
純正・唯美なデザイナープロダクト

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。

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。

Jan Philippi

デザインアクセス ／ アカツキコーポレーション㈱
〒112-8622 東京都文京区千石4-37-20

TEL 03-3941-3151 FAX 03-3941-3165

http://akatsuki.com/products/proDA.html
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※税抜き価格です。

New

Tempus G2ｳｫｰﾙｸﾛｯｸ20 
JAN : 4037846158516
品番 : 183011
売価 : 8,500円
ｻｲｽﾞ : 約20x4cm
アルミニウム、スウィープムーブメント
中国製

Tempus W3ｳｫｰﾙｸﾛｯｸ20
JAN : 4037846158509
品番 : 183010
売価 : 8,500円
ｻｲｽﾞ : 約20x4cm
アルミニウム、スウィープムーブメント
中国製

Tempus B1ｳｫｰﾙｸﾛｯｸ20
JAN : 4037846158523
品番 : 183012
売価 : 8,500円
ｻｲｽﾞ : 約20x4cm
アルミニウム、スウィープムーブメント
中国製

Tempus W3ｳｫｰﾙｸﾛｯｸ25
JAN : 4037846160670
品番 : 183013
売価 : 10,000円
ｻｲｽﾞ : 約25x4cm
アルミニウム、スウィープムーブメント
中国製

Tempus B2ｳｫｰﾙｸﾛｯｸ25
JAN : 4037846160687
品番 : 183014
売価 : 10,000円
ｻｲｽﾞ : 約25x4cm
アルミニウム、スウィープムーブメント
中国製

付属の足パーツを取り付ければスタン
ドクロックとしてご利用いただけます

Momo ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ S
JAN : 4037846160205
品番 : 260019
売価 : 2,000円
ｻｲｽﾞ :約8.1x3.7cm
アクリル
台湾製

Momo ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ L
JAN : 4037846160212
品番 : 260020
売価 : 2,500円
ｻｲｽﾞ :約10.6x5cm
アクリル
台湾製



New

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。

□FORM#2016受賞

洋ナシをモチーフにデザインさ
れたスペシャルなベースです。

手のひらサイズとパステルカ
ラーのマッチングが素晴らしい

フロートベースラテラル
JAN:4037846160113
品番:123168
売価:5,000円
サイズ:約24.5x6x8cm
セラミック、スチール(紛体塗装)
中国製

フロートベーストール
JAN:4037846160137
品番:123170
売価:5,000円
サイズ:約9x7x22.6cm
セラミック、スチール(紛体塗装)
中国製

フロートベースラウンド
JAN:4037846160120
品番:123169
売価:5,000円
サイズ:約18x7x16.8cm
セラミック、スチール(紛体塗装)
中国製

Jil ベース ice 
JAN: 4037846160403
品番:254006
売価:2,300円
サイズ:約8xH10.5cm
アルミニウム(紛体塗装)
インド製

Jil ベース rose
JAN: 4037846160410
品番:254007
売価:2,500円
サイズ:約8xH12cm
アルミニウム(紛体塗装)
インド製

※税抜き価格です。



※税抜き価格です。

New

Organic ベース ラウンド
JAN:4037846160328
品番:229003
売価:15,000円
サイズ:約30ｘH15cm
マンゴーウッド
タイ製

ﾊﾝﾌﾞﾙｶﾞｰﾌｯｶｰ ﾆｯｹﾙﾎﾟﾘｯｼｭ
JAN: 4037846158226
品番:240002
売価:55,000円
サイズ:約38x42cm
アルミニウム、ニッケル
インド製

マンゴーウッドをくりぬいて
作られたOrganicシリーズの新
商品です。丸みを帯びたデザ
インが特徴的です。

Mila ベース S
JAN:4037846160649
品番:240005
売価:2,800円
サイズ:約5ｘH12cm
ステンレススチール
インド製

Mila ベース M
JAN:4037846160656
品番:240006
売価:3,400円
サイズ:約5ｘH15cm
ステンレススチール
インド製

Mila ベース L
JAN:4037846160663
品番:240007
売価:4,000円
サイズ:約5ｘH18cm
ステンレススチール
インド製

Lucius ペン&ペーパークリップホルダー
JAN : 4037846128342
品番 : 209008
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約11x4cm
ニッケル(鏡面仕上げ)、マグネット
中国製

3月初旬入荷予定

3月初旬入荷予定

3月初旬入荷予定

3月初旬入荷予定



New

Margarethe ボウル M
JAN:4037846160342
品番:105002
売価:6,800円
サイズ:約31ｘH10cm
ステンレススチール
インド製

