
暮らしを愉しむ

2022 atelier junko

伊勢丹新宿店本館5階にて、
アトリエ ジュンコの商品が常設でご覧
いただけます。
ご家族との団欒の食卓が、楽しく素敵
なものとなるように、常駐のスタッフが
コーディネートのお手伝いをさせてい
ただきます。
ゆったりとした空間で、新着のアイテム
も加え、お好みのテーブルウェアを
じっくりとお選びください。
テーマに合わせ、毎月コーディネートを
変えてお迎えしております。
お出かけの際には、ぜひお立ち寄りください。
お取り扱いアイテムにつきましては、伊勢丹新宿店にお電話、あるいは
公式ウェブサイトからお問い合わせください。
三越伊勢丹オンラインストアでもお買い物いただけます。

お問合せ電話　03-3352-1111（伊勢丹新宿店大代表）
　　　　　　　伊勢丹新宿店 本館５階 アトリエ ジュンコ伊勢丹新宿店

公式ウェブサイトでは、
展示会等のイベント情報や
コーディネートの写真をご覧いただけます。
またオンラインストアもホームページから
ご入場いただけます。

新しいアイテムから、
人気のものなど様々なシーンを
ご覧いただけます。

Office
〒399-0011  長野県松本市寿北5-15-24　
Phone: 0263-58-9516  Fax: 0263-85-5833

物流センター
〒390-0825  長野県松本市並柳3-18-19　
Phone: 0263-31-6078  Fax: 0263-31-6188  mail: support@atelier-junko.com

ギャラリーや百貨店で 期間限定の展示会を定期的に開催しております。
各地の展示会の詳しい内容や日程は 公式ウェブサイトにて
ご確認いただけます。

食器とお料理のマリアージュを目指し、ホテルやオーベルジュのシェフとコラボレート。
アトリエ ジュンコの食器を使い、食器に合わせたメニューとサービスで
素敵なディナータイムをお届けしています。

八ヶ岳倶楽部展示会開催中に ５夜だけ開催される
特別企画。八ヶ岳山麓、大人のための優雅なホテル
「ヒュッテ・エミール」を貸切り、アトリエ ジュンコの
テーブルウェアを使用してディナーと朝食を楽しむ
特別企画です。　
各回３組様限定

ディナーイベントの日程、お申し込み方法、
企画についての詳しいご案内やお問い合わせは、
公式ウェブサイトをご覧ください。 ヒュッテ・エミール

〒409-1501 山梨県北杜市大泉町　
西井出8240-1522
Phone:0551-45-7011　
www.hutteemile.com

ヒュッテ・エミール／アトリエ ジュンコ　コラボレートディナーイベント

テーブルコーディネートを愉しむ旅 in 八ヶ岳 ヒュッテ・エミール

八ヶ岳倶楽部 ステージ

Tableware Collection Atelier Junko 伊勢丹新宿店（常設店）

公式ウェブサイト

Dinner Event 「テーブルコーディネートを楽しむ旅」

京都髙島屋
1階 ゆとりうむ特設会場　春・秋の開催

〒409-1501　
山梨県北杜市大泉町西井出8240-2594
Phone:0551-38-3395  Fax:0551-38-3539
http://www.yatsugatake-club.com　　
毎週水曜日定休

年１回　5月中旬から6月初め
森林浴を楽しみながら、最高のロケーションの中、
もっともアトリエ ジュンコらしいコーディネートを
ご覧いただける展示会です。
会期中は随時コーディネートのご相談を承ります。

