


発売中！ moz カゴトート

トレンドのカゴバッグ。大人の女性も使いやすく、
服装や場所を選ばないシンプルなデザインです。
ペーパーラフィアという環境にやさしい素材を使
用した、天然素材の風合いがおしゃれなバッグ。

moz カゴトート ショルダー
3,800円
JAN 4971587529122

生産国：中国
moz × design access

サイズ： 約30.5 x 13 x H25.5cm
取 手：約47.5cm
重 量：460ｇ
内ポケット1つ

僕は森の王様さ。
君と友だちになりたんだ。
君のライフスタイルに興味があるんだ。

moz カゴトート
4,700円
JAN 4971587529115

サイズ： 約23 x 12 x H16.5cm
取 手：約33.5cm
重 量：290ｇ
内ポケット１つ、ファスナーポケット１つ

ショルダーベルト部分：最長約134㎝
最短約76cm

材質：ポリエステル・分類外繊維（紙）
付属：合成皮革

サイズ： 約6.5 x 3.5cm

開口部：巾着仕様

※売価は税抜価格です。



moz ステンレスボトル

北欧らしいスモーキーカラーの350mlボトル。
デイリーユースにぴったりの容量と、控えめでシ
ンプルなデザイン。moz ステンレスボトル 350ml

2,000円

マットホワイト
4971587528149

スモークピンク
4971587528156

ブルーグレー
4971587528163

カーキ
4971587528170

サイズ：約Φ6.7cm H15.5cm
飲み口：約Φ5.5cm
重 量：約177ｇ

生産国：中国
moz × design access

1.フタをひねって開き
ます。

2.氷も入れやすいワイ
ドな口径。

3.保温保冷可能
季節に関係なく1年中愛用で
きます。

パッキン

フタ

容器

底面

Vattenflaska：水筒
保温効力：68度以上（6時間）保冷効力：10度以下（6時間）
材質：内ビン/ステンレス鋼・胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
フタ/ポリプリピレン、ステンレス鋼、シリコン・パッキン/シリコン

※売価は税抜価格です。

発売中！



飲み口の広く保温保冷が6時間できて温度の変化
も少なく快適に使用できます。
表面がマットな質感でスタイリッシュです。

moz ワンタッチボトル 450ml
2,000円

生産国：中国
moz × design access

moz ワンタッチボトル

ホワイト
4971587528187

ブラック
4971587528194

お手入れのしやすい
凹凸の少ない飲み口

Vattenflaska：水筒

1.開閉しやすいワンタッチ
栓

3.保温保冷可能
季節に関係なく1年中愛用でき
ます。

4.断熱二重構造

2.氷も入れやすいワイド
な口径。

熱が逃げにくい
断熱二重構造

サイズ：約Φ6cm H25cm
飲み口：約Φ5 cm
重 量：300ｇ

保温効力：68度以上（6時間）保冷効力：10度以下（6時間）
材質：本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
直飲み栓/ABS樹脂、ポリプリピレン・パッキン/シリコン

フタ（閉）

フタ（開）

シリコン（フタ部）

シリコン（スクリュー部）

容器

底面

※売価は税抜価格です。

発売中！



moz 2段ピクニックボックス

ピクニックや遠足、レジャーなどのアウトドアに
ぴったりの２段ボックス。深めの容器でおにぎり
やサンドイッチを崩さずに持ち運ぶことが出来ま
す。

moz ２段ピクニックボックス
3,500円
4971587528736

バッグサイズ： 29 x 18 x H28cm 

持ち手：60cm
バッグ重量：約166g
材質：ポリエステル、アルミ蒸着フィルム

内側は保冷
シート仕様に！

訳：こんにちは。僕の名前はMOZ。
スウェーデンの森に住む、人なつ
こいエルクです。

[容器セット内容]
容器サイズ： 26.5 x 15.5xH15(2段) cm
スタッキング時：高さ約10cm 
容量：1.8L x 2個
材質：ポリプロピレン
本体：耐熱温度120度 耐冷温度-20度
フタ：耐熱温度70度 耐冷温度-30度
電子レンジ使用不可・食洗機使用不可