Margarethe ボウル XL
JAN:4037846160359
品番:105003
売価:20,000円
サイズ:約52ｘH18cm
ステンレススチール
インド製

プチケーキプレート
JAN:4037846160366
品番:105004
売価:10,000円
サイズ: 26x25x16cm
ステンレススチール
インド製

□FORM#2016受賞

※税抜き価格です。

Wave バターナイフ 2pcs 
JAN : 4037846160458
品番 : 189008
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ：約16x2x1cm
ステンレススチール（鏡面仕上げ）
中国製

入荷済み入荷未定3月初旬入荷予定

入荷未定



New

CHRONICLE デスクトップパッド
JAN:4037846160229
品番:117008
売価:6,000円
サイズ:44.5x32.2x0.6cm
素材:PU、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

CHRONICLE スマートフォンホルダー
JAN : 4037846160588
品番 : 117011
売価 : 1,500円
ｻｲｽﾞ：約45ｘ32cm 
素材:PU、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

CHRONICLE ペントレイ
JAN : 4037846160243
品番 : 117010
売価 : 1,800円
ｻｲｽﾞ：約22.5ｘ8x2.5cm 
素材:PU、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

CHRONICLE ファイリングトレイ
JAN : 4037846158929
品番 : 117009
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ：約31.5ｘ22.5x3.5cm 
素材:PU、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

CHRONICLEは新しいデスク回り
用品のシリーズです。
ファイリングトレイとペントレイ
は重ねて使用することもできます。

※税抜き価格です。

入荷済み

入荷未定

入荷未定



BUBBLES ブックエンド(1PCS)
JAN : 4037846160335
品番 : 105001
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約14ｘ14ｘ14cm 
素材:ステンレススチール
インド製

クラウンリングホルダー
JAN : 4037846160472
品番 : 123171
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ：約5.3x4.6x8cm
ダイカスト合金、ニッケル（鏡面
仕上げ）
中国製
※リングホルダーは二重仕様には
なっていません

10個の球体で作られた
ブックエンドです。イ
ンパクトのあるデザイ
ンなので、1つで使って
も2つ使ってもどちらで
も楽しめます。

このジュエリーホル
ダーは底が外れる二重
構造になっていますの
で細かいものもしまう
ことができます。

※税抜き価格です。

New

Nicビジネスカードディスペンサー Br
JAN : 4037846134329
品番 : 120033
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約10.3x6.1x0.9cm
ステンレススチール、レザー
中国製

Cushion ビジネスカードケースミラー
JAN : 4037846128342
品番 : 142003
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ：約10x6.5x1.2cm
ステンレススチール（鏡面仕上げ）
中国製 Teddy キーホルダー

JAN:4037846160038
品番:273027
売価:1,300円
サイズ:約2.4×1.4x1.1cm
ニッケル
中国製

赤ずきんちゃん キーホルダーRd
JAN : 4037846160021
品番 : 273026
売価 : 2000円
ｻｲｽﾞ : 約8.3x3.3x1.1cm
ﾆｯｹﾙ、ﾚｻﾞｰ
中国製

入荷未定 入荷未定

入荷未定 入荷済入荷済

入荷済3月初旬入荷予定

クラウンジュエリーホルダー
JAN : 4037846160489
品番 : 123172
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約10x6x8cm
ダイカスト合金、ニッケル（鏡面
仕上げ）
中国製

3月初旬入荷予定



New

Dot ベース S
JAN:4037846160502
品番:202001
売価:5,500円
サイズ:約20ｘH10cm
ステンレススチール
インド製

Dot ベース M
JAN:4037846160519
品番:202002
売価:8,000円
サイズ:約20ｘH15cm
ステンレススチール
インド製

Dot ベース L
JAN:4037846160526
品番:202003
売価:13,500円
サイズ:約20ｘH26cm
ステンレススチール
インド製

サロンベース S
JAN:4037846160144
品番:181019
売価:7,000円
サイズ:約18.6x6.6x12.2cm
ステンレススチール
中国製

サロンベース L
JAN:4037846160151
品番:181020
売価:13,000円
サイズ:約18.6x6.6x24.1cm
ステンレススチール
中国製

※税抜き価格です。

Madame ソルトペッパー Bk
JAN : 4037846160304
品番 : 151001
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約9.7x12.3cm
ウッド（ブラックラッカー）、
セラミックグラインダー
中国製

