
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。

〒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
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※税抜価格です

Loom vase S
JAN 4037846166108
品番 181027
売価 13,000円
サイズ 約7.5×31cm
材質 ステンレススチール、内側ラッカー塗装
原産国 中国

New

Lily orchid pitcher 
JAN 4037846165866
品番 181024
売価 4,800円
サイズ 13.5×(d)×5(h)cm
材質 ステンレススチール、PVDプレ
ーティング
容量 約300ml
原産国 中国

Flow vase S
JAN 4037846164555
品番 105007
売価 6,400円
サイズ 約13×7×xH18cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

※5月中旬入荷予定

ｸﾚｲ
4037846163930
140002
約7×10cm

Bud vase売価 1,600円
ﾐﾝﾄ
JAN 4037846163978
品番 140005
サイズ 約8×9.5cm
材質 ストーンウェア
原産国 ベトナム

ﾛｰｽﾞ
4037846163961
140004
約6×13.5cm

ﾌﾞﾙｰ
4037846163954
140003
約7.5×10.5cm

ライム
4037846163985
140006
約12cm

Loom vase L
JAN 4037846166115
品番 181028
売価 16,000円
サイズ 9×39cm
材質ステンレススチール、内側ラッカー塗装
原産国 中国

Bud vase XL Clay
売価 5,000円
JAN 4037846166009
品番 140007
サイズ 約10×25cm
材質 ストーンウェア
原産国 ベトナム

Bud vase XL Gray
売価 5,000円
グレイ
JAN 4037846166016
品番 140008
サイズ 約12.5×20cm
材質 ストーンウェア
原産国 ベトナム

Flow vase L
JAN 4037846164567
品番 105008
売価 8,000円
サイズ 約11×5×H24cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

参考商品



Quarree ﾌﾚｰﾑ S
JAN 4037846165118   
品番 210003
売価 5,000円
サイズ 約25×20×6cm
材質スチール(紛体塗装)、アクリル
原産国 中国
置き式

※税抜価格です

Mare ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑS 13x18
JAN 4037846165187
品番 170034
売価 3,000円
サイズ 本体 約24x19x2cm

写真ｻｲｽﾞ 13×18cm
材質 MDF、ガラス
原産国 中国
置き掛け兼用

TempusウォールクロックW2
JAN 4037846143666
品番 183007
売価 10,000円
サイズ φ20x4cm
材質アルミニウム、スウィープ
ムーブメント
原産国 中国

Tempus ウォールクロック B1
JAN 4037846143659
品番 183006
売価 10,000円
サイズ約φ20x4cm
材質 アルミニウム、スウィー
プムーブメント
原産国 中国

Mare ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑL 15x20
JAN 4037846165194
品番 170035
売価 3,200円
サイズ 本体 約27x22x2cm

写真ｻｲｽﾞ 15×20cm
材質 MDF、ガラス
原産国 中国
置き掛け兼用

Quarree ﾌﾚｰﾑ L
JAN 4037846165125   
品番 210004
売価 8,000円
サイズ約40x30x8cm
材質 スチール(紛体塗装)、アクリル
原産国 中国
置き式

New

David ﾌﾚｰﾑ L
JAN : 4037846121114
品番 : 208019
売価 : 2,000円
ｻｲｽﾞ: 約13x18cm

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

5月入荷予定

David ﾌﾚｰﾑ xL
JAN : 4037846121121
品番 : 208020
売価 : 2,400円
ｻｲｽﾞ: 約15x20cm

David ﾌﾚｰﾑ 20×30cm
JAN : 4037846122944
品番 : 208023
売価 : 4,500円
ｻｲｽﾞ: 約20x30cm

参考アイテム

※再販となりました



Lala マインド ポーザー
JAN 4037846162094   
品番 103004
売価 6,000円
サイズ 7.5(d)×16(h)cm

台7.5(d)×1(h)cm
材質 アルミニウム、ホウケイ酸ガラス
原産国 中国

※時間は計れません。オブジェクトです。

※税抜価格です

ブルアンドベアークリップホルダー
JAN 4037846161684
品番 209009
売価 5,000円
サイズ Bull  8×2.3×5.2cm

Bear 6×2.3×3.6cm
材質 ニッケル
原産国 中国

ハンブルガードロッパーペーパーウェイト
JAN 4037846164166
品番 273052
売価 2,800円
サイズ 4.26(d)×4.7cm
材質 ブラックニッケル
原産国 中国

