


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.



New collection



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。



LIVING フラワーベース、キャンドル etc

リビングルームでもキッチンでも寝室でも、家の中の場所を選ぶこと
なくより心地よく暮らすためのツールとして。

選ぶ時間も楽しんではいかがでしょうか？

PICTURES フォトフレーム

家族や友人との写真は誰もがもっています。

Philippiの額縁はそんな様々な思い出を彩ります。金属製から木製、

吊り下げ式から、スタンド式までお好きなものをお選びください。

TABLE ワインクーラー、ナプキンリング etc

コーヒータイム、ワインを、そしてそれらを嗜む時間をより快適に

するためのワンアイテムで一層、食を楽しんでください。

BUSINESS カードケース、レターオープナー、ペン立てetc

使いやすく、すっきりと、シンプルの美学が追及されています。

DELIGHT

あると便利なこだわりアイテム。

TRAVEL

持っていると便利、快適さがぐっとアップする小物たち。

ビジネスシーンだけでなく、プライベート旅行でも活躍します。

KEY’S

日常にちょっとしたこだわりを。贈り物にも。



YORK ライトセット ¥5,000

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

4037846168317
約30.8x19x19cm
素材：スチール、ガラス
原産国：中国

MARGEAUXキャンドルホルダ¥5,000

Bowキャンドルホルダー ¥10,000

★NEW★ 2021年10月発売予定
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。

4037846167709
約17x17x11,5cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド

※税抜価格です

LIVING

Philippiの代表的なベースでもあるMARGEAUX
と同型のキャンドルホルダーです。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。キャンドルホルダーとしてだけでなく、小
物入れとしても、メイクブラシなどを立てるの
にも使えます。

4037846167709
約17x17x11,5cm
素材：ステンレススチール
原産国：インド



Lucia ランタン

★NEW★ 2021年10月発売予定

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。

Luciaランタン スリム ¥6,500

4037846170372
約Φ17x38cm

Luciaラウンド ¥8,000

4037846170365
約Φ21x33.5cm

素材：スチール、ガラス
原産国：中国

※税抜価格です



MESH スケールボウル

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 ¥4,500

4037846150770
約Φ25x13cm

：

素材：スチール
原産国：中国

MESH スケールボウルS ¥3,500

4037846150763
約Φ19x10cm

MESH スケールボウル29cm ¥5,500

4037846168294
約Φ29x10cm

：
※税抜価格です



Mona ボウル ¥14,000

★NEW★ 2021年10月発売予定

底が持ち上がっているので、フルーツや野菜などを綺麗に盛り付けることができます。

4037846156819

約Φ24cm
素材：ステンレススチール（表面艶消し、
内面つやあり加工）、ダブルウオール
原産国：インド

※税抜価格です



Flower collection



ESMERALDA ベース

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 ¥9,500
4037846137016

約Φ13x24cm

素材：ガラス
原産国：中国

エスメラルダベースS ¥6,000
4037846137009

約Φ13x16cm

エスメラルダベースL ¥11,000
4037846137023

約Φ13x32cm

エスメラルダベースXS ¥3,800
4037846167785

約Φ6.5x20cm

※税抜価格です



FLOAT ベース

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

素材：セラミック、スチール（粉体塗装）
原産国：中国

ラテラル ¥6,000
4037846160113
約24.5x6x8cm

ラウンド ¥6,000
4037846160120
約18x7x16.8cm

トール ¥6,000
4037846160137
約9x7x22.6cm

※税抜価格です



OMEGA ベース ¥18,000

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。

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

MARGEAUX ベース ¥15,000

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。

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

FONTAINE ベース ¥15,000

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？

4037846155386
約Φ27x25cm
素材：ステンレススチール、ガラス
原産国：中国

※税抜価格です



ELBHARMONIE ベース

ドイツのハンブルクのシンボルでもあるエル
プ・フィルハーモニーホールの印象的な音響反
射板にインスパイアされて作られたベースです。
シンプルなフラワーベースはインテリアにも馴
染みやすく、お花の色や形を美しく見せてくれ
ます。

Lサイズ ¥9,000
4037846167815
約Φ20x20cm

素材：ステンレススチール
原産国：中国

LOUISA ベース

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。

Lサイズ ¥12,000
4037846167396
約Φ17x21cm

素材：ガラス
原産国：中国

Sサイズ ¥5,000
4037846167808
約Φ12x13cm

Sサイス ¥8,000
4037846167389
約Φ14x19cm

※税抜価格です



DECADE ベース

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。

30cm ¥13,000
4037846123033
約35x25x9cm

素材：ガラス、アルミニウム
原産国：中国

35cm ¥18,000
4037846123040
約41x26x16cm

※税抜価格です

City ベース S ¥3,200

★NEW★ 2021年10月発売予定
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。

4037846170211

約10x10x18cm

素材：ガラス
原産国：中国



ガラスウォータリングカン ¥5,000

★NEW★ 2021年10月発売予定
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せっえ
刑されています。
引っ越し祝いやオフィスでの仕様にも最適です。

4037846170389

容量：0.8L
約23×11×23cm

素材：ホウケイ酸ガラス
原産国：中国

※税抜価格です



QUARREE フレーム

縁がスチール製でブラックカラー。アクリル板
を重ねたモダンデザイン。置き式のフレーム。
棚に置いたり、ショールームなどに最適です。
お好きな写真・絵画が楽しめます。奥行のス
ペースを利用してフィギアなども置いて楽しめ
ます。