〒600-8520
京都市下京区四条通河原町西入真町52
TEL：075-221-8811

横浜髙島屋
７階 暮らしステージ   年１回
〒220-8601
横浜市西区南幸1丁目6番31号
TEL：045-311-5111

https://www.atelier-junko.com

インスタグラム https://www.instagram.com/atelier_junko_japan

Atelier Junko について
アトリエ ジュンコはヨーロッパを中心に世界15カ国、50社を超えるメーカー
からセレクトした魅力的なアイテムやオリジナルアイテムで、個性的なテーブル
作りのお手伝いをいたします。
大手百貨店、リゾート地のギャラリーを中心に展示、販売会を開催し、テーブル
コーディネートのご相談も承っております。

https://www.atelier-junko.com

株式会社



トレー ガラス オーバル
レモン
51×23.5×6（持手含60）　
AJ-0610　¥66,000

グラスピッチャー
ラウンド レモン
11.5×14.5×17 750cc
AJ-0209　¥17,600

グラスピッチャー
ロング レモン（フタ付）
13×9.5×25 900cc
AJ-0208　¥23,100

ボウル
レモン
17×17×6
ボウル：φ14×6  550cc
AJ-0318　¥8,800 

アイスバスケット
レモン
φ13×14
AJ-0224　¥26,400 

トング
レモン
16×4
AJ-1216　¥7,150

ソルトボウル＆スプーン
レモン
本体：9×7.5×4.5 60cc
スプーン：8×1
AJ-0809　¥6,600 

※価格は税込表示

ツーグラスボウル
レモンフラワー
41×18×24
ボウル φ12×8 400cc
AJ-0322　¥49,500

ナプキンホルダー
リーフ
16×10×9
AJ-1009　
¥17,600

スプーン
エコン＆オーク
14×2.7
AJ-1107　¥3,300

ヒストリカルグラス
キャンドル クラシック 
6.5×6.5×28
H-041S　¥38,500

ヒストリカルグラス
キャンドル
6×6×25
H-040S　
¥34,100

サラダ／ケーキプレート
レモンイエロー
φ18.5
J-0114　¥11,000

ナプキン
レモン ミスト
60×60
GG-N271　¥4,400

ナプキン
レモン ミスト
60×60
GG-N271　¥4,400

デミタスコーヒーカップ＆ソーサー
レモンイエロー
カップ 5.5×8×5.5 100cc  
ソーサー φ11
J-0122　¥19,800

スフィア クーペ
φ11.5×16 250cc
H-205S　¥13,200

ハニカム グラス
φ8.5×9.5
280cc
H-901B　
¥5,500

季節を問わず おもてなしの場面で 活躍する
ナチュラルテイストの レモンリーフコレクション
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ランナー　
ビーズネット
20×140  
AB-0105　¥22,000

ディップボウル
パインコーン
AJ-0304　
¥8,800

ナイフ
パインコーン
16.5ナイフ部 8.5
AJ-1205　¥5,500

ワイングラス
パインコーン
φ10.5×23.5 600cc
AJ-0411  ¥11,000

ディップボウル
ドラゴンフライ
12×14×7.5  ボール φ13×5 300cc
AJ-0313　¥9,900

グラスピッチャー
ラウンド ドラゴンフライ
11.5×16×17.5 750cc
AJ-0214　¥17,600

シャンパンクーラー
バレル
φ18×14
AJ-0222  ¥63,800

キャンドルホルダー
ウィンドウフレームLL
φ17.5×31 
JCH-1843DB　¥17,600

ファイアーレスキャンドル Ｍ
φ7.5×17
JCC-0012　¥5,500

ディップボウル
フラワー＆ドラゴンフライ
10.5×13.5×6.5
ボウル φ10.5×4.5  200cc
AJ-0312　¥6,050

キャンドルホルダー
ウィンドウフレーム L
φ13×26
JCH-1842DB  ¥9,900

シノワズリなコーディネイトに
ぴったりなモチーフの数々
和洋をこえ
個性的なコーディネートを可能に
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プレート
ロータス＆ドラゴンフライ
20×18.5×0.8
AJ-0702　¥23,100

