
PHILIPPIの人気は未来的でルールを失わないデザイン、エレガントなラインと細部にまで加工を施した
造形美、機能的にはクラシックでありながらも、形においては斬新、手にしたときの心地良い重量感と
解かりやすい外観です。

〒111-0041 東京都台東区元浅草4-9-13 7F
TEL03-5830-7927 FAX03-5830-7908
cs-info@akatsuki.com www.akatsuki.com



WER WIR SIND
PHILIPPI ist eine inhabergeführte 
Designmanufaktur vor den Toren von 
Hamburg, mit Hauptsitz in Henstedt-Ulzburg. 
Seit 26 Jahren designt Jan Philippi 
hochwertige Produkte aus dem Bereich 
Wohnaccessoires, Geschenke-, Reise- und 
Büroartikel.

1992年夏にHmburgでJan Philippi氏によって創設さ
れたPHILIPPI(フィリッピ）は、その創設以来、世界
中に純正・唯美なデザイナープロダクトを供給し続け
ています。シンプルで時代に左右されないデザインは
物の本質を大切にするPHILIPPIの基本理念です。
PHILIPPIはギフトアイテム、フォトフレーム、リビ
ングアクセサリー等のデザインコレクションを販売し
ています。PHILIPPIの商品はヨーロッパ、アメリカ、
アジアの世界各国に輸出されており、地元ドイツの小
さなショップからニューヨーク近代美術館まで幅広く
販売されています。
現在PHILIPPIの商品は高い評価を得、80カ国で販売
されています。
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YORK ライトセット
¥7,800

119003
4037846168317
約30.8x19x19cm
素材：スチール、ガラス
原産国：中国
designed by Flip

コーティングされたガラスがキラキラと反射します。5つのティーライトキャンドルをセット
することができるスチール製のフレームはとても頑丈です。フレームごとテーブルにも簡単に
持ち運べます。LEDティーライトキャンドルを使用すればより簡単に、いつもと違う雰囲気が
楽しめます

Bowキャンドルホルダー
¥12,000

123125
4037846146704
約17x17x11,5cm
素材：ニッケル
原産国：中国

磁石で連結が変えられます。
1つの商品で2本のキャンドルが使用で
きます。
左の画像は2セットを連結させた状態と
なります。

※税抜価格です

Luciaランタン スリム
¥7,800

147005
4037846170372
約Φ17x38cm

Luciaラウンド
¥9,500

147006
4037846170365
約Φ21x33.5cm

素材：スチール、ガラス
原産国：中国

置いて使用することはもちろん、チェーンやフックを使用すれば屋外で樹木にか
けることも可能です。LEDライトのランタンで、単4電池2つで使用ができます。
※点灯時間約10000時間以上
※LED電球は替えられません。

フルーツボウルとして人気が高いMESHボウル。今までに販売していたSサイズ、Lサイズに
続き、直径29cmの浅型が仲間入りです。スチールメッシュは、耐久性だけでなく、重なり
合ったメッシュが透かし模様となり、軽やかな印象です。テーブルデコレーションとしても、
実用性の面でも使い勝手の良い一品です。贈り物としても喜ばれること間違いなし！

MESH スケールボウルL
¥6,500

153002
4037846150770
約Φ25x13cm

MESH スケールボウル29cm
¥7,500

153012
4037846168294
約Φ29x10cm

素材：スチール（粉黛塗装）
原産国：中国
designed by Flip
From2018 受賞
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渦巻き ナプキンリング4pcs
¥7,500

スタイリッシュでエレガントなナプキンリングです。
湾曲した形状はユニークでもあり、クラシカルです。
場面を選ぶことなく、食卓を格上げしてくれます。

193180
4037846125068
約Φ7cm
素材：ニッケル
原産国：中国

VOILA プレート
¥18,000

ワインホルダー
¥8,000

ホルダーには切り込み部分が2箇所あり、ワインボトルとコルクを置ける仕様。安定感
抜群なので飲み途中の開いた状態のボトルでもこぼれることなく置くことができます。
クリスマスシーズンの贈り物にもぴったり。

