
Anders Bylin

アンダース・ビリンは大学で経済学を学びました。しかし、
1996年Farg&Formを設立した時にキャリアを変更しま
した。彼はFarg&Formの有名な動物柄をデザインしま
した。動物とそのグラフィックなスタイルは大成功となり
ました。国際的にも有名になり、海外マーケットにも進
出しています。

Fａｒｇ＆Ｆｏｒｍ（フェルグ アンド フォ
ルム）社のアニマルコンセプトのギフ
ト商品、 「ｍｏｚ（モズ）」。 アイテム
の多くは「エルク（ヘラジカ」が基本と
なっています。 なんとなく不器用そ
うで人なつこそうな姿は、スウェーデ
ン発の世界中で愛されるキャラク
ターになることでしょう。



moz 帆布トートシリーズ

様々なシーンのお出かけに重宝する、帆布シリーズの登場です。
ちょっとしたお出かけや、ランチタイムから、旅行やレジャー
にも使えるアイテムを揃えました。生地と同系色のさりげない
エルクの刺繍がアクセントになっています。

ナチュラル
JAN 4971587520358
品番 520358

ブルー
JAN 4971587520365
品番 520365

レッド
JAN 4971587520372
品番 520372

スウェーデン語で、
「あなたのためにぼくは
ここにいるよ」

帆布トートLL 3,000円

サイズ：約52×20×H37cm 持ち手約52cm、縦約23cm
材質：綿100%
中国製
※売価は税抜価格です。

大容量で、マザーバッグや小旅行、男性用のトートとしても◎

具体的な使用シーンを想定したサイズ感とデザインにこだわって作りました。

・財布、携帯、定期にカギとどれもこれもカバンの中で行方不明
・水筒やペットボトルがカバンの中で倒れておさまりが悪い…
・ポケットのない服やリュックの時に取り出しづらい貴重品
・いつも持ち歩くには大きすぎる化粧ポーチ