LONELY PLANET フレーム

写真の邪魔をしない、美しさがより際立つフ
レーム。シンプルでありながら、存在感がある
アイテムです。 インテリア性が高く、置く場所
を選ばないのも魅力的です。

PEOPLE フレーム ¥9,000

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。

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

素材：ニッケル
原産国：中国

Lサイズ ¥8,000
4037846165125   
約40x30x8cm

写真サイズ
37.7x27.7cm

素材：スチール(紛体塗装)、アクリル
原産国：中国

Sサイズ ¥5,000
4037846165118
約25×20×6cm

写真サイズ
22.7x18.7cm

Mサイズ ¥13,000
4037846156598
約28.5x5x33 cm

写真サイズ
10x15cm

素材：ステンレススチール
原産国：台湾

Sサイズ ¥9,500
4037846156581
約23.5x28.5x5cm

写真サイズ
10x15cm

※税抜価格です



TANGO ナプキンリング4pcs ¥5,800

ハイポリッシュ仕上げのニッケルを使用した
「TANGO」のナプキンリングは、見た目にも重
厚感があり、食卓を格上げしてくれます。

4037846164203

約Φ6cm

素材：ニッケル

原産国：中国

渦巻き ナプキンリング4pcs ¥6,000

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。

4037846125068

約Φ7cm

素材：ニッケル

原産国：中国

VOILA プレート ¥15,000 ワインホルダー ¥7,000

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。

4037846110026

約29.5x15x6cm

素材：ステンレス
スチール

原産国：中国

ターンプレート ¥18,000

ターンプレートはガラスの回転式。
チーズやフルーツなどを盛り付けて、ホーム
パーティーなどにも。ステンレス製のボールが
しっかりと入っているのでプレートが落ちない
ようになっています。

4037846137276

約Φ35ｘ3.5cm

素材：ガラス

原産国：中国

TABLE

※税抜価格です

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。

4037846161806

約38×20×4cm

素材：ステンレス
スチール

原産国：インド



ポーターズベル ¥3,800 グラスルーペ ¥3,500

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。

4037846147237

約10x6.5x2cm

素材：レザー、
ステンレススチール

原産国：中国

CUSHION ビジネスカードミラー¥3,800

磨き上げられたステンレス製の名刺入れです。
フタ付き名刺入れは、様々な使い方ができます。
マネーカードや鍵などを収納しても◎

4037846128342

約10x6.5x1.2cm

素材：ステンレス
スチール（鏡面仕
上げ）

原産国：中国

PACO レターオープナー ¥2,500

角のようなシンプルなデザインのレターオープ
ナーです。時代を超越したモダンなデザインは、
デスクやフィスに最適で、ギフトとしても喜ば
れることでしょう。

4037846143239

約22x1.8x1.5cm

素材：パラジウム

原産国：中国

BUSINESS

※税抜価格です

ポーターズベルは、受付やホテルのロビーに欠
かせないものです。店頭、オフィス、美容室な
ど、どのような受付カウンターにも馴染むシン
プルなデザインです。

4037846111139

約Φ9cx5.2m

素材：ステンレス

原産国：中国

誌面が見にくいときにあると便利な拡大鏡。こ
のルーペは左右で度数が違う優れものです。左
が3倍、右が5倍の倍率なので、用途に合わせて
使い分けてください。ジョン・レノンのメガネ
を彷彿とさせるユニークなデザインも特徴です。

4037846152316

約12.5x4.5cm

素材：ニッケル

原産国：中国



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。

4037846165712

約Φ8cm

素材：メタル、マグ
ネット、スチール

原産国：中国

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。

4037846122692

約Φ9cm

素材：マグネット、
スチール

原産国：中国

BUBBLES ブックエンド ¥6,000 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。

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

バランスゲーム ¥10,000

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。

4037846150039

約16×8×11.3cm

素材：革、メタル、
クローム

原産国：中国

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

BUSINESS

※税抜価格です

4037846160335

約14ｘ14ｘ14cm

素材：ステンレス
スチール

原産国：インド



GLORGIO メガネ＆ペンケース ¥4,800

マグネット式で簡単に開けられて使い勝手が良
いのがポイントのケースです。メガネをだけで
なくペンや小物を入れるのにもぴったり。ブ
ラックレザーで上品な印象です。

：
4037846132165

約17x4.5x4cm

素材：レザー、ス
テンレススチール

原産国：中国

WINDSOR シューホーン ¥6,000

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。

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

YAP マネークリップ ¥1,500

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。

4037846106586

約6.5ｘ2cm

素材：ステンレス
スチール

原産国：中国

3-IN-1 マネークリップ ¥2,200

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。

4037846154990

約6x2.5x1cm

素材：ニッケル

原産国：中国

TRAVEL

※税抜価格です



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。

4037846106197

約4.5x3.5cm

素材：ニッケル

原産国：中国

CARREAU キーホルダー BK ¥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。

4037846168188 

約10x1.7x0.5cm

素材：ブラック
ニッケル、レザー

原産国：中国

ループキーホルダー ¥3,800

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。

4037846122791

約10cm

素材：ステンレス
スチール

原産国：中国

DION キーホルダー ¥2,500

どんなカバンに付けてもナチュラルになじみま
す。レザーとニッケルの組み合わせは高級感を
演出します。

4037846168058

約10.9x2.5x0.8cm

素材：ニッケル、レ
ザー

原産国：中国

スイートハートキーリング ¥2,000

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。

4037846165842

約3×3×1cm
リング直径Φ3.3cm

素材：ニッケル

原産国：中国

KEYS

※税抜価格です
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