トレー ガラス
ドラゴンフライ
30×56×6.5
AJ-0612
¥88,000

トレー  ガラス
ドラゴンフライ
30×56×6.5
AJ-0612　¥88,000

トレー  ガラス
ドラゴンフライ
30×56×6.5
AJ-0612　¥88,000

トレー ガラス
ラウンド バンブー
φ31×2.5（持手含 6.5）
AJ-0608　¥44,000

ショットグラス
バンブー
φ5.5×7 70cc
AJ-0407　¥5,500

ミディアムグラス
パインコーン
φ7×9 200cc
AJ-0406　¥6,600

デザートフォーク
パインコーン
13×1.5
AJ-1129　¥3,300

マドラー
ドラゴンフライ＆リーフ
23×3
AJ-1208　¥2,750

ボックス
グラス レモンリーフ
φ5.5×7 70cc
AJ-1415　¥4,400

ブラック　Bassin 
ディナープレート
φ30
FE-580　¥24,200

※サイズはcm

レモン＆リーフ　コレクション シノワズリ　コレクション



ブロンズ製の
エコンがあしらわれた新シリーズ
ワンランクアップの大人のムードで
インテリアとしても楽しめます
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トング
ブロンズエコン ロング
20×5
AJ-1216　¥7,150

ナプキンリング
ブロンズエコン
5×7×4
AJ-0101　¥4,950 

スモールディッシュ
オークリーフ
14.5×9×1.5
内寸　φ6.5
AJ-0704　¥8,250 

カードホルダー
ブロンズエコン
6×5
AJ-1002　¥3,850 

グラスオイルランプM
6 時間 φ4×4
30cc
JKL-0002　¥605

オイル
300cc クリアー
JKL-8011 ¥1,100

トレー ガラス
ラウンド ブロンズエコン
φ31
AJ-0607　¥49,500 

オイル＆ビネガーボトル
ブロンズエコン
6×16 180cc
AJ-0215　¥9,900 

ボウル
ブロンズエコン
22×20×6.5
ボール φ15×6 600cc
AJ-0316　¥18,700 

ヒストリカルグラス
ゴブレット S
φ8.5×11.6　
320cc
H-011S  ¥7,150 

ヒストリカルグラス
クーペ
φ8×9 100cc
H-007S　¥11,000 

トング
ブロンズエコン ショート
15×4.5
AJ-1212 ¥7,150

トング
ブロンズエコン ショート
15×4.5
AJ-1212 ¥7,150

スモールディッシュ
オークリーフ
14.5×9×1.5
AJ-0704 ¥8,250 

ヒストリカルグラス
クーペ
φ8×9 100cc
H-007S　¥11,000 

ティーキャンドルスタンド
グラスシェード S
φ10×H30　
ホヤφ12×11
AJ-0518　¥17,600 

ティーキャンドルスタンド
グラスシェード L
φ10×H４０　
ホヤφ12×11
AJ-0519　¥19,800 

グラスピッチャー
ソフィー ブロンズエコン
8.5×16×19 1050cc
AJ-0205　¥18,700

※サイズはcm5 ※価格は税込表示

小鳥の囀りが聞こえてきそうな
テーブルウェアたちが
食卓に木漏れ日やそよ風を
運びます

デコレーションスタンド
フルーティング
φ25×25
JBC-6003  ¥33,000

スパイスホルダー＆スプーン
ツーグラス バード
本体 6×13.5×10
ボウル φ6×3.5 50cc/ 個
スプーン 7.5×1
AJ-0814  ¥7,700 ピックセット バードケージ