そんな悩みを解決できる便利アイテムです。

point

外側に６つ、内側に３つ
のポケット付き。
荷物の整理に便利

7/初発売予定



moz 帆布トートシリーズ

ナチュラル
JAN 4971587520389
品番 520389

ブルー
JAN 4971587520396
品番 520396

レッド
JAN 4971587520402
品番 520402

帆布トート M 2,000円

サイズ：約34×12×H21cm 持ち手約26cm、縦約10cm
材質：綿100%
中国製

ちょっとしたお出かけや、ランチタイムにぴったりなトート

外側に６つ、内側
に３つのポケット
付き。
荷物の整理に便利
です。

スウェーデン語で、
「あなたのために
ぼくはここにいるよ」

表側に6コポケット
内側に３つのポケット
がついています

ナチュラル
JAN 4971587520419
品番 520419

ブルー
JAN 4971587520426
品番 520426

レッド
JAN 4971587520433
品番 520433

帆布トート L 2,500円

サイズ：約45×12.5×H31cm 持ち手約57cm、縦約26cm
材質：綿100%
中国製

普段使いに便利。A4サイズが入るトートバッグ。

ポットホルダー付

7/初発売予定

※売価は税抜価格です。



moz 帆布トートシリーズ

ナチュラル
JAN 4971587520327
品番 520327

ブルー
JAN 4971587520334
品番 520334

レッド
JAN 4971587520341
品番 520341

帆布トートポケットティッシュ 800円

サイズ：約14.5×H12.5cm
材質：表地・・綿100% 裏地・・ポリエステル100%
中国製

裏面にはポケッ
トティッシュが
入り、そのまま
取り出せます

MOZのロゴ
とスウェー
デン国旗の
織りネーム
がついてい

ます

サイズ大きめで簡単なメイク道具やケーブルなどの収納に便利！

ナチュラル
JAN 4971587520358
品番 520358

ブルー
JAN 4971587520365
品番 520365

レッド
JAN 4971587520372
品番 520372

便利なファス
ナー付き。

長さが調節でき
る肩紐で

取り外しも可能

「あなたのためにぼくは
ここにいるよ」
という意味

帆布トート S ショルダー 1,600円

サイズ：約23×10×H14cm ショルダー約63～120cm
材質：表地・・綿100% 裏地・・ポリエステル100%
中国製

お財布や携帯を入れるのに便利なミニショルダー

☆長財布も横に入ります！

7/初発売予定

※売価は税抜価格です。



2017SS moz オープントゥスリッパシリーズ

ブルー M
JAN 4971587520495
品番 520495

ベージュ M
JAN 4971587520471
品番 520471

オープントゥコルクスリッパ

1,500円（税抜き）

Mサイズ：適応サイズ約23～24.5cm
底サイズ約26.5cm

Lサイズ：適応サイズ約25～26.5cm
底サイズ約28.5cm

材質：表地・甲裏地・・ポリエステル
中敷・・ポリウレタン系
底部・・ポリエステル
滑り止め・・合成皮革

中国製
コルクスリッパは、
優しい履き心地。
爪先も開いているの

で通気性も◎

ベージュ L
JAN 4971587520488
品番 520488

天然素材のコルクは足裏にさらっとして快適

ご使用上の注意

〇本製品は水洗いできますが、色落ちや型崩れの恐れがあります。
他の物とは別にし、漂白剤の使用は避け、陰干ししてください。

〇素材の特性上、濡れた状態や摩擦・直射日光などで色落ちする
ことがあります。

〇滑りにくい仕様にしておりますが、床面の状態により滑ることが
ありますので、ご注意ください。

〇ご自分の足型にあったサイズ、形状のものをお選びください。

ブラック M
JAN 4971587520518
品番 520518

point

爪先の開きを小さくして上品に
仕上げました。
来客用としてもオススメです。

ブルー L
JAN 4971587520501
品番 520501

ブラック L
JAN 4971587520525
品番 520525

7/初発売予定

※売価は税抜価格です。



2017SS moz オープントゥスリッパシリーズ

ピンク M
JAN 4971587520532
品番 520532

オープントゥクロススリッパ 1,300円

材質：表地 ・・レーヨン、ポリエステル
麻、綿、アクリル

甲裏地 ・・麻、ポリエステル、綿、レーヨン
中敷 ・・指定外繊維（植物系再生繊維）

ポリエステル、綿、レーヨン、
アクリル、ナイロン

底部 ・・ポリエステル
滑り止め・・合成皮革

中国製

足裏にサラッとした素材を使用

ご使用上の注意

〇本製品は水洗いできますが、色落ちや型崩れの恐れがあります。
他の物とは別にし、漂白剤の使用は避け、陰干ししてください。

〇素材の特性上、濡れた状態や摩擦・直射日光などで色落ちする
ことがあります。

〇滑りにくい仕様にしておりますが、床面の状態により滑ることが
ありますので、ご注意ください。

〇ご自分の足型にあったサイズ、形状のものをお選びください。

ブルー M
JAN 4971587520556
品番 520556

point

通気性と涼しさを追求しました。
太めのクロスは安定感がり
歩きやすいです。

ピンク L
JAN 4971587520549
品番 520549

ブルー L
JAN 4971587520563
品番 520563

ペアで揃えやすい
ブルーとピンク

Mサイズ： 適応サイズ約23.5～25cm
底サイズ約27cm

Lサイズ： 適応サイズ約25.5～27cm
底サイズ約28.5cm

サイドのさりげな
いエルクの刺繍が
ワンポイント。

7/初発売予定

※売価は税抜価格です。



moz ショッピングバッグシリーズ

ショッピングバッグ 1,200円

サイズ：約53x40cm
収納時 約16x14cm
持ち手長さ 約52cm、縦幅20cm

耐荷重：20kg

使わないときは折りたたんで収納できる、携帯に便利なショッピングバッグ。たっぷり容量で耐荷
重は２０ｋｇと、毎日のお買いものに役立つ要素がたっぷりです。
サイドのボタンをとめると、マチができるので、ケーキなど、傾けたくないものの持ち運びに最適。
持ち手は肩にもかけられるゆったりとした長さ（約52cm）
旅行やスポーツジムなどにもオススメです。

グリーン／ターコイズ
JAN 4971587518140
品番 518140

ブラック
JAN 4971587518164
品番 518164

フォレスト
JAN4971587518157
品番 518157

スモークブルー
JAN 4971587520310
品番 520310

パウダーピンク
JAN 4971587520303
品番 520303

ブラック総柄
JAN 4971587520297
品番 520297

リボンを結んでしっかり
留められます。

小物を入れるのに
便利なポケット。

材質 : ポリエステル100%
原産国 : 中国
洗濯可

7/初発売予定 7/初発売予定 7/初発売予定

※売価は税抜価格です。

毎日使えるエルクのかわいいショッピングバッグ



moz キッチングッズ from Sweden

キッチンワイプ エルク 500円

サイズ：約20x17x厚さ0.2cm
材質：セルロース70%、綿30%
原産国：スウェーデン

ピンク/オレンジ
JAN 7332481065951
品番 865851

ブルー/ライラック
JAN 7332481065968
品番 865857

ブラック/グレー
JAN 7332481065952
品番 865805

ピンク/オレンジ
JAN 7332481065395
品番 865251

ブルー/ライラック
JAN 7332481065401
品番 865257

ブラック/グレー
JAN 7332481065425
品番 865205

10月発売予定

キッチンタオル エルク 800円

サイズ：約70x45cm
材質：綿100%
原産国：インド

ピンク/オレンジ
JAN 7332481065609
品番 865351

ブルー/ライラック
JAN 7332481065616
品番 865357

ブラック/グレー
JAN 7332481065630
品番 865305

トレイ エルク 2,800円

※売価は税抜価格です。



スウェーデンで古くから人々に親しまれている、ダーラへスト、又の名をダーラナホース
（幸せを運んでくる馬）。
そのダーラへストに扮したエルク、「ダーラムース」シリーズが新たに登場です。
「幸せを運ぶ」という意味合いから、大切な人への贈り物としてもオススメできるシリーズです。

moz ダーラムース from Sweden

トレイ ダーラムース

2,800円

サイズ：約27x20cm
材質：樺の木
原産国：スウェーデン

JAN 7332481065555
品番 879000

10月発売予定

JAN 7332481065180
品番 878500

JAN 7332481065524
品番 878902

ミトン ダーラムース

1,000円

サイズ：約18x32cm
材質：綿100%
原産国：インド

マグ ダーラムース

800円

サイズ：約φ8x10.5cm
材質：磁器
原産国：中国

エプロン ダーラムース

材質：綿100％
原産国：インド

KIDSサイズ 1,500円
JAN 7332481065548
品番 878904

キッチンタオル
ダーラムース

1,000円

サイズ：約70x45cm
材質：綿100%
原産国：インド

JAN 7332481065500
品番 878900

JAN 7332481065517
品番 878901

ポットホルダー

ダーラムース 800円

サイズ：約20x20cm
材質：綿100%
原産国：インド

大人サイズ 2,500円
JAN 7332481065531
品番 878903

※売価は税抜価格です。



エルクのリバーシブルトートバッグです。
表・裏、気分に合わせて２通りの使い方ができるミニトートです。ボーダーにエルクのアップリケ、裏返すと帆布
にmozのブランドロゴとポケットがついてます。