Madame ソルトペッパー Wh
JAN : 4037846160311
品番 : 151002
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約9.7x12.3cm
ウッド（ホワイトラッカー）、
セラミックグラインダー
中国製

参考商品



New

Puppy  キーホルダー
JAN:4037846159957
品番:273024
売価:2,000円
サイズ:約4x2cm
ニッケル
中国製

Keks キーホルダー
JAN:4037846159971
品番:273025
売価:1,300円
サイズ:約2.7x2.1x0.4cm
ニッケル
中国製

Snail キーホルダー 2pcs Sv/Rd 
JAN:4037846160601
品番:273028
売価:1,800円
サイズ:約4x5x0.4cm
ダイカスト合金、マットクローム
（レッドラッカー）
中国製

Snail キーホルダー 2pcs Sv/Gy
JAN:4037846160618
品番:273029
売価:1,800円
サイズ:約4x5x0.4cm
ダイカスト合金、マットクローム（グ
レーラッカー）
中国製

※税抜き価格です。

ANGELO オルゴール
JAN : 4037846158929
品番 : 291001
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ：約5.5ｘ4.8ｘ5.3cm 
ニッケル（鏡面仕上げ）
曲: BRAHMS` LULLABY
中国製

Moustash グルーミングセット
JAN : 4037846160540
品番 : 128110
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ : 約15.5x6x1cm
レザー、PU
中国製

参考商品



FONTAINE ﾍﾞｰｽ
JAN : 4037846155386
品番 : 129012
売価 : 15000円
ｻｲｽﾞ： 約H25cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｶﾞﾗｽ
中国製

SCOOP ｽﾅｯｸﾎﾞｳﾙ
JAN : 4037846156895
品番 : 144006
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ15cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ（つやあり）、
ﾀﾞﾌﾞﾙｳｨｰﾙ
ｲﾝﾄﾞ製

MESH ｽｹｰﾙﾎﾞｳﾙ M
JAN : 4037846150770
品番 : 153002
売価 : 4,500円
ｻｲｽﾞ: 約φ25cm
ｽﾁｰﾙ
中国製

MESH ｽｹｰﾙﾎﾞｳﾙ S
JAN : 4037846150763
品番 : 153001
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約φ19cm
ｽﾁｰﾙ
中国製

Lodge ﾄﾚｲ S
JAN : 
4037846158479
品番 : 252001
売価 : 12000円
ｻｲｽﾞ:約34x27cm
ｳｫﾙﾅｯﾄ、ﾗｯｶｰ塗装
中国製

Lodge ﾄﾚｲ Ｍ
JAN : 
4037846158486
品番 : 252002
売価 : 14000円
ｻｲｽﾞ:約42x29cm

Lodge tray Ｌ
JAN : 
4037846158493
品番 : 252003
売価 : 16000円
ｻｲｽﾞ:約50x31cm

Organic vase
JAN : 4037846158479
品番 : 229002
売価 : 18000円
ｻｲｽﾞ:約幅22.5x高さ27.5cm
ﾏﾝｺﾞｰﾂﾘｰ、塗装なし
食洗機不可
ﾀｲ製

Organic bowl
JAN : 4037846158479
品番 : 229001
売価 : 16000円
ｻｲｽﾞ:約幅28x高さ15cm
ﾏﾝｺﾞｰﾂﾘｰ、ﾗｯｶｰ塗装
ﾀｲ製

Living

Crecent ﾌﾙｰﾂﾎﾞｳﾙ
JAN : 4037846152095
品番 : 153004
売価 : 7,000円
ｻｲｽﾞ : 約49x14x13cm
ｽﾁｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。

MONA ﾎﾞｳﾙ
JAN : 4037846156819
品番 : 226002
売価 : 12,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ24cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾀﾞﾌﾞﾙｳｨｰﾙ
ｲﾝﾄﾞ製



Living

ﾑｰﾝﾍﾞｰｽ
JAN : 4037846140504
品番 : 129007
売価 : 18,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ34x11cm
ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

ﾎﾞﾄﾙﾍﾞｰｽ L
JAN : 4037846150008
品番 : 123140
売価 : 17,000円
ｻｲｽﾞ : 約H38cm

ﾎﾞﾄﾙﾍﾞｰｽ S
JAN : 4037846149996
品番 : 123139
売価 : 15,000円
ｻｲｽﾞ : 約H28cm
ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