5.5×12  ピック 8 
AJ-0908  ¥11,000

スパイスホルダー＆スプーン
ツーグラス バードケージ
本体 φ7×18
ボウル φ6×3.5 50cc/ 個
スプーン 7×1　
AJ-0815  ¥9,350

ボックス
グラス バード
φ6.5×12
ボックス部 φ6.5×5
AJ-1416  ¥4,400

ケーキサーバー
バード
24.5×5.5
サーバー部 4.5×9.5 
AJ-1210  ¥7,150

バターディッシュ
バード
φ10×10
AJ-1405  ¥6,600

ディップボウル
スモールバード
φ10.5×8
ボウル φ10.5×4.5 200cc
AJ-0308  ¥7,700

ケーキフォーク
ソングバード
14×2
AJ-1133  ¥3,300

スプーン
ソングバード 
13.5×2.7 
AJ-1113　¥3,300

マグ
ソングバード 
13×9×11.5　350cc
AJ-0413　¥6,050

トゥースピックホルダー
バード
5×5×7
ピック収納部φ3
AJ-0918　¥6,600

オイル＆ビネガーボトル
バード
9×6×15 170cc
AJ-0217　¥9,900

ナプキンリング
ナイチンゲール
8.5×6.5×3.5
NN-NR9482AS　
¥5,500

ブロンズエコン　コレクション バード　コレクション

流れ星を運ぶ鳥がハンドルの
バターディッシュ



自然に囲まれて ゆったりと過ごしたい・・・
愛らしい動物や木々のモチーフが
暮らしの中に微笑みを運びます　

グラスピッチャー ラウンド
エコン＆オーク
11.5×15×17.5 750cc
AJ-0206　¥17,600

ソルトボウル＆スプーン
エコン
本体 8×5.5
ボウル φ6×3.5 50cc
スプーン 7×1.5
AJ-0807　¥7,700

ディップボウル
リス
11.5×15×7
ボウル φ11.5×5 300cc
AJ-0310　¥9,900
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グラスピッチャー ソフィー
ハンギング リス
8.5×16×19
1050cc
AJ-0212　¥18,700

グラスピッチャー ソフィー
リス ウィズ ブランチ
8.5×16×19
1050cc
AJ-0213　¥18,700

スパイスホルダー＆スプーン
ツーグラス エコン＆オーク
本体 16×6×11.5
ボウル φ6×3.5
スプーン 6×0.8 50cc/ 個
AJ-0813　¥9,350

ティーキャンドルスタンド
グラスシェード S
φ10×H30　
ホヤφ12×11
AJ-0518　¥17,600

ティーキャンドルスタンド
グラスシェード L
φ10×H４０　
ホヤφ12×11
AJ-0519　¥19,800

ミディアムグラス
ボースハング リス
7.5×10.5　
グラス φ6×9.5　
180cc
AJ-0416　
¥6,600

ライトハング リス
8×9.8
グラス φ6×9.5　
180cc
AJ-0417　
¥6,600

ピックセット
リス＆エコン
8.5×9×3.5
ピック　8.5
AJ-0911　¥11,000

スモールカート
リス
6.5×6.5×13
AJ-1424　¥8,800

ナイフレスト
オークリーフ 
5×14
NN-KR01AS
¥5,500

ケーキサーバー
リス 
6×19.5
AJ-1211　¥6,600

※価格は税込表示

キャンドルスタンド
グラス エコン＆オーク S
27×23
AJ-0504　￥33,000

キャンドルスタンド
グラス エコン＆オーク S
27×23
AJ-0504　￥33,000

キャンドルスタンド
グラス エコン＆オークL
30.5×26.5
AJ-0505　￥38,500

キャンドルスタンド
グラス エコン＆オークL
30.5×26.5
AJ-0505　￥38,500

シャンパンクーラー
ウッドエコン
φ21×24
AJ-0221　
¥60,500

ソルト＆ペッパー
リス＆ウッドエコン
AJ-0805　¥12,100

ソルト＆ペッパー
リス＆ウッドエコン
AJ-0805　¥12,100

チーズボード
スクエア　
エコン＆オーク
AJ-0611 ￥71,500

グラスオイルランプ
キャンドルシルエット S
φ3×11  50cc
JKL-1002　¥3,575

グラスオイルランプ 
キャンドルシルエット M
φ3×17   80cc
JKL-1003　¥4,400
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ダークトリユフ ナプキン
56×56
GG-N112  ￥4,400