moz リバーシブルトートバッグ ２,５００円（税抜）

□材質 : 綿 100％
□サイズ：約W29ｘマチ10ｘH19ｃｍ

持ち手長さ約31cm
□ポケット付
□原産国 : 中国
□ライセンスアイテム
※売価は、税抜価格です。

ピンクボーダー

JAN 4971587520150
品番 520150

ポケット付
ポケットは、スマホなど小物
をいれるのに、ちょうどいい
大きさです。

エルクのアップリケ
とぼけた表情のかわいいい
エルクのアップリケがアク
セントになっています。

ブルーボーダー

JAN 4971587520167
品番 520167

ベージュボーダー

JAN 4971587518577
品番 518577

おっきなマチ
１０ｃｍのマチがあるので、
ランチやちょっとしたお出か
けに。

New Colar
入荷済み

New Colar
入荷済み









吹き出しのエルクがかわいいダイカットマットと
夏にぴったりのさわやかなボーダー柄マットの登場です。

mozダイカットマット
53x68cm

JAN 

4976108167005

4976108167012

グレー
ネイビー

4,500円

■原産国：中国

2,500円

3,500円

2000円

5,500円

mozキッチンマット
45x120cm            
45x180cm            
45x240cm

mozバスマット
45x60cm グレー

ネイビー

JAN 

4976108167029

4976108167036

グレー120

ネイビー120

グレー180

ネイビー180

グレー240

ネイビー240 

JAN 

4976108167043

4976108167050

4976108167067

4976108167074

4976108167081

4976108167098



ウィンドウ柄とトライアングル柄のトートバッグが登場です。

△ご注意

○暖房器具や火気の近く、高温多湿の場所では、使用・保管しないでください。

○物を過剰に詰め込んだり、極めて重いものを入れて使用すると、カバン本体やパーツに破損や破れが生じ
る恐れがあります。

○素材の特性上、濡れた状態や摩擦・直射日光などで色落ちすることがあります。

○水気や汚れなどによりカビが生じることがありますので、通気性の良い場所で 保管してください。

○汚れた場合は、濡らした布等で拭き取り通気性の良い所で陰干しをしてください。

材 質：綿

サイズ：約W31xD11xH21cm

持ち手の長さ約36cm

生産国：中国

※売価は税抜価格です

moz ファブリックトート 1,800円
大きめのサイズでマチ無しのファブリックトート。軽くて使い勝手が良く、買い物や旅行、習い事などで大活躍。携帯電話や鍵
などが出し入れしやすい内ポケット付きです。

moz ファブリックトート

トライアングル

JAN 4971587 518867

moz ファグリックトート

ウィンドウ

JAN 4971587 518850

軽くて

大容量

内ポケット
付

ｍｏｚ ミニトート

ウィンドウ

JAN 4971587 518874

開口部はフ
ァスナー

内ポケット
付（2か所）

moz ミニトート ２,０00円
ファスナー付きのミニトート。ちょっとしたおでかけやランチトートとしてお使
いいただけるサイズです。（柄はウィンドウ柄限定の展開となります。）