Globo 3 in 1 ｸﾞﾗｽﾍﾞｰｽ
JAN : 4037846149026
品番 : 123135
売価 : 10,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ15cm
ｶﾞﾗｽ・ｸﾛｰﾑ
中国製

ｵﾒｶﾞ ﾍﾞｰｽ
JAN : 4037846136996
品番 : 149001
売価 : 18,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ27cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

ｸﾞﾘｯﾄﾞﾌﾙｰﾂﾎﾞｳﾙ
JAN : 4037846138495
品番 : 176001
売価 : 20,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ30cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製 ※税抜き価格です。



ﾃﾞｨｹｰﾄﾞ ﾍﾞｰｽ 30
JAN : 4037846123033
品番 : 123053
売価 : 13,000円
ｻｲｽﾞ: 約H30cm
ｶﾞﾗｽ、ｱﾙﾐﾆｳﾑ
中国製

ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ ﾍﾞｰｽ S
ＪＡＮ : 4037846137009
品番 : 149002
売価 : 5,500円
ｻｲｽﾞ : 約H15.5cm
ｶﾞﾗｽ
中国製

ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ ﾍﾞｰｽ L  
JAN : 4037846137023
品番 : 149004
売価 : 11,000円
ｻｲｽﾞ : 約H32cm

Living

DUETT ﾍﾞｰｽ S
JAN : 4037846156710
品番 : 185002
売価 : 4,000円
ｻｲｽﾞ: 約H21cm
ｶﾞﾗｽ
中国製

DUETT ﾍﾞｰｽ L
JAN : 4037846156727
品番 : 185003 
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ： 約H30cm
ｶﾞﾗｽ

中国製

ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ ﾍﾞｰｽ M 
JAN : 4037846137016
品番 : 149003
売価 : 9,000円
ｻｲｽﾞ : 約H23.5cm

ﾃﾞｨｹｰﾄﾞ ﾍﾞｰｽ 35
JAN : 4037846123040
品番 : 123054
売価 : 18,000円
ｻｲｽﾞ: 約H35cm

ｻｰｸﾙﾍﾞｰｽ S
JAN : 4037846102175
品番 : 123027
売価 : 12,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ24cm
ｶﾞﾗｽ、ｱﾙﾐﾆｳﾑ
中国製
在庫限り

ｻｰｸﾙﾍﾞｰｽ L 
JAN : 4037846102182
品番 : 123028
売価 : 18,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ33cm
在庫限り

※税抜き価格です。



Clip ﾌﾚｰﾑ
JAN : 4037846157823
品番 : 237001
売価 : 3500 円
ｻｲｽﾞ:約58x33x0.3cm
ﾂﾁｰﾙ、ﾗｯｶｰ塗装
中国製

TEATROﾌﾚｰﾑ 10x15
JAN : 4037846157922
品番 : 123160
売価 : 8000円
写真ｻｲｽﾞ : 約10x15cm
本体ｻｲｽﾞ : 約21.8x26.8x厚み2.2cm

TEATROﾌﾚｰﾑ 13x18
JAN : 4037846157939
品番 : 123161
売価 :10000 円
写真ｻｲｽﾞ: 約13x18cm
本体ｻｲｽﾞ: 約24.3x29.4x厚み2.2cm
ｽﾁｰﾙ（紛体塗装)
中国製

LONELY PLANET ﾌﾚｰﾑ M
JAN : 4037846156598
品番 : 204045
売価 : 12,000円
写真ｻｲｽﾞ: 約10x15cm
本体ｻｲｽﾞ: 約28.5x5x33 cm
台湾製

LONELY PLANET ﾌﾚｰﾑ L
JAN : 4037846156604
品番 : 204046
売価 :16,000円
写真ｻｲｽﾞ: 約10x15cm
本体ｻｲｽﾞ: 約42x5x47cm

Pictures

※税抜き価格です。

LONELY PLANET ﾌﾚｰﾑ S
JAN : 4037846156581
品番 : 204044
売価 : 8,000円
写真ｻｲｽﾞ: 約10x15cm
本体ｻｲｽﾞ: 約23.5x5x28.5cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ



Pictures

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾐﾗｰ S
JAN : 4037846117568
品番 : 208005
売価 : 2,200円
ｻｲｽﾞ: 約15.5x16.5ｃｍ
ﾆｯｹﾙ
中国製

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾐﾗｰ M
JAN : 
4037846117575
品番 : 208006
売価 : 2,500円
ｻｲｽﾞ: 約18x19cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾐﾗｰ L
JAN : 
4037846125655
品番 : 208024
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約25.5x26.5cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾏｯﾄ M
JAN : 4037846117599
品番 : 208008
売価 : 2,500円
ｻｲｽﾞ: 約18x19cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾏｯﾄ L
JAN : 
4037846125662
品番 : 208025
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約25.5x26.5cm