ケーキスタンド
ツリー
φ38×12
AJ-0601　¥77,000

スモールボード
エコン＆オーク
12.5×27.5×6.5
NN-CB09AS
¥19,800

チーズボード
エコン＆オーク
16.5×53×6.5
NN-CB06AS
¥30,800

ナプキンホルダー
エコン＆オーク
15.5×7×6.5
AJ-1008
¥17,600 

ケーキスタンド
ツリー S 
φ25×9.5
AJ-0602  ¥44,000

ポットスタンド
オークリーフ 
φ18
NN-TR9701AS
¥12,100

※サイズはcm

フォレスト　コレクション フォレスト　コレクション



10※サイズはcm

トレー
ウィンドウフレーム ミラー
33×50×6.5
JBT-4050　¥28,600

トレー メタル レクタングラ
シノワズリ モンキー
48×63.5×2
JBT-8014　¥22,000

トレー メタル オーバル
フレンチクラシックS
37×49×3.5
JBT-8111　¥15,400

トレー メタル オーバル
フレンチクラシック L
54×71×4 
JBT-8112　¥23,100

トレー メタル レクタングラ
ウィート S
19×31.5×2
JBT-8022　¥5,500

トレー メタル レクタングラ
フローラルライン S
14.5×23×3.5
JBT-8026　￥5,500

トレー メタル ラウンド 
ゴールドリース　
スタンド付き
φ44.5×50
（折り畳み時）44.5×89×5.5
JBT-8901　¥24,200

トレースタンド
X アイアン
30×30～ 50  
（折り畳み時）36×71×4 
JBU-8001 　¥16,500

トレー メタル レクタングラ
デイジー S
19×31.5×2
JBT-8027　¥5,500
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トレー ベネチア スクエア
ミラー
41×41×8
JBT-4030　¥22,000

トレー メタル レクタングラ 
シノワズリ
38.5×61.5×2
JBT-8013　¥22,000

トレー メタル オーバル
ペイズリー M
47.5×62.5×3.5
JBT-8129　¥23,100

トレー メタル スクエア 
オリエンタル S
24×24×3.5
JBT-8005　¥6,600

トレー メタル レクタングラ
ぺイズリー S
14.5×23×3.5
JBT-8028　¥5,500

※価格は税込表示

キャンドルホルダー
アラベスク S
φ13×15
JCH-1821AG
¥7,150

アラベスク L
φ13×26
JCH-1822AG
¥9,900

アラベスク 
バタフライ ミニ
φ9.5×10.5　
最大幅 11.5
JCH-1826AG
¥4,400

アラベスク ミニ
φ9.5×10.5
JCH-1820AG
¥3,850

キャンドルホルダー
ウィンドウフレーム
Ｓ
φ13×16
JCH-1841DB
¥7,150

キャンドルスタンド
ロートアイアン　シングル
11.5×11.5×27.5
JCH-1921DB
¥5,500

ウィンドウフレーム 
ミニ
φ9.5×10.5
JCH-1840DB
¥3,850

ウィンドウフレーム
L
φ13×26
JCH-1842DB
¥9,900

キャンドルホルダー
ハンギングランタン
φ14×40
ホヤ φ10×14
JCH-1902DB　
¥11,000

キャンドルホルダー
5ホルダー　ロートアイアン
48×12.5×30　ホヤ φ8.5×9
JCH-1926DB/C  ¥20,900

キャンドルホルダー
カップ　パンプキン
φ13×16
カップ φ6.5×6
JCH-1903AG　¥4,950 

キャンドルホルダー
ギフトボックス ミニ
15×15×18
ホヤ φ8.5×9.5
JCH-1904AG　¥4,950 

キャンドルホルダー
レクタングラ 
ファーン
13.5×13.5×22.5
ホヤφ9×12
JCH-1865CB  ¥9,350 

キャンドルスタンド
メープルリーフ
9×9×27.5
ホヤ φ8.5×9
JCH-1916MG
¥4,950 

キャンドルホルダー
カップ　
メープルリーフ
15×15×7
カップ φ6×6
JCH-1906MG
¥3,300 

ダブルケージ Ｌ
φ14.5×27
JCH-1832BK
¥13,750 

キャンドルホルダー
ダブルケージ Ｓ
φ14.5×17 
JCH-1831BK
¥11,000 

アイアンリング L
φ13×26
JCH-1802AG
¥9,900 

キャンドルホルダー
アイアンリング S
φ13×15
JCH-1801AG
¥7,150 

トレー　コレクション キャンドルホルダー コレクション

トレー メタル オーバル 
リーフチェーン M
44×59.5×5.5
JBT-8133　¥19,800



暮らしを愉しむ

2022 atelier junko

伊勢丹新宿店本館5階にて、
アトリエ ジュンコの商品が常設でご覧
いただけます。
ご家族との団欒の食卓が、楽しく素敵
なものとなるように、常駐のスタッフが
コーディネートのお手伝いをさせてい
ただきます。
ゆったりとした空間で、新着のアイテム
も加え、お好みのテーブルウェアを
じっくりとお選びください。
テーマに合わせ、毎月コーディネートを
変えてお迎えしております。
お出かけの際には、ぜひお立ち寄りください。
お取り扱いアイテムにつきましては、伊勢丹新宿店にお電話、あるいは
公式ウェブサイトからお問い合わせください。
三越伊勢丹オンラインストアでもお買い物いただけます。