164027
4037846110026
約29.5x15x6cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド
designed by Flip

光沢のあるポリッシュステンレスで作られ
た楕円型のプレートです。優雅でモダンな
印象を与えます。オードブルの盛り付けに
最適なプレートですが、フルーツボウルし
ても使えます。

202007
4037846161806
約38×20×4cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド
designed by Michael Kindler
#FORM 受賞

シンデレラケーキサーバー
¥5,500

195071
4037846115076
約21cm
素材：ステンレススチール
原産国：中国

サラダボウル サーバー付
¥16,000

105014
4037846170273
約26cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド
Designed by Flip

ダブルウォールで、サラダの冷たさキープ
オーガニックなシェイプ
ステンレス鏡面加工
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ミルク＆シュガー 3p set
¥8,000

181026
4037846166092
Φ約6xH9cm
素材：ステンレススチール
原産国：中国
Designed by Flip
FORM#2018受賞

Solo ボウルスタンド L
¥12,000

240035
4037846165484
Φ約19cm
素材：ステンレススチール／ス
チール（粉黛塗装）
原産国：インド
Designed by Mike Ruch
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Corry キャンドルライト
¥4,500

341004
4037846172192
高さ約12cm
素材：ステンレススチール、耐熱ガ
ラス
原産国：中国
※1p

フレームファイヤー
¥42,000

203010
4037846170464
Φ約56cm
素材：スチール（粉黛塗装）
原産国：インド
designed by Flip
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表面はクリアガラスで、中にマットガラスで作られた曲線が美しいフラワーベースが見える、2重構造デザインは
秀逸。高級感があり、存在感のあるインテリアデコールです。

透明感に溢れ上品さが漂うエスメラルダベースはPhilippiのベースの中でも大人気のシリーズです。

玄関に、食卓に、ちょっとお花を添えて華やかにしてみませんか？
透明感溢れたフラワーベースは、お花の美しさを際立たせ、ベース自体も存在感を放ちます。

エスメラルダベースM 
¥12,000

149003
4037846137016
約Φ13x24cm

素材：ガラス
原産国：中国
designed by Andreas Ostwal

エスメラルダベースS 
¥8,000

149002
4037846137009
約Φ13x16cm

エスメラルダベースL 
¥15,000

149004
4037846137023
約Φ13x32cm
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スチールのフレームとセラミックのベースを組み合わせるこ
とで浮いて見えるようなデザインが特徴的です。ベースはフ
レームから取り外すことができるのでお手入れも容易です。

素材：セラミック、スチール（粉体塗装）
原産国：中国
designed by Andreas Ostwal
FORM#2018 受賞

プロートベース ラテラル
¥7,500

123168
4037846160113
約24.5x6x8cm

プロートベース ラウンド
¥7,500

123169
4037846160120
約18x7x16.8cm

プロートベース トール
¥7,500

123170
4037846160137
約9x7x22.6cm

OMEGA ベース
¥22,000

このベースはギリシャ語のアルファベットの最後の文
字であるΩ（オメガ）を表しています。アート性の高
いインテリアの中心にもなるユニークなベースです。
お花を飾っていないときにはオブジェとしても十分に
存在感を放ちます。カラーなど、茎が長めの植物を飾
るのに適しています。家だけでなく、オフィスや
ショールーム、店舗にもアクセントとして置くのに向
いています。

149001
4037846136996
約Φ27cm
素材：ステンレススチール
原産国：中国

Philippiの代表的なベースでもあるMARGEAUXフラ
ワーベース。ステンレスを有機的な柔らかさを持った
形に仕上げています。カーテンのように折り目をつけ
て手作りで作られておりエレガントな印象を与えます。
直径約30cmのベースは花束をそのまま飾るのにも適
しています。ユニークな形のベースにお花を飾ればイ
ンテリアの主役に！フラワーベースとしてだけでなく、
ワインクーラーとしてもお使いいただけます。