パテントキーホルダー
JAN 4037846162216
品番 126001
売価 2,500円
サイズ 8×2.5×2.5cm
材質 革、ニッケル
原産国 中国

オフィスバトラー6pcs set
JAN 4037846161943
品番 212001
売価 10,000円
サイズ 37.3×12.3×7.8cm
材質 陽極酸化アルミニウム
原産国 台湾

Script ペントレー
JAN 4037846164173
品番 158008
売価 5,000円
サイズ 10.7×23.7×3cm
材質 アルダーウッド
原産国 タイ

Script ペーパートレー
JAN 4037846164180
品番 158009
売価 10,000円
サイズ 32.1×23.7×4.3cm
材質 アルダーウッド
原産国 タイ

Script ドキュメントボックス
JAN 4037846164197
品番 158010
売価 15,000円
サイズ 32.6×23.7×5.8cm
材質 アルダーウッド
原産国 タイ

各BOX底面に磁石があり位置
を自由に動かせます

New

シガーアッシュトレイ
JAN 4037846162612
品番 123174
売価 10,000円
サイズ 13.5×(d)×5(h)cm
材質 クロム
原産国 中国

Cruiser イルミネーションキーホルダー
JAN 4037846165019
品番 273060
売価 3,000円
サイズ約8x3.5x2cm
材質 ニッケル
原産国 中国

バランスボールゲーム
JAN 4037846150039
品番 193283
売価 10,000円
サイズ 約16×8×H11.3cm
材質 革、メタル、クローム
原産国 中国



リフトマクシーティーライトホルダー
JAN 4037846164005
品番 129015
売価 6,000円
サイズ 約9×20cm

木部分Φ約9×3.5cm
材質 ガラス
原産国 中国

Moon ナプキンリング 4pcs
JAN 4037846162483
品番 202009
売価 5,000円
サイズ 9×4.5cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

ナットボール
JAN 4037846162476
品番 202008
売価 2,500円
サイズ Φ9×4.5cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

キャンディーボウル S
JAN 4037846164043
品番 110003
売価 1,800円
サイズ 8.5(d)×3.6(h)cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

キャンディーボウル L
JAN 4037846164050
品番 110004
売価 2,800円
サイズ 12.5(d)×4.7(h)cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

Tango ナプキンリング 4pcs
JAN 4037846164203
品番 273053
売価 5,800円
サイズ 6.03×3.84×1.97cm
材質 ニッケル
原産国 中國

※税抜価格です

スターボウル
JAN 4037846161714
品番 105005
売価 8,000円
サイズ 35×35×7cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

New

取り寄せ対応

Margeaux ベース
JAN 4037846163886
品番 105006
売価 15,000円
サイズ 30(d)×20(h)cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

Lara ベース conical 
JAN 4037846161417
品番 240008
売価 7,500円
サイズ 17(d)×32(h)cm
材質 アルミニウム
原産国 インド

※取り寄せ対応

Lara ベース pointed
JAN 4037846161424
品番 240009
売価 9,000円
サイズ 21(d)×35.5(h)cm
材質 アルミニウム
原産国 インド

Voila プレート
JAN 4037846161806
品番 202007
売価 15,000円
サイズ 38×20×4cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド



※税抜き価格です。

Living

ﾊﾝﾌﾞﾙｶﾞｰﾌｯｶｰ ﾏｯﾄｸﾞﾚｲ
JAN: 4037846158219
品番:240001
売価:50,000円
サイズ:約38xH42cm
アルミニウム、亜鉛メッキ
インド製 重量約7kg

ﾊﾝﾌﾞﾙｶﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ ｼｬｲﾆｰ
JAN: 4037846161783
品番:240012
売価:8,500円
サイズ:約10.5xH12cm
アルミニウム、ニッケル
インド製 重量1.4kg

PHILIPPIの所在地でもあるハンブルグの港をモチーフにデ
ザインされたハンブルガーシリーズ

在庫限り



MESH ｽｹｰﾙﾎﾞｳﾙ L
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

Living

Crecent ﾌﾙｰﾂﾎﾞｳﾙ
JAN : 4037846152095
品番 : 153004
売価 : 8,000円
ｻｲｽﾞ : 約49x14x13cm
ｽﾁｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。

ｸﾞﾘｯﾄﾞﾌﾙｰﾂﾎﾞｳﾙ
JAN : 4037846138495
品番 : 176001
売価 : 25,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ30cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