容器は安心の日本製！

食べた後はコンパクトに
収納できる入れ子タイプ

持ち手が長めだから、
ボトルなどの長い物も
収納可能！

※売価は税抜価格です。

生産国：アッセンブル日本（バッグ:中国製、容器:日本製）
ｍoz × design access

発売中！



moz カトラリーセット

ネット付きで収納ができるため、持ち運びにとっ
ても便利！家族や友達とのおでかけにぴったりの
アイテムです。

moz カトラリーセット
2,400円
JAN 4971587528743

ｍoz × design access

[セット内容]
■収納バッグ×１
■皿×４
■椀×４
■コップ×４
■スプーン×４

■フォーク×４

バッグサイズ：約31 x H30cm
材質：ポリエステル
バッグ重量：約38ｇ
中国製

表地：メッシュ素材拡大

訳：こんにちは。僕の名前はMOZ。
スウェーデンの森に住む、人なつこい
エルクです。

※売価は税抜価格です。

材質：[皿・椀・コップ]ポリプロピレン
[スプーン・フォーク]スチロール樹脂
日本製

サイズ：[皿]約Φ230×25mm[椀]Φ134×70mm[カップ]Φ80×70mm
[スプーン]約145×32×15mm[フォク]146×25×15mm

発売中！



moz ランチボックス

竹製の蓋がおしゃれなランチボックス。

moz ランチボックス2段 レクタングル 2,300円
サイズ：約16x7.7xH9.5cm 容量：約450ml/280ml
重 量：約301ｇ
材 質：本体/PET、ABS 中フタ/ポリエチレン 蓋/竹
J A N 4971587529436

moz 携帯用箸 1,200円
サイズ：箸 約18cm 箸箱 約19ｘ2.5ｘH1.5cm
重量：約42ｇ
材質：ケース/ABS、AS 箸/木
JAN 4971587529450

ゴムバンド付属

moz ランチボックス2段 スクエア 2,000円
サイズ：約10x10xH11cm  容量 ： 約360ml/240ml
材質：本体/PET、ABS 中フタ/ポリエチレン 蓋/竹
JAN 4971587529443

訳：気楽にいこう！

生産国：本体・中フタ／日本 蓋（竹）／中国

ｍoz × design access
※売価は税抜価格です。

ランチボックス
※電子レンジ・食器洗浄機使用可（フタ、中フタは使用不可）
携帯用箸
※電子レンジ・食器洗浄機使用不可

発売中！



※売価は税抜価格です。（予定売価ですので変更する場合がございます。）
※こちらのアイテムは柄や色目が変更する場合がございますので、ご了承下さい。

moz ランチトートギンガム
1,500円
サイズ：約32x12xH19cm、持ち手約22cm
JAN4971587530265

生産国：中国
moz×design access

moz ランチ巾着ギンガム
1,200円
サイズ：約34x11.5xH18cm
JAN4971587530272

moz エコバッグギンガム
1,000円
サイズ：約25.5x43.5cm
マチ：最大約21cm持ち手高さ：約13cm
[収納時]約9.5xH8cm
JAN4971587530289

織りネーム
訳：
僕は森の王様さ。
君と友だちになりたんだ。
君のライフスタイルに興味があるんだ。
（以下権利表示）

8月初旬入荷予定
moz ギンガムチェックシリーズ

定番人気のギンガムチェック柄。シンプルなデザ
インでこれからの季節にさわやかなアクセントに。
ｍozのお弁当箱がお揃いで入るサイズです！



moz コットンエコバッグ

マチが大きくて、コンビニのお弁当などを入れや
すい！500mlのペットボトルを立てて入れても、
頭が見えない深めの作りで大容量。くたっとした
シルエットもカジュアルな魅力です。