105006
4037846163886
約30x20cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド

MARGEAUX ベース
¥18,000

8



LOUISA ベース S
¥9,500

内側に黒いもうひとつのベースが浮いたように見える
ユニークなこのフラワーベースに上下はありません。
どちらを上にしても使用できるので、お花のバランス
に合わせて使い分けてみてください。お花を飾ってい
ないときには、オブジェのようにインテリアのアクセ
ントになります。

166005
4037846167396
約Φ17x21cm

素材：ガラス
原産国：中国

166004
4037846167389
約Φ14x19cm

LOUISA ベース L
¥14,０00
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シンプルモダンなフラワーベースシリーズ。
重厚感あるスチールのフレームに大振りなガラスが浮いているようなデザ
インベースはお部屋のアクセントにおすすめです。楕円形の形をしている
ので、窓辺などの狭いスペースには特に適しています。
開口部が大きいので、メンテナンスも簡単です。

ディケードベース 30 
¥16,000
123053
4037846123033
約35x25x9cm

素材：ガラス、アルミニウム
原産国：中国
designed by Flip

ディケードベース 35
¥22,000
123054
4037846123040
約41x26x16cm

ガラスウォータリングカン
¥7,800

ハンドルは、水やりをする際に握りやすいよう考えられています。透明ノズル部分の長さは
14cmです。先端部分は鼻のようになっており、植物の必要な部分に水が注ぎやすいよう設計さ
れています。
引っ越し祝いやオフィスでの仕様にも最適です。

150005
4037846170389
容量：0.8L
約23×11×23cm
素材：ホウケイ酸ガラス
原産国：中国

Outbackベース S
¥10,000
219014
4037846167341
高さ約24cm
素材:アルミニウム
原産国:インド
Design:H.Khanna

Outbackベース L
¥16,000
219015
4037846167358
高さ約37cm
素材:アルミニウム
原産国:インド
Design:H.Khanna
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Nobis ベース S
¥7,400
107007
4037846172284
高さ約20cm

Nobis ベース M
¥8,800

Nobis ベース L
¥11,000

107008
4037846172291
高さ約30cm

107009
4037846172307
高さ約40cm

素材：ガラス （マウスブロウン）
原産国：中国

FONTAINE ベース ¥16,000
花と食材を両方楽しめるアイテムです。花瓶の周囲を
囲むスタイリッシュなステンレスプレートにはお菓子
やちょっと摘まめるものを飾り付けて、お家でも
ちょっとしたアフタヌーンティーが楽しめます。デザ
イン性の高いフォンテーヌベースで、大切な人をおも
てなししてみては？

129012
4037846155386
約Φ27x25cm
素材：ステンレススチール、ガラス
原産国：インド
designed by Murken + Hansen
IF design賞 受賞
DESIGN PLUS 受賞

City ベース S ¥4,500

濃い色のガラスカラフルな花や花束を素敵に演出
します。落ち着いた印象です。

166008
4037846170211
約10x10x18cm

素材：ガラス（マウスブロウン）
原産国：中国

Cocoon フルーツボウル
¥16,000
108001
4037846129714
Φ約30cm
素材:ステンレススチール
原産国:インド
Design:Eakkapob
#FORM 2005受賞
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PEOPLE フレーム
¥10,000

ニッケルメッキの光沢のあるフレームに厚手のガラス
が取り付けられており、写真に奥行きを与えてくれま
す。フレームは縦置き・横置きが可能です。シンプル
でスマートなデザインは、どんなお部屋にも馴染み、
高級感あるインテリアを実現させます。