※商品ひとつずつの柄の出方が異なります。

材 質：綿

サイズ：約W43xH43cm

持ち手の長さ約53cm

生産国：中国

※売価は税抜価格です



モノトーンのエプロンが新登場。
モノトーンで北欧らしい柄のエプロンが新発売！

肩が凝りにくいX型タイプで、ずれにくい幅広の肩紐。

リボンを結んだり、ボタンをとめたり等の手間がなく、

着脱が簡単です。フリーサイズでプレゼントにもオススメです。

△ご注意

○色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

○塩素系漂白剤や蛍光増白剤が含まれた洗剤のご使用はお避けください。

○タンブラー乾燥はしないでください。 ○つけ置き洗いはしないでください。

○アイロンは裏側からあててください。 ○摩擦により色移りすることがありますのでご注意ください。

○濡れたままで放置すると色移りすることがあります。洗濯後はすぐに吊干ししてください。

○洗濯により多少縮みます。

材 質：綿 100%

生産国：中国

※売価は税抜価格です

moz エプロン 3,000円

moz エプロン ウィンドウ

JAN 4971587 518836

フリーサイズ

moz エプロン トライアングル

JAN 4971587 518843

フリーサイズ

■【ウィンドウ】

エルクが窓から覗いている姿が可愛らしい柄。

■【トライアングル】

北欧らしい三角の柄。ポケットにはエルクのワンポイント。

便利な

ポケット付
脱ぎ着が

簡単なX型



エルクがしゃべっている吹き出しが可愛い
アシンメトリー柄のスリッパが登場。
右足にいるエルクがスウェーデン語で「Hej! Vart ska gå?」、

（＝やぁ！どこに行くの？）と言っています。

カラーはナチュラルなベージュとグレーの２色。

サイズはMサイズとLサイズをご用意いたしました。

△ご注意

○本製品は、水洗いできますが色落ちや型崩れの恐れがあります。

他のものとは別にし、漂白剤の仕様は避け、陰干ししてください。

○素材の特性上、濡れた状態や摩擦・直射日光などで色落ちすることがあります。ご注意ください。

○滑りにくい仕様にしておりますが床面の状態によりすべることがありますので、ご注意ください。

○ご自分の足型にあったサイズ、形状のものをお選びください。

材 質：表地-ポリエステル、綿、レーヨン、麻

内側-ポリエステル

中部-ウレタン

底部-ポリエステル

芯材-ポリエチレン、EVA

サイズ：底-M 約26cm、L 約29cm

生産国：中国

※売価は税抜価格です

moz エルクスリッパ Hej 1,500円

Mサイズ（適応サイズ約22.5～24.5cm）

JAN 4971587 518881

２colors

2 sizes

Lサイズ（適応サイズ約25.0～26.5cm）

JAN 4971587 518904

Mサイズ（適応サイズ約22.5～24.5cm）

JAN 4971587 518898

Lサイズ（適応サイズ約25.0～26.5cm）

JAN 4971587 518911

ベージュ

グレー



日本デニム生地の機能的なストレージ 新発売です。
人気のデニム生地を使って、インパクトのあるゴールドとシルバーの刺繍をほどこしました。

洗面所やリビングルームなどお部屋のいろいろなシーンで使用できるサイズバリエーションをご用意いたしま
した。SやMサイズは、折り返して高さを調節することもできます。裏面にTPE加工をしているので、しっかり
立っています。Lサイズは、ランドリーバスケットとしてもご使用いただけます。

△ご注意

〇色落ち、色移りすることがありますので、ご注意ください。

〇暖房器具や火器の近くに置かないでください。

〇本製品は、洗濯できません。

材 質：綿 100% （裏TPE加工）

S・Mサイズ 裏地 ナイロン

生産国：中国

※売価は税抜価格です

moz ストレージシリーズ

moz ストレージスクエア蓋付

ゴールド

JAN 4971587 518829

W38xD26xH26cm

2,700円

moz ストレージラウンド L

シルバー

JAN 4971587 518799

φ34xH46cm

3,200円

moz ストレージスクエア蓋付

シルバー

JAN 4971587 518812

W38xD26xH26cm

2,700円

moz ストレージラウンド S

シルバー

JAN 4971587 518751

φ14xH18cm

1,400円

moz ストレージラウンド S

ゴールド

JAN 4971587 518768

φ14xH18cm

1,400円

moz ストレージラウンド M

ゴールド

JAN 4971587 518782

φ21xH26cm

1,800円

moz ストレージラウンド L

ゴールド

JAN 4971587 518805

φ34xH46cm

3,200円

moz ストレージラウンド M

シルバー

JAN 4971587 518775

φ21xH26cm

1,800円

両サイドと手前に便利な
持ち手がついています



日本品質の吸水性に優れたタオルです。
シンプルな日本製のスポーティなジャガード織りのボーダータオルです。

使いやすいハンドタオル・フェイスタオルの2色展開です。

タオルのヘム部分に朱子織のエルクをほどこしました。

△ご注意

〇多少の毛羽落ち、色落ちすることがありますので、他のものとは別にお洗いください。ネット
のご使用をおすすめします。

〇塩素系漂白剤は、使用しないでください。

材 質：綿 100%

サイズ：ハンド 約34ｘ35cm

フェイス 約34 x 80cm

生産国：日本

moz ボーダータオル ハンド

ピンク

JAN 4971587 518706

moz ボーダータオル ハンド 700円（税抜き）

日本製

moz ボーダータオル ハンド

ブルー

JAN 4971587 518713

moz ボーダータオル フェイス

ブルー

JAN 4971587 518737

moz ボーダータオル フェイス

ピンク

JAN 4971587 518720

moz ボーダータオル フェイス 1,300円（税抜き)



シンプルな柄、落ち着いた色合いの帆布、monoシリーズ。
使いやすさにこだわっています。小さくてもたっぷり収納のトートバッグ、ポケットティッシュが入れられるポーチ、出し入れ楽ちんの貝型ポーチ、あると
便利なマスクが入るポーチ、なにかと便利なスクエア型ポーチ。カラーは、ブラック・ベージュ・グレーの3色、ご用意しました。