moz コットンエコバッグ
2,500円

生産国：中国
ｍoz × design access

イエロー
4971587528316

ネイビー
4971587528309

アイボリー
4971587528286

ベージュ
4971587528293

裏面には
深型の
ポケット

サイズ：約W47xD24xH28cm
重 量：約143ｇ
材 質：綿

訳：バッグ
僕は森の王様。

君の友だちになりたい。
私はあなたの

ライフスタイルが好きです。

内の紐で変形
できます

※売価は税抜価格です。

発売中！



生産国：中国
ｍoz × design access

mozで大人気のエコバッグシリーズに、
新柄登場！大容量で使いやすいです。
これまでのラインナップにはなかった、ポップな
明るめの柄が新鮮なデザインです。

moz ショッピングバッグ
1,400円

moz ショッピングバッグ

■耐荷重：20kg
■サイズ：約53x40cm 収納時約16×14cm 持ち手の長さ約52cm、縦約20cm
■重 量：約64ｇ
■材 質：ポリエステル100％

Dot
4971587528644

Balloon
4971587528651

Night
4971587528668

Wagara
4971587528675

※売価は税抜価格です。

発売中！

廃番



生産国：中国
ｍoz × design access

mozで大人気のエコバッグシリーズに、
新柄登場！大容量で使いやすいです。
これまでのラインナップにはなかった、ポップな
明るめの柄が新鮮なデザインです。

moz ショッピングバッグ
1,400円

moz ショッピングバッグ

サイズ：約53x40cm 収納時約16×14cm 持ち手の長さ約52cm、縦約20cm
重 量：約64ｇ
材質 ：ポリエステル100％
耐荷重：20kg

総柄グレー
4971587529238

エルク ブラック
4971587529245

ピンク
フォレスト
4971587529269

ハウス
フォレスト
4971587529252

本体下部のスナップボタンを留め
れば、マチが出来る2WAY仕様。

※売価は税抜価格です。

発売中！



※売価は税抜価格です。（予定売価ですので変更する場合がございます。）
※こちらのアイテムは柄や色目が変更する場合がございますので、ご了承下さい。

moz レジカゴ保冷バッグ
2,500円

生産国：中国
moz×design access

ｻｲｽﾞ:約40x20.5ｘH28cm
持ち手約51cm

重量：約240ｇ

材質：ポリエステル

内側ポケット
付き！

訳：こんにちは。僕の名前はMOZ。
スウェーデンの森に住む、人なつこいエルクです。

JAN4971587530258

8月初旬入荷予定
moz レジカゴ保冷バッグ

カジュアルなデニム生地のレジカゴバッグ。
内側は保冷シート仕様です。メッシュ生地のオー
プンポケットが付いているので、保冷剤を入れる
のにも便利！開口部は巾着型なので、たくさん入
れても中身が見えずらく安心です。



moz シャギースリッパ

履き心地抜群のシャギー素材を使用したスリッパ
です。男女ともに使いやすい落ち着いた色味で、
夫婦やカップルでお揃いで履くこともできます。

moz シャギースリッパ
1,500円

生産国：中国
ｍoz × design access

チャコールグレー
M : 4971587528217
L : 4971587528231

ベージュ
M : 4971587528200
L : 4971587528224

適応サイズ：[Mサイズ]約22.0～24.0cm/底サイズ約26.0cm/約45ｇ
[Lサイズ]約24.5～26.5cm/底サイズ約27.5cm /約56ｇ
材質：ポリエステル/底面マイクロファイバー仕様

裏側のマイクロファイバーが
細かいゴミをキャッチします。

※売価は税抜価格です。

発売中！



moz ティッシュBOXカバー

車の中やリビングに、ぬいぐるみ型のティッシュ
カバーの登場！
車のヘッドレストにもかけられます。

moz ティッシュBOXカバー
希望売価 3,500円

ボルドー
4971587526671

グレー
4971587526695

カーキ
4971587526688

ネイビー
4971587526701

キャメル
4971587526718

生産国：中国
ｍoz × design access

サイズ：約45 x 19 x H30cm

重 量：約250ｇ
材質：ポリエステル

車のヘッド
レストに！

※売価は税抜価格です。

発売中！



moz クールタオル

moz クールタオルマフラー
1,200円

生産国：日本
moz × design access

サイズ： 約16 x 90cm
重 量：約52ｇ
材 質：ポリエチレン55％、綿45％
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冷

クール糸®
（ 通常 ） （ 水に濡らした状態 ）

クール糸®(W/㎠)