David ﾌﾚｰﾑ S
JAN : 
4037846121091
品番 : 208017
売価 : 1,400円
ｻｲｽﾞ: 約9x13cm
ｱﾙﾐﾆｳﾑ
中国製

David ﾌﾚｰﾑ M
JAN : 4037846121107
品番 : 208018
売価 : 1,600円
ｻｲｽﾞ: 約10.5x15.5cm

David ﾌﾚｰﾑ L
JAN : 
4037846121114
品番 : 208019
売価 : 1,800円
ｻｲｽﾞ: 約13x18cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾏｯﾄ S
JAN : 
4037846117582
品番 : 208007
売価 : 2,200円
ｻｲｽﾞ: 約15.5x16.5ｃｍ
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾛｯｷｰﾏｳﾝﾃﾝ ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ
JAN : 4037846136835
品番 : 260013
売価 : 20,000円
ｻｲｽﾞ: 約34x23x7.5cm
ｱｸﾘﾙ
中国製

※税抜き価格です。

壁掛け可

壁掛け可



Pictures

ｼｬﾄﾞｳﾌﾚｰﾑ 10x15
JAN : 4037846129622
品番 : 102001
売価 : 2,800円
ｻｲｽﾞ: 約21x16cm
ｸﾛﾑ
中国製

ｼｬﾄﾞｳﾌﾚｰﾑ 13x18
JAN : 4037846136811
品番 : 102002
売価 : 3,200円
ｻｲｽﾞ : 約24x19cm

ｼｬﾄﾞｳﾌﾚｰﾑ 20x25
JAN : 4037846136828
品番 : 102003
売価 : 4,500円
ｻｲｽﾞ: 約31x26cm

Section ﾌﾚｰﾑ 10x15
JAN : 4037846145516
品番 : 173090
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ: 約20x13x2cm
ﾆｯｹﾙ
中国製
在庫限り

ﾌﾚｰﾑ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ 10x15
JAN : 4037846125532
品番 : 173081
売価 : 7,000円
ｻｲｽﾞ:約17.5x15cm
ﾆｯｹﾙ、ｶﾞﾗｽ
中国製

ﾌﾚｰﾑ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ 13x18
JAN : 
4037846125549
品番 : 173082
売価 : 8,000円
ｻｲｽﾞ : 約20.5x18cm

ﾌﾚｰﾑ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ 20x25
JAN : 4037846125556
品番 : 173083
売価 : 12,000円
ｻｲｽﾞ: 約26x28cm

※税抜き価格です。

JOY ﾌﾚｰﾑ 10x15
JAN : 4037846155713
品番 : 111007
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ: 約17ｘ12.5ｘ4.5cm
木製 (くるみ）
ﾀｲ製

JOYﾌﾚｰﾑ 13x18
ＪＡＮ : 4037846155720
品番 : 111008
売価： 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約20ｘ15.5ｘ4.5cm

JOY ﾌﾚｰﾑ 15x20
ＪＡＮ : 
4037846155737
品番 : 111009
売価 : 4,200円
ｻｲｽﾞ: 約23ｘ17.5ｘ
4.5cm

壁掛け可



Table

ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ ﾏｸﾞﾈｯﾄ
JAN : 4037846105916
品番 : 193052
売価 : 2,800円
ｻｲｽﾞ : 約φ5.5cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾜｲﾝﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846110026
品番 : 164027
売価 : 7,000円
ｻｲｽﾞ : 約29.5x15x6cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ
中国製

ﾅﾌﾟｷﾝﾘﾝｸﾞ 渦巻き 4pcsｾｯ
ﾄ
JAN : 4037846125068
品番 : 193180
売価 : 5,500円
ｻｲｽﾞ : 約7cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ｽｲﾝｸﾞ ｿﾙﾄ&ﾍﾟｯﾊﾟｰ H5,6cm
JAN : 4037846121046
品番 : 195104
売価 : 4,000円
ｻｲｽﾞ : 約6cm
ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

ﾀｰﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ φ35cm
JAN : 4037846137276
品番 : 123087
売価 : 15,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ35ｘ3.5cm
ｶﾞﾗｽ
中国製

Ring ｺｰｽﾀｰ 7Pcs
JAN : 4037846152545
品番 : 192002
売価 : 6,000円
ｻｲｽﾞ :約9.5cm
ﾗｼﾞｳﾑ
中国製