お問合せ電話　03-3352-1111（伊勢丹新宿店大代表）
　　　　　　　伊勢丹新宿店 本館５階 アトリエ ジュンコ伊勢丹新宿店

公式ウェブサイトでは、
展示会等のイベント情報や
コーディネートの写真をご覧いただけます。
またオンラインストアもホームページから
ご入場いただけます。

新しいアイテムから、
人気のものなど様々なシーンを
ご覧いただけます。

Office
〒399-0011  長野県松本市寿北5-15-24　
Phone: 0263-58-9516  Fax: 0263-85-5833

物流センター
〒390-0825  長野県松本市並柳3-18-19　
Phone: 0263-31-6078  Fax: 0263-31-6188  mail: support@atelier-junko.com

ギャラリーや百貨店で 期間限定の展示会を定期的に開催しております。
各地の展示会の詳しい内容や日程は 公式ウェブサイトにて
ご確認いただけます。

食器とお料理のマリアージュを目指し、ホテルやオーベルジュのシェフとコラボレート。
アトリエ ジュンコの食器を使い、食器に合わせたメニューとサービスで
素敵なディナータイムをお届けしています。

八ヶ岳倶楽部展示会開催中に ５夜だけ開催される
特別企画。八ヶ岳山麓、大人のための優雅なホテル
「ヒュッテ・エミール」を貸切り、アトリエ ジュンコの
テーブルウェアを使用してディナーと朝食を楽しむ
特別企画です。　
各回３組様限定

ディナーイベントの日程、お申し込み方法、
企画についての詳しいご案内やお問い合わせは、
公式ウェブサイトをご覧ください。 ヒュッテ・エミール

〒409-1501 山梨県北杜市大泉町　
西井出8240-1522
Phone:0551-45-7011　
www.hutteemile.com

ヒュッテ・エミール／アトリエ ジュンコ　コラボレートディナーイベント

テーブルコーディネートを愉しむ旅 in 八ヶ岳 ヒュッテ・エミール

八ヶ岳倶楽部 ステージ

Tableware Collection Atelier Junko 伊勢丹新宿店（常設店）

公式ウェブサイト

Dinner Event 「テーブルコーディネートを楽しむ旅」

京都髙島屋
1階 ゆとりうむ特設会場　春・秋の開催

〒409-1501　
山梨県北杜市大泉町西井出8240-2594
Phone:0551-38-3395  Fax:0551-38-3539
http://www.yatsugatake-club.com　　
毎週水曜日定休

年１回　5月中旬から6月初め
森林浴を楽しみながら、最高のロケーションの中、
もっともアトリエ ジュンコらしいコーディネートを
ご覧いただける展示会です。
会期中は随時コーディネートのご相談を承ります。

〒600-8520
京都市下京区四条通河原町西入真町52
TEL：075-221-8811

横浜髙島屋
７階 暮らしステージ   年１回
〒220-8601
横浜市西区南幸1丁目6番31号
TEL：045-311-5111

https://www.atelier-junko.com

インスタグラム https://www.instagram.com/atelier_junko_japan

Atelier Junko について
アトリエ ジュンコはヨーロッパを中心に世界15カ国、50社を超えるメーカー
からセレクトした魅力的なアイテムやオリジナルアイテムで、個性的なテーブル
作りのお手伝いをいたします。
大手百貨店、リゾート地のギャラリーを中心に展示、販売会を開催し、テーブル
コーディネートのご相談も承っております。

https://www.atelier-junko.com

株式会社