約2.5倍！

接触冷感度比較

HO
W T

O US
E

⒈水で濡らして
冷感度アップ！

運動会などの

Fight! ⒉運動会などの
スポーツ観戦に！

⒊室内熱中症
対策に！

冷感接触作用のある特殊素材です。
触った瞬間に熱が素早く流れ冷たく
感じます。濡らして使用すると冷感度
が約２．５倍に！

※売価は税抜価格です。

グレー 4971587529306
ピンク 4971587529276
ミント 4971587529290
ブルー 4971587529283

発売中！



※価格は予定売価ですので変更する場合がございます。
※こちらのアイテムは柄や色目が変更する場合がございますので、ご了承下さい。

moz どっとポーチ

moz どっとポーチ
1,300円

生産国：中国
ｍoz × design access

８月発売予定

サイズ：(2つ折り) 約23x25x11.5cm
重 量：約38ｇ
材 質：綿100％

ペットボトルケースや折畳み傘の収納に、メイク
ポーチやサニタリーポーチとしても使い方は色々！
汚れても洗濯ができるのでデイリーユースに最適
のアイテムです。お肌に優しい綿１００％素材です。

ギンガム
4971587530630

訳：僕は森の王様さ。
君と友だちになりたんだ。
君のライフスタイルに興味が
あるんだ。
moz swedenはmoz sweden
株式会社の登録商標です。

ピンク
4971587530654

ブルー
4971587530661

隠したいものをさりげなく
ex.サニタリー用品、下着

濡れてるものをカバー
ex.ペットボトル、折畳み傘

小物をなくさず収納
ex.化粧品、アクセサリー

＋保冷剤でアイピローに
ex.リラックスに、発熱時に

ハウス
4971587530647

HO
W T

O US
E どっとポーチ使用方法

※使用イメージ

小物類の
収納に！

哺乳瓶などを入れるにも最適！

※売価は税抜価格です。



moz コットンA4マルチポーチ

moz マルチポーチ A4
2,600円

生産国：中国
ｍoz × design access

サイズ：約26 x 3.5 x H35cm
重 量：約190ｇ
材質：綿・ポリエステル

乳児健診や妊婦健診の補助券など
大きな物もまとめてしまえて
便利です！

グレー
4971587528903

アイボリー
4971587528897

書類やペンなどすっきり整とんできるファイポーチです。
必要なものをひとまとめにして保管したり、持ち運ぶとき
もインナーポーチのようにバッグにサッと入れられます。
リュックの中身の整理や社内ミーティングの移動などさま
ざまなシーンで役立ちます。

引き手が２つあり、
中身の取り出しが
らくらく！

背面はアクセント
になる織ネーム付

※売価は税抜価格です。

発売中！



10オンスの帆布を使用したトートバッグです。
お買い物に通学に気軽に使えます。肩掛けができ
る長めの持ち手と、開口部にはファスナーがつい
て日常使いにぴったり！

生産国：中国
ｍoz × design access

moz コットントート
1,600円

moz コットントート Gy

サイズ：約37 x 9.5 x H38㎝
重 量：約190ｇ
材質：綿100％

グレー
JAN 4971587529030
品番 529030

ブランド・スウェーデン国旗の織ネーム
がアクセントに

ブラック
JAN 4971587526312
品番 526312

アイボリー
JAN  4971587526329
品番 526329

New
color

■開口部はファスナー付
■内側オープンポケットあり

※売価は税抜価格です。

発売中！



moz トートバッグ メッセージ

持ち手が長く薄い素材でくたっとしていてオシャレ。
A4サイズがすっぽり入るサイズが重宝します。
薄手の素材だから、小さく畳んでもかさばらずエコ
バッグとしても使用できます。

moz トートバッグメッセージ
1,300円

生産国：中国
ｍoz × design access

サイズ：約35 x H40.5cm ショルダー部分：約65.5cm マチなし
重 量：約66ｇ
材 質：綿

グレー
4971587528248

パープル
4971587528279

ブルー
4971587528255

グリーン
4971587528262

JAG HATAR 
JAKTSÄSONG
EN
“du o jag"

ぼくは狩りの季節が大嫌い

"あなたとわたし"
森の奥深くに隠れなくては
なりません。
ぼくは森の王様なのに。

※売価は税抜価格です。

発売中！



生産国：中国
ｍoz × design access

moz 帆布トート

人気の帆布トートに新しく4色の限定色が登場で
す。本体と刺繍目を同系色に統一することでシン
プルで大人びた雰囲気に。
M・Lの2サイズで展開。

moz 帆布トート2020SSカラー
M / 2,300円 L / 2,800円

サイズ：M:34 x H21.0cm 持ち手の長さ26.0cm 重量:約200ｇ
L:45 x H31.0cm 持ち手の長さ57cm 重量：約400ｇ 材質：綿100％