173082
4037846125549
約28.5x23.5x5cm
写真サイズ20.5x18cm

素材：ニッケル
原産国：中国

Marriage フレーム 10x15
¥6,400

173103
4037846169901

Marriage フレーム 20x25
¥9,500

173105
4037846169925

Marriage フレーム 13x18
¥7,000

173104
4037846169918

素材：ニッケル
原産国：中国
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GIANNI ビジネスカードホルダー
¥3,500

金属製のケースを本革で覆った名刺入れです。黒の革にシルバーのスチールがアクセントと
なった、ビジネスシーンでも使い勝手の良い逸品です。すっきりとしていてフォーマルな印
象を与えます。
RFID可

180077
4037846147237
約10x6.5x2cm
素材：レザー、
ステンレススチール
原産国：中国
designed by Flip

エアプレーンルーラー
¥5,400

105023
4037846165545
約25cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド
Designed by Joerg Langkop

学生時代の思い出とともにノスタルジックで、優美な
ペントレー＆ルーラーです。

Slim ビジネスカードホルダー
¥3,000

233003
4037846156611
約6.4x9.4x0.9cm
素材：レザー、ステンレススチール、マグ
ネット
原産国：中国

わずか9mmのスマートな名刺入れ。
10~15枚程度収納可
RFID可
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MALOストレスキラーラグジュリー
¥3,200

200個の小さなスチールボールが磁気ベースの上に連なる様子を楽しみ
ます。デザインを楽しみながら気分転換ができるアイテムです。ラグ
ジェリーバージョンは台座が円形です。

264004
4037846165712
約Φ8cm
素材：メタル、マグ
ネット、スチール
原産国：中国
designed by Flip

MALO ストレスキラー
¥1,800

200個の小さなスチールボールが磁気ベースの上に連なる様子を楽しみ
ます。デザインを楽しみながら気分転換ができるアイテムです。

264001
4037846122692
約Φ9cm
素材：ABS、マグネット、スチール
原産国：中国

BUBBLES ブックエンド
¥9,500

LALAマインドポーザー
¥6,000

砂時計は精密に時間を計ることはできません。砂鉄が積み重なって
いく様子は毎回異なります。ぜひそれを楽しんでください。リラク
ゼーションアイテムとしても最適です。

103004
4037846162094
約Φ7.5×16cm
素材：アルミニウム、ホウケイ酸
ガラス
原産国：中国
designed by Flip

10個のステンレスボールで作られた洗練されたブックエンドは、
しっかりと本を支えます。デザインと機能性を備えているユニーク
なブックエンドです。
※1個売りです

105001
4037846160335
約14ｘ14ｘ14cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド
designed by Flip

Slim Zick Zack ペンホルダー
¥9,500

209001
4037846145868
高さ約8.6cm
素材：ニッケル
原産国：中国
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WINDSOR シューホーン
¥7,000

柄が長いので腰痛持ちの方でも使いやすい。レザー
ループがが付いているので、フックなどにかけること
も可能です。

300043
4037846168300
約58.5x3.8x11cm
素材：クルミ材、
ステンレススチール
原産国：中国
designed by Flip

YAP マネークリップ
¥2,300

195015
4037846106586
約6.5ｘ2cm
素材：ステンレススチール
原産国：中国

クリップ型のオシャレなマネークリップ。
フィリッピの紙幣クリップの中でもYAPは、クリップの形をした面白いデザインであ
ると特に人気を獲得しています。

3-IN-1 マネークリップ
¥3,000

193308
4037846154990
約6x2.5x1cm
素材：ニッケル
原産国：中国

ベーシックでシンプルなスタイルのマネークリップ。
挟む場所が複数箇所あるので、紙幣を種類ごとに分け
ることができます。

Tambo モバイルフォンホルダー
¥3,000

273033
4037846160984
約7cm
素材：ニッケル
原産国：中国
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Bobo シューホーン
¥3,800