材 質：表 綿 100%

裏 ポリエステル 100%

サイズ：約W４２ｘD２０ｘH２５cm

持ち手長さ 約３６cm

高さ １３cm

生産国：中国

ブラック

JAN 4971587 
517891

ベージュ

JAN 4971587 
517907

グレー

JAN 4971587 
517914

moz トートバッグ mono 2,800円

ブラック

JAN 4971587 
517921

ベージュ

JAN 4971587 
517938

moz ポーチ ポケットティッシュ mono 900円

グレー

JAN 4971587 
517945

ブラック

JAN 4971587 
517952

ベージュ

JAN 4971587 
517969

moz ポーチ 貝型 mono 1,200円

グレ－

JAN 4971587 
517976

ポケットティ
ッシュがはい

ります

材 質：表 綿 100%

裏 ポリエステル 100%

サイズ：約W14.5ｘＨ12.5cm

生産国：中国

材 質：表 綿 100%

裏 ポリエステル 100%

サイズ：約W17ｘＨ13cm

生産国：中国

大きく開いて
出し入れ便利
内ポケット付

moz ポーチスクエア mono 1,500円

グレー

JAN 4971587 
518683

材 質：表 綿 100% 芯材 紙

裏 ポリエステル 100%

サイズ：約W２０ｘD３ｘH１４cm

生産国：中国

moz マスクポーチ mono 1,300円

グレー

JAN 4971587 
518690

材 質：表 綿 100% 芯材 紙

裏 ポリエステル 100%

サイズ：約W２３ｘD８ｘH１６cm

生産国：中国

ファスナー付ポ
ケットとホック
付ポケット

内ポケット
2個付

マグネット・ファス
ナーポケット付
たっぷりサイズ



ｍｏｚの２ＷＡＹタイプのショルダーバッグの新登場です！
mozのトートバッグに使い勝手のとても良い、ショルダーバッグが追加になります。フロッキープリントでかかれた

「Sweden Orebro」は、生誕の地です。「Hej」は、スウェーデン語でこんにちは！です。

moz ショルダーバッグ ３,５００円（税抜）

□材質 : 綿 100％
□サイズ：W35ｘD11ｘH２６ｃｍ

肩紐 約63~115cm
□原産国 : 中国
□ライセンスアイテム
※売価は、税抜価格です。

ＪＡＮ 品番
4971587518225 518225

インナーポケット
ファスナー付のインナーポケットは、
スマホなど小物をいれるのに、ちょう
どいい大きさです。

ファスナー付
目隠しになったり、盗難防止になる
ファスナー付です。

２WAY
手提げとショルダーの
２WAYタイプです。肩
紐は、約６３~１１５
ｃｍまでの調節ができ
ます。
A4サイズがはいってち
ょっと余裕がある大き
さなので、幅広くお使
いいただけます。



MADE IN JAPANの優れた品質のタオル4色新登場！
日本製タオルです。吸水性の良い高品質タオル4色の新発売です。

シックな誰からも支持されるカラーを厳選してエルク（ヘラジカ）の刺繍をあしらい、日本企画で製造
しました。ハンド・フェイス・バスタオルの品揃えです。

moz ワンポイントタオル

ネイビー
ＪＡＮ 品番

ハンド 4971587518409 518409
フェイス 4971587518447 518447
バス 4971587518485 518485

□材質 : 表:綿 100％
□原産国 : 日本
□洗濯可
□ライセンスアイテム
※売価は、税抜価格です。

グレー

ホワイト グリーン
ＪＡＮ 品番

ハンド 4971587518393 518393
フェイス 4971587518430 518430
バス 4971587518478 518478

ＪＡＮ 品番
ハンド 4971587518386 518386
フェイス 4971587518423 518423
バス 4971587518461 518461

ＪＡＮ 品番
ハンド 4971587518379 518379
フェイス 4971587518416 518416
バス 4971587518454 518454

ハンドタオル
７００円
約34ｘ35ｃｍ

フェイスタオル
1,300円
約34ｘ85ｃｍ

バスタオル
2,800円
約60ｘ120ｃｍ



スウェーデンFARG&FORM社を代表するキャラクターのエルク（ヘラ
ジカ）のチャーム 新発売です。
さわり心地は、ふわふわモコモコ。 コロンとしたエルクのとぼけた表情に癒されます。

バッグやキーホルダー、ケータイ電話などのチャームとしても、カワイイですね。

材 質：ポリエステル

サイズ：約7ｘ7.5ｘ2.5cm

重さ：約11g

生産国：中国

※売価は税抜価格です

moz キーリング チャーム
売価：800円 (税抜き）

ライム

JAN 7332481049197

品番 861560

ピンク

JAN 7332481049159

品番 861511 

レッド

JAN 7332481049173

品番 861551

ブラック

JAN 7332481049166

品番 861528

ターコイズ

JAN 7332481049180

品番 861557

※在庫限り



ブラックデニムが加わりました。
落ち着いたブラックデニムを新たに加え、デニムの風合いをより感じる生地を採用しました。スウェーデン
Farg&Form社を代表するキャラクターのエルク（ヘラジカ）のモチーフの日本企画の大人気のスリッパです。

moz エルク スリッパ デニム
売価 各1,５00円（税抜き）

ご注意
〇素材の特性上色落ちすることがあります。
〇滑りにくい仕様をしておりますが、床面の状態によっては滑ることがありますので、ご注意ください。

〇水洗いできますが漂白剤の使用は避け他の物とは一緒に洗わず、手洗い、陰干しにしてください。洗濯機の使用不可。

□材質 : 表:綿、ポリエステル
裏地:ポリエステル
底:ＰＶＣ
芯材:ポリウレタン、ＥＶＡ

□原産国 :中国
□洗濯:可（水洗い）
□ライセンスアイテム

すべり止め加工

ブロンズ／ブラックデニム

シルバー／ブラックデニム

ピンク／デニム

ブルー／デニム

適応サイズ（目安）
Ｍサイズ 約22.5~24.5ｃｍ
Ｌサイズ 約25.0~26.5ｃｍ

Ｍ 4971587517693 517693
Ｌ 4971587517730 517730

サイズ JAN 品番

Ｍ 4971587517709 517709
Ｌ 4971587517747 517747

サイズ JAN 品番

Ｍ 4971587517716 517716
Ｌ 4971587517754 517754

サイズ JAN 品番

Ｍ 4971587517723 517723
Ｌ 4971587517761 517761

サイズ JAN 品番



選ぶ楽しさを大切に６色を品揃えしました。
トレンドカラーを取り入れた、様々な年齢層に親しまれている肌触りの良いニット素材のスリッパ
です。家族で色違いにできるように、6色をご用意しました。