ノルディックブルー
M:4971587528330
L:4971587528378

ブリーチホワイト
M:4971587528323
L:4971587528361

シトロンイエロー
M:4971587528347
L:4971587528385

グレーパープル
M:4971587528354
L:4971587528392

※売価は税抜価格です。

発売中！



moz フロッキートート
2,800円

ブラック
4971587529337

アイボリー
4971587529313

ネイビー
4971587529320

サイズ：約33 x 15.5 x H19.5cm/持ち手部分約29cm
重量：約240ｇ
材質：綿[底板]PVC

訳：気楽にいこう！
スウェーデン

フロッキープリント

moz フロッキートートバッグ

間仕切り仕様で使いやすく、外にもポケットを配置

生産国：中国
ｍoz × design access

７月入荷予定

※売価は税抜価格です。



Ｘ

その他モズの取扱いアイテムを
ご紹介します。

PARTNER’S ITEM 取扱いアイテム

Partner’s item



moz 接触冷感ひざ掛け
2,000円

GRYG
4589438393640

ダーラムース
4589438393633

サイズ：約70x100cm
素材：[表地]ナイロン100%

[裏地]ポリエステル100%

moz 接触冷感シリーズ

触れるとひんやり冷たい、夏にぴったりのアイテムを
集めました！

6/25発売！

※売価は税抜価格です。

生産国：中国

moz 接触冷感抱き枕 着せ替え服付き
3,800円
4589438393657

サイズ：[横]約60cm
素材：[側地]ポリエステル65%、
ナイロン35%、ポリウレタン10%
[中材]ポリエステル100%

かわいい着せ替え用の服が
おまけで付いています！

裏面パイル地

裏面パイル地



moz 充電式ハンディファン
1,800円

ネイビー
4582550153291

グレー
4582550153284

サイズ：[本体]約11x4x20cm(125g)
[台座]約第φ6.5xH3cm(25g)

材質：ABS樹脂 電圧・電流：DC5V/1A
電源：内臓リチウム電池1200mAh

moz 暑さ対策持ち運びアイテム

コンパクトで持ち運びしやすい、暑さ対策グッズが登
場！北欧らしいカラーとデザインで、見た目から涼しく
過ごす事が出来ます◎

発売中

※売価は税抜価格です。

生産国：中国

moz 扇子 1,800円 サイズ：約21x23cm(広げた時)
素材：ポリエステル、竹

ホワイト
4582550153314

風量は3段階
調節が可能！

仕様・充電時間：約2時間
連続使用時間：約1.5～3時間
※風量によって使用時間が異なります。

波紋
4582550152867

チェック
4582550152881

ドット
4582550152911

パステル
4582550152935



参考商品
moz 晴雨兼用傘

雨の日も晴れの日も、気持ちがぱっと明るくなるmozの
傘と一緒におでかけを。

発売中

※売価は税抜価格です。

生産国：中国

moz 軽量自動開閉折畳み傘
2,500円 サイズ：[親骨]約54cm/6本骨[傘の直径]約97cm

[全長]約56cm[収納時]約28cm[重量]225g
素 材：[生地]ポリエステル100％[親骨]アルミ、カーボン

ファイバー、グラスファイバー[中棒]スチール
[手元]ABS樹脂

手元のボタン
で開閉可能！

レッド
4525105409818

ブルー
4525105409825

グリーン
4525105409832

ネイビー
4525105409849



※売価は税抜価格です。 生産国：中国

moz 耐風骨UVカット ミニ
2,500円

サイズ：[親骨]約55cm/5本[傘の直径]約89cm[全長]約53.4cm
[収納時]約23.5cm[重量]約165g

素 材：[生地]ポリエステル100％[親骨]グラスファイバー
[中棒]アルミ[手元]ABS樹脂

165gの
超軽量仕様

チェックブラック
4525105409696

チェックネイビー
4525105409689

チェックレッド
4525105409672

ダイヤグリーン
4525105409634

ダイヤブルー
4525105409627

ダイヤイエロー
4525105409610