COCOON ｼｬﾝﾊﾟﾝｸｰﾗｰ＋ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ
JAN : 4037846149095
品番 : 129008
売価 : 22,000円
ｻｲｽﾞ: 約φ15x42cm
ステンレススチール
中国製

取り寄せ対応

Monte Carlo ボトルクーラー
JAN 4037846164029
品番 116006
売価 68,000円
サイズ 40(d)×44(h)cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

Nizza シャンパンクーラー
JAN 4037846164036
品番 116007
売価 28,000円
サイズ 30(d)×20(ｈ)cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

ダブルウォール構造

取り寄せ対応



Living

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

※税抜き価格です。

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

フロートベースラテラル
JAN:4037846160113
品番:123168
売価:6,000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:6,000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:6,000円
サイズ:約9x7x22.6cm
セラミック、スチール(紛
体塗装)
中国製

Luna ベース S
JAN  4037846161691
品番 298005
売価 12,000円
サイズ Φ約7.5x9x34cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

Luna ベース L
JAN 4037846161707
品番 298006
売価 14,000円
サイズ 9×9×45cm
材質 ステンレススチール
原産国 インド

在庫限り 在庫限り
Organic ベース
JAN : 4037846157625
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

在庫限り

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。



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 : 6,000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

ｴｽﾒﾗﾙﾀﾞ ﾍﾞｰｽ M 
JAN : 4037846137016
品番 : 149003
売価 : 9,500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

※税抜き価格です。

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

Kleopatra キャンドルホルダー
JAN 4037846161721 
品番 254010
売価 12,000円
サイズ 18×18×23cm
材質 アルミニウム
原産国 インド



Pictures

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾐﾗｰ S
JAN : 4037846117568
品番 : 208005
売価 : 2,500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 : 3,000円
ｻｲｽﾞ: 約18x19cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾐﾗｰ L
JAN : 4037846125655
品番 : 208024
売価 : 5,000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 : 3,000円
ｻｲｽﾞ: 約18x19cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾏｯﾄ L
JAN : 4037846125662
品番 : 208025
売価 : 5,000円
ｻｲｽﾞ: 約25.5x26.5cm

Zak ﾌﾚｰﾑ ﾏｯﾄ S
JAN : 4037846117582
品番 : 208007
売価 : 2,500円
ｻｲｽﾞ: 約15.5x16.5ｃｍ
ﾆｯｹﾙ
中国製

※税抜き価格です。

掛け置き兼用

ｼｬﾄﾞｳﾌﾚｰﾑ 10x15
JAN : 4037846136804
品番 : 102001
売価 : 3,000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 : 3,800円
ｻｲｽﾞ : 約24x19cm

ｼｬﾄﾞｳﾌﾚｰﾑ 20x25
JAN : 4037846136828
品番 : 102003
売価 : 5,500円
ｻｲｽﾞ: 約31x26cm

★ベストセラー

掛け置き兼用

TEATROﾌﾚｰﾑ
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

在庫限り



Pictures

ﾌﾚｰﾑ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ 13x18
JAN : 
4037846125549
品番 : 173082
売価 : 9,000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 : 14,000円
ｻｲｽﾞ: 約26x28cm

※税抜き価格です。

LONELY PLANET ﾌﾚｰﾑ S
JAN : 4037846156581
品番 : 204044
売価 : 9,500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

LONELY PLANET ﾌﾚｰﾑ M
JAN : 4037846156598
品番 : 204045
売価 : 13,000円
写真ｻｲｽﾞ: 約10x15cm
本体ｻｲｽﾞ: 約28.5x5x33 cm
台湾製

Miss Smith フレーム 10×15
JAN 4037846161905
品番 208048
売価 3,000円
サイズ 15.6×20.4×1.6cm
材質 ニッケル
原産国 中国

Miss Smith フレーム 13×18
JAN 4037846161912
品番 208049
売価 3,800円
サイズ 18×23.1×1.6cm
材質 ニッケル
原産国 中国

Miss Smith フレーム 15×20
JAN 4037846161929
品番 208050
売価 4,500円
サイズ 20.6×25.8×1.6cm
材質 ニッケル
原産国 中国

Miss Smith フレーム 20×25
JAN 4037846161936
品番 208051
売価 5,500円
サイズ 26×31×1.6cm
材質 ニッケル
原産国 中国

