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帆布ショルダートートラウンド

moz 帆布ショルダートートラウンド
￥2,700

サイズ：約φ24 マチ6cm 取手長さ約23cm ショルダー紐長さ約120cm

外側オープンポケット1個

ブラウン 4971587537608

ブラック 4971587537615

生産国：中国
moz×design access

材質：表地・持ち手/綿 裏地/ポリエステル ショルダー/合成皮革

発売中！



帆布トートスクエア

moz 帆布トート スクエア
￥3,100

サイズ：約W34xH34 マチ13cm 持ち手長さ約60cm

外側オープンポペット1個
内側オープンポケット2個

※売価は税抜価格です。

ブラウン 4971587537622

ブラック 4971587537639

生産国：中国
moz×design access

材質：表地/綿 裏地/ポリエステル 持ち手/合成皮革

マグネット

発売中！



蓋付きマグ

moz 蓋付きマグ
￥1,200

マグ：約φ8.5xH8㎝、木蓋：約φ9.5xH1.5㎝
材質：マグ・ニューボン（磁器）、蓋・天然木(ラバーウッド)
電子レンジ・食洗機使用可能(但し、木蓋は除く)

ライムグリーン
4971587537417

スティールブルー
4971587537424

ウォームグレー
4971587537431

ローズピンク
4971587537448

※売価は税抜価格です。生産国：マグ・日本 蓋・中国
moz×design access

訳：
私は森の王様です
あなたと友達になりたい
あなたのライフスタイルが好きです

発売中！



帆布トート

人気の定番のトートに新色の3色が追加に！
どの色も使いやすい色味になります。
季節を問わないまさに定番の色味です。

サイズ：約52×H38 マチ20cm
持ち手：約52cm
材質：綿100%

サイズ：約45×H31 マチ12.5cm
持ち手：約57cm
材質：綿100%

サイズ：約34×H21 マチ12cm
持ち手：約26cm
材質：綿100%

Mサイズ
¥2,300

Lサイズ
￥2,800

LLサイズ
¥3,400

ナチュラル×グレー
M：4971587537325
L ：4971587537356
LL: 4971587537387

ナチュラル×ブルー
M：4971587537332
L ：4971587537363
LL: 4971587537394

キャメル
M：4971587537349
L ：4971587537370
LL: 4971587537400

生産国：中国
moz×design access

※売価は税抜価格です。

発売中！



発売中！ 3重ガーゼタオルハンカチ

moz 3重ガーゼタオルハンカチ
¥600

サイズ： 約25x25cm
材質：綿100%

肌触りやわらかな3重ガーゼを使用。薄手なので、
ボトムスのポケットにもすっぽり収まります。

上段右から ロード、ウィンドウ、メッセージ、下段フォレスト、チェック、ハウス

ロード
4971587532320

ウィンドウ
4971587526626

メッセージ
4971587535468

フォレスト
4971587526848

チェック
4971587532337

ハウス
4971587532313

NEW メッセージ
4971587535468

生産国：日本
moz×design access

※売価は税抜価格です。

人気のガーゼハンカチに
新柄のメッセージ登場！



moz ルームシューズウォッシャブルレザー
￥2,000 M/Lサイズ

ルームシューズウォッシャブルレザー

定番のホワイト・ブラックに加え、新色としてブラウンが登場。
おしゃれで高級感のあるレザーは洗濯もできる優れモノです。

生産国：中国
moz×design access

適応サイズ：M 約23～25cm、L 約25.5～27cm
表地：合成皮革 裏地・底 :ポリエステル
芯材：ポリウレタン 滑り止め：合成皮革

NEW

※売価は税抜価格です。

アイボリー
M 4971587522666
L  4971587522734

ブラック
M 4971587522673
L  4971587522741

ブラウン
M 4971587534478
L 4971587534485

発売中！



ステンレスボトル350ml

生産国：中国
moz×design access

mozステンレスボトル350ml
￥2,000

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。

Vattenflaska：水筒

北欧らしいスモーキーカラーの350mlボトル。
新色はサンド、ピーチベージュの2色。
全６色展開。サイズ：約Φ6.7cm H15.5cm

口径：約Φ4.5cm（内寸）

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、パッキン:シリコン

※売価は税抜価格です。

スモークピンク
4971587528156

マットホワイト
4971587528149

スモークブルー
4971587533426

シルバー
4971587533433

NEW

ピーチベージュ
4971587537783

サンド
4971587537790

2021年秋冬新色

NEW

12月入荷予定

12月入荷予定

2021年12月入荷予定



MADE IN JAPANの優れた品質のタオル追加2色新登場！
日本製タオルです。吸水性の良い高品質タオル好評につき２色追加新発売です。

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
ハンド 4971587518409
フェイス 4971587518447
バス 4971587518485

□材質 : 綿 100％
□原産国 : 日本
□洗濯可

※売価は、税抜価格です。

グレー

ホワイト グリーン
ＪＡＮ

ハンド 4971587518393
フェイス 4971587518430
バス 4971587518478

ＪＡＮ
ハンド 4971587518386
フェイス 4971587518423
バス 4971587518461

ＪＡＮ
ハンド 4971587518379
フェイス 4971587518416
バス 4971587518454

ハンドタオル
800円
約34ｘ35ｃｍ

フェイスタオル
1,500円
約34ｘ85ｃｍ

バスタオル
3,000円
約60ｘ120ｃｍ

ワンポイントタオル

moz × design access 

ブラウン

ＪＡＮ
ハンド 4971587537660
フェイス 4971587537684
バス 4971587537707

ベージュ

ＪＡＮ
ハンド 4971587537677
フェイス 4971587537691
バス 4971587537714

NEW NEW

発売中！