Blob ﾎﾞｳﾙ 3pcs
JAN : 4037846158929
品番 : 269001
売価 : 5000円
ｻｲｽﾞ：約22.5ｘ9ｘ2.8cm 

約17.2x6x2.6cm        
約13.6x5x2cm

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。



Travel

Giorgio ﾒﾝｽﾞ身だしなみｷｯﾄ
JAN : 4037846125143
品番 : 128018
売価 : 10,000円
ｻｲｽﾞ: 約13x6x7.5cm
中国製

Giorgio ﾀｲｹｰｽ
JAN : 4037846129837
品番 : 128033
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ8ｘ12cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

Giorgio ﾄﾗﾍﾞﾙｼﾞｭｴﾘｰﾎﾞｯｸｽ
JAN : 4037846125495
品番 : 128019
売価 : 6,000円
ｻｲｽﾞ: 約14ｘ7.5ｘ7cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

Giorgio ﾒｶﾞﾈ&ﾍﾟﾝｹｰｽ
JAN : 4037846132165
品番 : 128039
売価 : 4,000円
ｻｲｽﾞ: 約17x4.5x4cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

替刃:Schick SuperⅡPLUS V
型番TCPV-9

Giorgio ﾏﾈｰｸﾘｯﾌﾟ
6.5x2.3cm
JAN : 4037846143185
品番 : 157004
売価 : 2,000円
ｻｲｽﾞ: 約6.5x2.3cm
ﾚｻﾞｰ､ﾆｯｹﾙ
中国製

旅行にもオフィスにも。
PHILIPPIを代表する商品。

ﾁｬｰﾁﾙ ｾｯﾄ17x8x4cm
JAN : 4037846119746
品番 : 128007
売価 : 13,000円
ｻｲｽﾞ: 約19ｘ9ｘ4cm
ﾚﾑﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。

Clap ﾈｲﾙｹｱｾｯﾄ
JAN : 4037846143109
品番 : 128076
売価 : 8000円
ｻｲｽﾞ： 約11x6.5x3.5cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ、牛革
中国製



ﾊｰﾄ ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ
JAN : 4037846152552
品番 : 194001
売価 : 1,800円
ｻｲｽﾞ: 約φ6.5cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

Donatella ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ ﾎﾟｹｯﾄﾐﾗｰ
JAN : 4037846149880
品番 : 245033
売価 : 2,500円
ｻｲｽﾞ: 約5.5x9cm
ﾚｻﾞｰ
中国製

Trick ﾄｩｰｽﾋﾟｯｸﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846114536
品番 : 193118
売価 : 2,800円
ｻｲｽﾞ: 約8,5x1x2cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

一見ライターのような
おしゃれすぎる楊枝ケース

ｽﾗｲﾄﾞ ﾎﾟｹｯﾄｱｯｼｭﾄﾚｲ
JAN : 4037846129912
品番 : 193200
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ: 約6.5x3.5x1.6cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

Travel

※税抜き価格です。

Yap ﾏﾈｰｸﾘｯﾌﾟ 6.4cm
JAN : 4037846106586
品番 : 195015
売価 : 1,500円
ｻｲｽﾞ: 約6.5ｘ2cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

3-in-1 ﾏﾈｰｸﾘｯﾌﾟ
JAN : 
4037846154990
品番 : 193308
売価 : 2,000円
ｻｲｽﾞ: 約6x2.5x1cm
ﾆｯｹﾙ
中国

Rondo ﾎﾟｹｯﾄﾐﾗｰ
JAN : 4037846116103
品番 : 193124
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ:約φ6cm
ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ、ﾏｸﾞﾈｯﾄ
中国製

Donatella ｼﾞｭｴﾘｰ ﾎﾞｯｸｽ ﾐﾆ
JAN : 4037846140443
品番 : 128065
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ6.5ｘ8.2cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

ﾊﾟﾌｭｰﾑｱﾄﾏｲｻﾞｰ
JAN : 4037846107804
品番 : 538005
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約9cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製



Business

Ella ﾈｰﾑｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846108979
品番 : 193101
売価 : 3,800円
ｻｲｽﾞ: 約10x6.2x0.7cm
ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ
中国製 在庫限り

Gianni  ﾋﾞｼﾞﾈｽｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846147237
品番 : 180077
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約10x6.5cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ
中国製