moz エルク スリッパ ニット

ご注意
〇素材の特性上色落ちすることがあります。
〇滑りにくい仕様をしておりますが、床面の状態によっては滑ることがありますので、ご注意ください。

〇水洗いできますが漂白剤の使用は避け他の物とは一緒に洗わず、手洗い、陰干しにしてください。洗濯機の使用不可。

□材質 : 表:綿、ポリエステル
裏地:ポリエステル
底:ＰＶＣ
芯材:ポリウレタン、ＥＶＡ

□原産国 :中国
□洗濯:可（水洗い）
□ライセンスアイテム すべり止め加工

ホワイト

適応サイズ（目安）
Ｍサイズ 約22.5~24.5ｃｍ
Ｌサイズ 約25.0~26.5ｃｍ

Ｍ 4971587517570 517570
Ｌ 4971587517631 517631

サイズ JAN 品番

売価 各1,５00円（税抜き）

Ｍ 4971587517594 517594
Ｌ 4971587517655 517655

サイズ JAN 品番

Ｍ 4971587517617 517617
Ｌ 4971587517679 517679

サイズ JAN 品番

Ｍ 4971587517587 517587
Ｌ 4971587517648 517648

サイズ JAN 品番

レッド

ブルー

ネイビー

ピンク

グリーン

Ｍ 4971587517600 517600
Ｌ 4971587517662 517662

サイズ JAN 品番

Ｍ 4971587517624 517624
Ｌ 4971587517686 517686

サイズ JAN 品番



■サイズ ：約25x40cm
■材質 ：表/ココナツ繊維

裏/PVC
■原産国 ：インド
※ライセンスアイテム

※売価は、税抜き価格です。

moz コアマット 売価：各700円

可愛いエルクがお出迎え。
mozからコアマットの登場です。

玄関やバルコニーのちょっとしたスペースに置けるサイズです（約
25×40cm）。柄は2種類ご用意いたしました。

■【ナチュラル】
向かい合ったエルクが印象的。玄関やバルコニーを華やかに明るくします。

■【ブラック】
窓から覗く、愛嬌のあるエルク。モノトーンなので、シンプルにしたい、シ
ックにしたいという方にぴったりです。スウェーデン語「Välkommen」は
「Welcome」「いらっしゃい」という意味。

mozコアマット ナチュラル mozコアマット ブラック

JAN 4971587517198 JAN 4971587517181

○天然繊維のため、ココナツパイルが抜けることがあります。
○原料の特性上、製品のサイズや色、デザインが若干異なる場合があります。
○平らな場所でご使用ください。塩化ビニール素材の床では使用しないでください。
○素足で乗らないでください。本製品の上で走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
○本製品を火気に近づけないでください。
○水を含むと、床を変色させてします恐れがあります。マットが濡れたときは陰干ししてください。



moz グラス フォレスト φ8.5xH9cm 約29ml 800円

mozに新柄、フォレストが登場！

フォレスト柄は日本限定発売です。
mozはスウェーデンFARG＆FORM社を代表する人気
のキャラクター。新柄のフォレスト柄は北欧らしい色
使いに森のモチーフがちりばめられた可愛らしい柄。
森の中で遊んでいるエルクが楽しげです。幅広いイン
テリアにマッチし、テーブルを明るくします。カラー
は4色。使いやすい大きさなので日々大活躍です。

イエロー
099017
7332481099017

グリーン
099031
7332481099031

ブルー
099024
7332481099024

ライラック
099048
7332481099048

材質：グラス
生産国：タイ
レンジ不可、食洗機可

ブルー
099062
7332481099062

グリーン
099079
7332481099079

ライラック
099086
7332481099086

イエロー
099055
7332481099055

moz マグ フォレスト φ8x9.5cm 約290ml 1000円 材 質：磁器
生産国：中国
レンジ可 食洗機可

※在庫限り

※在庫限り



moz タオルハンカチ フォレスト
売価：各600円（税抜き）

ナチュラル
517525
4971587517525

生 地：綿100％
サイズ：約23.5×23cm
生産国：中国

2015年新作タオルハンカチの登場です。
mozはスウェーデンFARG＆FORM社を代表する
人気のキャラクター。
新柄のフォレスト柄は、北欧らしい色使いに森の
モチーフがちりばめられた可愛らしい柄。
森の中で遊んでいるエルクが楽しげです。
カラーは5色。同じフォレスト柄のマグやグラスに
合わせて、プレゼントとしてもおすすめです。

ブルー
517532
4971587517532

ライラック
517549
4971587517549

グリーン
517556
4971587517556

イエロー
517563
4971587517563

ご注意
○色落ちや毛羽落ち、色移りすることがあります。
○洗濯の際は、洗濯ネットの使用をおすすめします。
○塩素系漂白剤・蛍光増白剤が含まれた洗剤は使用しないでください。