リネン混のファブリックを台紙に使用したフォトフレームです。

在庫限り在庫限り 在庫限り 在庫限り

掛け置き兼用



Table

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 : 6,000円
ｻｲｽﾞ : 約7cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾀｰﾝ ﾌﾟﾚｰﾄ φ35cm
JAN : 4037846137276
品番 : 123087
売価 : 18,000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 : 6,000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。

在庫限り

★ベストセラー

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

在庫限り



Travel

Giorgio ﾀｲｹｰｽ
JAN : 4037846129837
品番 : 128033
売価 : 5,500円
ｻｲｽﾞ: 約φ8ｘ12cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

Giorgio ﾒｶﾞﾈ&ﾍﾟﾝｹｰｽ
JAN : 4037846132165
品番 : 128039
売価 : 4,800円
ｻｲｽﾞ: 約17x4.5x4cm
ﾚｻﾞｰ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製

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

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 : 15,000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。

3-in-1 ﾏﾈｰｸﾘｯﾌﾟ
JAN : 4037846154990
品番 : 193308
売価 : 2,200円
ｻｲｽﾞ: 約6x2.5x1cm
ﾆｯｹﾙ
中国

★ベストセラー

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

★ベストセラー

在庫限り



Rondo ﾎﾟｹｯﾄﾐﾗｰ
JAN : 4037846116103
品番 : 193124
売価 : 3,200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

Travel

※税抜き価格です。

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。

クラウンジュエリーホルダー
JAN : 4037846160489
品番 : 123172
売価 : 5,800円
ｻｲｽﾞ：約6 5.3x4.6x8cm
ダイカスト合金、ニッケル（鏡面仕上げ）
中国製

BUBBLES ブックエンド(1PCS)
JAN : 4037846160335
品番 : 105001
売価 : 6,000円
ｻｲｽﾞ：約14ｘ14ｘ14cm 
素材:ステンレススチール
インド製

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。

ﾎﾟｰﾀｰｽﾞﾍﾞﾙ
JAN : 4037846111139
品番 : 214001
売価 : 3,800円
ｻｲｽﾞ : 約φ9cm
ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

在庫限り



Business

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

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

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

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。

Cushion ビジネスカードケースミラー
JAN : 4037846128342
品番 : 142003
売価 : 3,800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

在庫限り

在庫限り

Paco ﾚﾀｰｵｰﾌﾟﾅｰ
JAN : 4037846143239
品番 : 193268
売価 : 2,500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

ﾊﾟｽﾞﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ φ7.5cm
JAN : 4037846115328
品番 : 136015
売価 : 12,000円
ｻｲｽﾞ : 約φ7.5cm
ｸﾛﾑﾌﾟﾚｰﾄ、ｽﾃﾝﾚｽ
中国製

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
JAN : 4037846102243
品番 : 125005
売価 : 1,200円
ｻｲｽﾞ：約7cm
ｸﾛﾑﾒｯｷｽﾃｨｰﾙ
中国製

ﾒﾀﾙﾊｰﾂ ﾐﾆ
JAN : 4037846102250
品番 : 125007
売価 : 900円
ｻｲｽﾞ：約4cm
ｸﾛﾑﾒｯｷｽﾃｨｰﾙ
中国製

※税抜き価格です。

在庫限り 在庫限り

ﾒﾓﾘｰ ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
JAN : 4037846110576
品番 : 193007
売価 : 3,500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 : 3,800円
ｻｲｽﾞ：約4.5x3.5cm
ﾆｯｹﾙ
中国製

ﾙｰﾌﾟ ｷｰﾘﾝｸﾞ
JAN : 4037846122791
品番 : 195115
売価 : 3,800円
ｻｲｽﾞ: 約10cm
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
中国製



Tempus B1ｳｫｰﾙｸﾛｯｸ20
JAN : 4037846158523
品番 : 183012
売価 : 9,000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

在庫限り

※税抜き価格です。

Time

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在庫限り 在庫限り

Tempus シャドウ ウォールクロック
JAN 4037846161615 
品番 183017
売価 10,000円
サイズ Φ24.5×4.1cm
材質 アルミニウム
原産国 中国
掛け、置き兼用

TWO マジッククロック
JAN 4037846162506
品番 148002
売価 8,000円
サイズ 12.8×6.4×6.4cm
材質 ゴム、ABS樹脂
原産国 中国

並べると時刻表示に、
離すと気温と湿度の表
示になります。

・アラーム(スヌーズ)
・温度 ・湿度
・日時 ・バックライト
・タイマー

一年保障
単四型電池2本×2使用

在庫限り
機能