Flip ﾈｰﾑｶｰﾄﾞｹｰｽ ﾖｺ
JAN : 4037846141938
品番 : 180070
売価 : 2,000円
ｻｲｽﾞ: 約9.6x6x1.6cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

Nic ﾈｰﾑｶｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ BK
JAN : 4037846127222
品番 : 120032
売価 : 4,500円
ｻｲｽﾞ: 約10x6cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

Clip ﾋﾞｼﾞﾈｽｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
JAN : 
4037846122555
品番 : 164037
売価 : 7,000円
ｻｲｽﾞ : 約9.5x7x7cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

Equipe ﾈｰﾑｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846127222
品番 : 180040
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約6x10ｃｍ
ﾚｻﾞｰ、ﾆｯｹﾙ
中国製 在庫限り

Nic ﾈｰﾑｶｰﾄﾞﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ
JAN : 4037846101659
品番 : 120004
売価 : 3000円
ｻｲｽﾞ： 約10x6cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。

Nicビジネスカードディスペンサー Br
JAN : 4037846134329
品番 : 120033
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ：約10.3x6.1x0.9cm
ステンレススチール、レザー
中国製



Business

Clip ﾋﾞｼﾞﾈｽｶｰﾄﾞﾎﾞｯｸｽ
JAN : 
4037846122555
品番 : 164037
売価 : 7,000円
ｻｲｽﾞ : 約9.5x7x7cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾙｰｼｰﾍﾟﾝ ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ付
ﾎﾟﾘｯｼｭ

JAN : 4037846117490
品番 : 222005
売価 : 4,000円
※替芯 222098 500円
ｻｲｽﾞ:約12cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾙｰｼｰﾍﾟﾝ ﾏｸﾞﾈｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ付
ﾌﾞﾗｯｸ
JAN : 4037846146858
品番 : 222007
売価 : 4,500円
※替芯 222098 500円
ｻｲｽﾞ: 約12cm
ﾆｯｹﾙ
中国製 在庫限り

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾍﾟﾝ+ﾃﾞｼｼﾞｮﾝﾒｰｶｰ
JAN : 4037846149873
品番 : 245032
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ: 約14x7x5cm
※替芯 MITSUBISHI SK-8 (弊社で
は取り扱っておりません。文具店等で
お求め頂けます)
ﾀﾞｲｶｽﾄ合金、ﾆｯｹﾙ
中国製

※税抜き価格です。

ﾚーｼﾝｸﾞﾏｳｽ ﾌﾞｯｸﾏｰｶｰ
JAN : 4037846125471
品番 : 195123
売価 : 2,000円
ｻｲｽﾞ: 約13cm
ｽﾃﾝﾚｽ、ﾆｯｹﾙ
中国製

Paco ﾚﾀｰｵｰﾌﾟﾅｰ
JAN : 4037846143239
品番 : 193268
売価 : 1,800円
ｻｲｽﾞ: 約22cm
ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ
中国製



Business

ﾃﾞｨｼｼﾞｮﾝﾒｰｶｰ ｼｬｲﾝ
JAN : 4037846106968
品番 : 201006
売価 : 4,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ5.5ｘ5cm
ｸﾛﾑ
台湾製

ﾏｲｶｰ貯金箱
JAN : 4037846140160
品番 : 124005
売価 : 8,000円
ｻｲｽﾞ: 約13.5cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾊﾟｽﾞﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ φ7.5cm
JAN : 4037846115328
品番 : 136015
売価 : 10,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ7.5cm
ｸﾛﾑﾌﾟﾚｰﾄ、ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

ﾎﾟｰﾀｰｽﾞﾍﾞﾙ
JAN : 4037846111139
品番 : 214001
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ : 約φ9cm
ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

小さなボール球をもみしだいて
ストレス解消！強力なマグネットで
くっついているのでボールが転がっ
ていくことはありません。

ｸﾞﾗｽﾙｰﾍﾟ
JAN : 4037846152316
品番 : 172001
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約12.5x4.5cm
ﾆｯｹﾙ、中国製

眼鏡の形をしたユニークなルーペは
左右で度数が違う優れもの

Malo ｽﾄﾚｽｷﾗｰ
JAN : 4037846122692
品番 : 264001
売価 : 1,800円
ｻｲｽﾞ: 約9cm
ﾏｸﾞﾈｯﾄ、ｽﾁｰﾙ
中国製

ﾒﾀﾙﾊｰﾂ ﾐﾆ
JAN : 4037846102250
品番 : 125007
売価 : 800円
ｻｲｽﾞ：約4cm
ｸﾛﾑﾒｯｷｽﾃｨｰﾙ
中国製
振ると音色がし癒されます