※在庫限り



※売価は、税抜き価格です。

ハンドタオル2枚セット ¥1500
ＪＡＮ : 4976108255337
品番 : 255337

フェイスタオル2枚セット ¥2500
ＪＡＮ : 4976108255344
品番 : 255344

バスフェイスハンドセット ¥5000
GY ＪＡＮ : 4976108255405

品番 : 255405
BE ＪＡＮ : 4976108255412

品番 : 255412フェイスハンド2色セット ¥4000
ＪＡＮ : 4976108255375
品番 : 255375

×

ハンドタオル2枚セット ¥1500
ＪＡＮ : 4976108255429
品番 : 255429

フェイスタオル2枚セット ¥3000
ＪＡＮ : 4976108255436
品番 : 255436

フェイス&ハンドセット ¥3000
PK ＪＡＮ : 4976108255443

品番 : 255443
GR ＪＡＮ : 4976108255450

品番 : 255450

スチームシャーリングタオル
ボーダーガーゼタオル

mozが今治とコラボ
独自の品質基準に合格したタオルのみ付与される
今治ロゴマーク取得商品です

■サイズ
・バスタオル
約60ｘ120cm
・フェイスタオル
約34ｘ85cm
・ハンドタオル
約25ｘ25cm

バスタオル1枚セット ¥3000
GY ＪＡＮ : 4976108255382

品番 : 255382
BE ＪＡＮ : 4976108255399

品番 : 255399

フェイス&ハンドセット ¥2000
GY ＪＡＮ : 4976108255351

品番 : 255351
BE ＪＡＮ : 4976108255368

品番 : 255368

素材：綿
初めのうちは多少色落ち、羽毛落ちいた
しますので白いものとは別に洗濯をして
ください。
塩素系漂白剤は使用しないでください。



好評のmozクッションに新作が登場です。
デニム風生地を使用し、オールシーズン使用可能です。

■レッド
■ゴールド

1.moz デニム風クッション ¥2,500  
40ｘ40cm 品番

255474
255481

JAN                        
4976108255474
4976108255481

■レッド
■ゴールド

2.moz デニム風ラウンドクッション ¥2,500
43Rx12cm   品番

255498
255504

JAN                        
4976108255498
4976108255504

■レッド
■ゴールド

3. moz デニム風低反発丸型シート ¥2,500

Φ40cm
品番
255511
255528

JAN                        
4976108255511
4976108255528

■材質
mozクッション、ラウンドクッション（共
通）
測地：ポリエステル55% 綿45％
詰物：ポリエステル100％
※30℃以下の水で手洗い

moz低反発クッション、ピロー（共通）
測地：ポリエステル55% 綿45％
詰物：ウレタンフォーム（低反発）
※洗濯不可

原産国：中国
※ライセンスアイテム

■レッド
■ゴールド

4.moz デニム風低反発ネックピロー ¥2,500  
31x29cm 品番

255535
255542

JAN                        
4976108255535
4976108255542

■レッド
■ゴールド

5.moz デニム風低反発クッション ¥3,000 
40x20x9~12cm  

品番
255559
255566

JAN                        
4976108255559
4976108255566

1

2

3 4 5

※在庫限り



ｴﾙｸ ﾏｸﾞ ¥1,500   

ﾋﾟﾝｸ/ｵﾚﾝｼﾞ
ＪＡＮ : 7332481031284

品番 : MULL51

ﾌﾞﾙｰ/ﾗｲﾗｯｸ
ＪＡＮ : 7332481031291

品番 : MULL57

ｸﾞﾘｰﾝ/ﾀｰｺｲｽﾞ
ＪＡＮ :7332481031307

品番 : MULL60

ﾌﾞﾗｯｸ/ｸﾞﾚｰ
ＪＡＮ :7332481031277

品番 : MULL28

ﾚｯﾄﾞ
ＪＡＮ : 7332481038207

品番 : 840851

ｸﾞﾗｽ ¥800   出荷単位2 ﾀｲ製 φ8,5xH9cm     約290ml     ﾚﾝｼﾞ不可､食洗機可

ﾀｰｺｲｽﾞ
ＪＡＮ : 7332481038221

品番 : 840857

ﾗｲﾑ
ＪＡＮ : 7332481038238

品番 : 840860

ﾎﾜｲﾄ
ＪＡＮ : 7332481038214

品番 : 840853

ﾌﾞﾗｯｸ
ＪＡＮ : 7332481038191

品番 : 840828

※売価は、税抜き価格です。 磁器 中国製 φ8xH9,5cm     約290ml     ﾚﾝｼﾞ､食洗機可

ｴﾙｸ ﾏｸﾞ ドット ¥1,000 出荷単位6

レッド
ＪＡＮ : 7332481042600

品番 : 841451

ターコイズ
ＪＡＮ : 7332481042617

品番 : 841457

ライム
ＪＡＮ :7332481042624

品番 : 841460

ﾌﾞﾗｯｸ
ＪＡＮ :7332481042594

品番 : 841428

※在庫限り

※在庫限り



大人のためのかわいらしいエルクが、新登場です。
上品なＰＵレザーを使いかかとを踏んでもお使いいただける
2way仕様になっています。

サイズ目安：M (約23～25cm)     L (約25.5～27cm) 