168002
4037846170082
約23cm
素材：ステンレス
原産国：中国

スクリプトペントレー
¥４,000
158008
4037846164173
約10.7×23.7×3cm
素材：アルダーウッド
原産国：ダイ

スクリプト ドキュメントボックス
¥12,000

158010
4037846164197
約32.6×23.7×5.8cm
素材：アルダーウッド
原産国：ダイ

バランスボールゲーム
¥10,000

193283
4037846150039
約16×8×11.3cm
素材：革、メタル、クローム
原産国：中国

Hotel キーホルダー
¥2,300

273091
4037846171317
約3×3×1cm
リング直径Φ3.3cm
素材：ニッケル
原産国：中国

最初にボールを弾いた後、どれだけ長く動き続
けているかを見るのはなんだか楽しいものです。
置いておくだけでも、リビングやオフィスの素
敵なオブジェになります。
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Code ドミノ ゲーム
¥14,000

173109
4037846172048
素材：メラミン（ドミノ）、木、マグネット
原産国：中国
Designed by Flip

空港や駅での待ち時間に最適な旅行のお供子供たちは、家族や友人とこのおもちゃで遊んで、
コミュニケーションと相互作用を向上させることができます。ドミノはすべての世代の伝統的
なゲームです - PHILIPPI は古典的なゲームに高品質のデザインを与えます。

エンジェル ブックマーク
¥2,500

193292
4037846152804
約14cm
素材：ニッケル
原産国：中国

レーシングマウス ブックマーク
¥2,500

195123
4037846125471
約13cm
素材：ステンレススティール、ニッケル
原産国：中国

LOVEライト キーホルダー
¥5,000

173106
4037846171737
素材：ニッケル、LED、USBケーブル
原産国：中国
Designed by Flip

驚くほどシンプルなメカニズム: すばやくひねる
と、ハートの形が便利な楕円形に変わり、統合さ
れた LED が光り始め、暗闇に十分な光をもたら
します。

ループキーホルダー
¥4,200

機能的で余計なものはそぎ落とされたキーホルダーは
1996年から人気の商品です。
レッドドット賞・iFデザイン賞 受賞。

195115
4037846122791
約10cm
素材：ステンレススチール、ラバー
原産国：中国
designed by Peter Kroeh
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フォトフレームキーホルダー
¥3,800

思い出の写真を持ち運ぶことができるキーホルダー。
入る写真のサイズは約2.5×3.5cmです。

193079
4037846106197
約4.5x3.5cm
素材：ニッケル
原産国：中国

CARREAU キーホルダー ブラック
¥2,500

本革にカーボンのエンボス加工を施し、男性的でスポーティーな印象を
与えます。ベルトループなどにも取り付けやすい一品。ギフトにも。

273075
4037846168188 
約10x1.7x0.5cm
素材：ブラックニッケル、レザー
原産国：中国

C バッグハンガー カバー付
¥4,800

273092
4037846171942
約10cm
素材：亜鉛合金
原産国：中国

カフェ、バー、レストラン、駅、空港、会議室 - キャッチは何ですか? そ
うです、たとえばハンドバッグなど、適切に収納できるものがないことが
あまりにも多いのです。 超薄型のバッグ フック C により、バッグが汚れ
た床に残る必要がなくなり、必要に応じて、ジャケットや、しばらく涼し
く過ごすのが好きな他のすべてのものを喜んで世話します。

スイートハートキーリング
¥2,500

273066
4037846165842
約3×3×1cm
リング直径Φ3.3cm
素材：ニッケル
原産国：中国

キーホルダーの側面は真っ赤な漆塗り、側面は光沢の
あるポリッシュ仕上げになっています。
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日本正規代理店
アカツキコーポレーション株式会社
〒169-0072 東京都新宿区大久保2-5-22 セキサクビル5A
TEL: 03-3204-1844 FAX: 03-3204-1845
http://www.akatsuki.com/       MAIL:cs-info@akatsuki.com

Joerg Langkop Flip Andreas Ostwal

Murken + HansenMichael Kindler Peter Kroehl

Designer
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