※税抜き価格です。

ﾒﾀﾙﾊｰﾂ
JAN : 4037846102243
品番 : 125005
売価 : 1000円
ｻｲｽﾞ：約7cm
ｸﾛﾑﾒｯｷｽﾃｨｰﾙ
中国製



※税抜き価格です。

Giorgio ｼｭｰｼｬｲﾝｷｯﾄ
JAN : 4037846154143
品番 : 128091
売価 : 7,000円
ｻｲｽﾞ： 約φ7.5ｘ16.5cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

Boy ﾗﾝﾔｰﾄﾞ
JAN : 4037846157779
品番 : 273019
売価 : 3,000 円
ｻｲｽﾞ: ｽﾄﾗｯﾌﾟ約52cm
ｸﾘｯﾌﾟ約3.8ｘ3.2ｘ0.9cm

ﾆｯｹﾙﾂﾔ加工、ﾚｻﾞｰ
中国製
長さは調節できます

Pass ﾗﾝﾔｰﾄﾞ
JAN : 4037846157762
品番 : 27301８
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ： ｽﾄﾗｯﾌﾟ約52cm,
ｸﾘｯﾌﾟ約3.5ｘ2.2ｘ0.9cm
中国製

Business

※税抜き価格です。

BALL ｶｰﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846156529
品番 : 220005
売価 : 3,200円
ｻｲｽﾞ:約φ2cm 
ﾆｯｹﾙ、ﾂﾔ加工
中国製

Clip ﾌﾚｰﾑ
JAN : 4037846157823
品番 : 237001
売価 : 3500 円
ｻｲｽﾞ:約58x33x0.3cm
ﾂﾁｰﾙ、ﾗｯｶｰ塗装
中国製



※税抜き価格です。

Guilty ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846142973
品番 : 107004
売価 : 2000円
ｻｲｽﾞ: ｷｰ 約2cm 手錠 約10cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

Globe ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846122913
品番 : 195116
売価 : 2800円
ｻｲｽﾞ:約3x8cm
ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ、ｸﾘｽﾀﾙ
中国製

赤ずきんちゃん ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846157724
品番 : 273022
売価 : 2000円
ｻｲｽﾞ : 約8.3x3.3x1.1cm
ﾆｯｹﾙ、ﾚｻﾞｰ
中国製

Puzzle ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846157946
品番 : 273020
売価 : 2000円
ｻｲｽﾞ : 約8.7x3.3x0.6cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ｼｬｯｸﾙｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846145776
品番 : 195232
売価 : 2300円
ｻｲｽﾞ:約10cm
ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ
中国製

Keys

CowBell ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846157724
品番 : 273014
売価 : 2000円
ｻｲｽﾞ:約9.3x2.4x1.7cm
ﾆｯｹﾙ、ﾚｻﾞｰ
中国製



Keys

ﾒﾓﾘｰ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846110576
品番 : 193007
売価 : 2,600円
ｻｲｽﾞ:約5x5cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846106197
品番 : 193079
売価 : 3,200円
ｻｲｽﾞ：約4.5x3.5cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ｷｰﾘﾝｸﾞ ﾒﾀﾞﾙ
JAN : 4037846110453
品番 : 193113
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ4.5cm
ﾆｯｹﾙ、亜鉛合金
中国製

ﾙｰﾌﾟ ｷｰﾘﾝｸﾞ
JAN : 4037846122791
品番 : 195115
売価 : 3,500円
ｻｲｽﾞ: 約10cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 中国製

ﾚｰｼﾝｸﾞﾏｳｽ ｲﾙﾐﾈｰﾃｯﾄﾞｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846129998
品番 : 195145
売価 : 3,000円
ｻｲｽﾞ : 約4.5cm
ﾆｯｹﾙ、LED
中国製

MyCar ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846138631
品番 : 124004
売価 : 3,300円
ｻｲｽﾞ: 約4cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾊｰﾄ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846152057
品番 : 125011
売価 : 1,000円
ｻｲｽﾞ: 約4x3.5cm
ｸﾛﾑ
中国製

3 in one ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846157700
品番 : 207004
売価 : 2000円
ｻｲｽﾞ:約10.5x3x1cm
ﾆｯｹﾙ、ﾚｻﾞｰ
中国製

ALEGRO ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846150268
品番 : 128082
売価 : 2,500円
ｻｲｽﾞ: 約2.5ｘ9cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。