材質： 本体/ PUレザー 底面/PVC

原産国：中国
洗濯：不可
※ライセンスアイテム

moz ルームシューズ レザータイプ

※売価は、税抜き価格です。

ワンポイントのエルクがさり
げなく、のぞいています。

カラー

■アイボリー

■ブラック

■アイボリー

■ブラック

サイズ

Ｍ

Ｍ

Ｌ

Ｌ

ＪＡＮ

4971587516306

4971587516320

4971587516337

4971587516351

品番

516306

516320

516337

516351

moz ルームシューズレザータイプ ¥2000



Cushion家庭を色鮮やかに彩るmozファブリックシリーズ
ぬいぐるみ、低反発シート、ビーズクッションのご用意です。
やわらかな短毛ボアを使用しているので手触りがとても良く、
シートは低反発使用のため座り心地も抜群です。
鮮やかなピンク、グリーン、ブルーの３色展開で、
置くだけでお部屋を明るい雰囲気にすることができます。

■ﾋﾟﾝｸ
■ｸﾞﾘｰﾝ
■ﾌﾞﾙｰ

moz ぬいぐるみ ¥2,500   

品番
162642

162659

162666

JAN                        

4976108162642

4976108162659

4976108162666

■ﾋﾟﾝｸ
■ｸﾞﾘｰﾝ
■ﾌﾞﾙｰ

moz ビーズクッション ¥5,000   

品番
162611

162628

162635

JAN                        

4976108162611

4976108162628

4976108162635

■ﾋﾟﾝｸ
■ｸﾞﾘｰﾝ
■ﾌﾞﾙｰ

moz 低反発丸型シート ¥2,500

品番
162581

162598

162604

JAN                        

4976108162581

4976108162598

4976108162604

■サイズ
mozぬいぐるみ/高さ約30cm

moz低反発丸型シート/約直径40ｘ4cm

mozビーズクッション/約直径50ｘ20ｃｍ

■材質
mozぬいぐるみ・moz低反発シート（共通）
測地：ポリエステル95% ポリウレタン5％
詰物：ウレタンフォーム（低反発）使用

mozビーズクッション
表面・側面：ポリエステル95％ポリウレタン5％
表側・内袋：ポリエステル100％
詰物：発泡ポリスチレン（ビーズ）

※洗濯不可

原産国：中国
※ライセンスアイテム



■サイズ
mozタフトマット/約 50ｘ80ｃｍ
mozタフトラグ/約 130x185cm・約185ｘ185cm

■材質
mozタフトラグ/表：ポリエステル100%

裏：不織布
mozタフトマット/表：ポリエステル100%

裏：不織布滑り止め

ベージュ

Mat

※洗濯可（弱水流、ネット使用）
ただし、漂白剤使用不可、ドラム式洗濯機使用不可
原産国：中国

※ライセンスアイテム

■ﾍﾞｰｼﾞｭ
■ﾌﾞﾗｳﾝ
■ﾌﾞﾙｰ

mozダイカットマット ¥2,000   

品番
162215

162222

162239

JAN                        

4976108162215

4976108162222 

4976108162239

サイズ：約58ｘ60cm

材質：アクリル60% ポリエス
テル40％

ブラウン

ブルー

mozコルクマット ¥2,000 //約 30ｘ30ｘ0.8ｃｍ
加工 mozコルクマット/上：コルク 下：EVA樹脂

※洗濯不可 原産国：中国製
※ライセンスアイテム

■９枚ｾｯﾄJAN                        

4976108162949

品番
162949

家庭を色鮮やかに彩るmozファブリックシリーズ
ダイカットマット、タフトマット、タフトラグ、コルクマットのご用意です。
タフトマットとタフトラグは無機抗菌剤を練り込んだ糸を使用しており、細
菌・カビへの抗菌＋防臭効果があります。おしゃれなコルクマットはお好み
のサイズに変えることができ、便利です。

タフトマット
ベージュ

タフトマット
ブラウン

■ﾍﾞｰｼﾞｭ
■ﾌﾞﾗｳﾝ

mozタフトマット ¥3,000   

品番
162680

162697

JAN                        

4976108162680

4976108162697 

※7/中 発売予定



ﾁｬｰﾑｴﾙｸ ¥1,200    約11x10x4cm     ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

■PK

■TU

■LI

品番
861311

861357

861360

JAN                        

7332481046165 

7332481046196

7332481046202

■PK

■RD

■BL

■TU

■DG

■YE

■PU

■GY

品番
862111

862151 

862127

862157

862165

862129

862159

862105

JAN                        

7332481051541 

7332481051572

7332481051558

7332481051589

7332481051602

7332481051565

7332481051596

7332481051534

ｷｰﾘﾝｸﾞｴﾙｸ ｱｸﾘﾙ ¥800 ﾏｸﾞﾈｯﾄｴﾙｸ ｱｸﾘﾙ ¥800    ※向きが異なるものもあります。

■PK

■RD

■BL

■TU

■DG

■YE

■PU

■GY

品番
862011

862051 

862027

862057

862065

862029

862059

862005

JAN                        

7332481051466 

7332481051497

7332481051473

7332481051503

7332481051527

7332481051480

7332481051510

7332481051459
※売価は、税抜き価格です。

※在庫限り



ｍｏｚ ムック本 第２弾
１／２１発売 ７万部

ｍｏｚ ムック本 第１弾
９月発売 ２万部 完売
アマゾンでプレミア
１２月 ２万部重版 完売

Amazon 売れ筋ランキング １位 1/26時点
1/28 にじいろじーん 内
1/30 ドラマ カルテット 内 で、ＴＶ ＣＭ放送


