
北欧の天然苔を特殊加工したインテリアアイテム

天然苔シート

みはしショップ

ご注文は便利でお得なインターネットから

サンモス
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サンモス

※輸入品は入荷に日数がかかります。ご注文前に在庫と納期をお問合せください。
※価格・仕様はカタログ発行時のものです。予告なく変更する場合があります。
※掲載価格に消費税は含まれていません。

※印刷の為、実物と色や材質感が異なる場合があります。
※形状・寸法は製品特性や生産ロットにより誤差がある場合があります。

北欧の大自然に育まれた天然苔をシート状に特殊加工した
オーガニックなインテリアアイテム
フィンランドの森で長い年月をかけて育まれた天然苔に特殊加工を施すことで、脱臭効果や調湿効果を持ったオーガ

ニックタイプの機能性インテリアアイテムが誕生しました。形状はシートタイプ・アイランドタイプ・ボールタイプに加え、

「ヘキサゴンタイプ」「プチインテリア」を新発売。スタイルに合わせてお好みの形状・カラーを選択可能です。

サンモスについて
□材　質：天然苔（表面：天然苔／ベース材質：フェルト・コルク・EPS等）
□用　途：内装用
□種　類： シートタイプ・アイランドタイプ・ボールタイプ・ヘキサゴンタイプ・プチインテリア
□カラー： 全16色（一部カラーはお取り寄せとなります）
□ 注意事項：
　 ・ 特殊加工により成長が止められているため、水やりなどのメンテナンスは必要ありません。
　 ・ 天然苔の風合いをそのまま生かした製品のため、サイズ／形状／カラー等に多少の個体差があります。
　 ・ 乾燥などの湿度変化によって苔の一部が剥離することがあります。
　 ・ 劣化の原因となりますので、直射日光を避け、空調が直接当たるような場所では使用しないでください。
　 ・ 材質の特性上、摩擦に弱いため、接触により色落ち／色移りする場合があります。取扱いには十分ご注意ください。

調湿脱臭

タイプは5種類・カラーは全16色

機能性評価

シートタイプ アイランドタイプ ボールタイプ ヘキサゴンタイプ プチインテリア

N00 ナチュラル

G16 オリーブグリーン

B02ブルー

G25ダークグリーン

M03 マリン

G26リーフグリーン

Y06 イエロー

G35アップルグルーン

Y10フォールイエロー

F45フクシャ

R11レッド

R66 オレンジ

G13ライムグリーン

B85ブラウン

G15メイグリーン

C99カーボンブラック

※お取り寄せは弊社定期便となります。ご要望により航空便などで特別に取寄せる場合は、別途費用のご負担をいただいております。
　  変更およびキャンセル等はお受けできかねますのでご了承ください。

物質名 減少率（%） 消臭効果
アンモニア ≧99 ◎
トリメチルアミン ≧99 ◎
硫化水素 35 ○
イソ吉草酸 ≧94 ◎
アセトアルデヒド 68 ○
ホルムアルデヒド 97 ◎

物質名 サンモス 杉製材品 石膏ボード ケイカル板

吸湿量
（g/㎡） 236.5 60～130 6～10 15～20

放湿量
（g/㎡） 235.0 40～80 6～10 10～16

放湿性能 ◎ ○ × ×

有害物質吸着性
（カケン試験証明書KT-20-005594参照）

■特定アミン：特定芳香族アミン(24種）の検出は認められない
　　（カケン試験証明書KT-20-007171参照）
　　※試験方法：昭和 49 年厚生省令第 34 号（平成 27 年厚生労働省令第 124 号）試験方法準拠

吸放湿性
（カケン試験証明書KT-20-007016参照）

※試験方法：SEK マーク椒維製品認証基準に定める方法に準拠 ※試験方法：JIS A 1470-1 2008 に準拠
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内装用 天然苔 輸入品

www.mihasishop.jp みはしショップ

フィンランド -ハイルオト島
「サンモス」の産地は北ヨーロッパの北

極圏近く、ボスニア湾に浮かぶ自然豊か

な「ハイルオト島」です。トナカイが暮

らす森林や広大な湿地帯など、美しい大

自然が広がるこの島は、冬期には凍った

ボスニア湾の上を自動車で移動できるほ

ど寒さが厳しい地域です。この過酷な自

然環境がここにしかない特殊な苔を育ん

でいます。

約10年の生育期間
北極圏近くの一部にしか存在しないユ

ニークな地衣類は、採取できるサイズに

なるまで 5～10年の期間を必要としま

す。トナカイの好物でもあるため、自然

環境に配慮して、採取する量や地域も限

られています。条件が揃った自然の森の

中でしか生育できないため、人工的に

栽培することができません。そのため、

出荷量も限られている貴重なものです。

すべてハンドメイド
「サンモス」の生産と加工を行っているハ

イルオト島では、約80年前から森の苔

を採取して様々な用途に利用してきまし

た。POLARMOSS社では、人の手に

よる採取から始まり、選別や染色まで製

造工程のすべてが経験豊富なスタッフに

より手作業で行われています。伝統的な

方法と熟練した手工芸によって、現代的

なインテリアアイテムが製造されます。

安心・安全な着色料
苔本来の色は美しい灰色です。これを

乾燥してから、特殊な着色液に浸しま

す。着色に使用される顔料はドイツ・リ

スクアセスメント研究所（BfR）および

アメリカ・EUで採用されるCONEG 規

格を遵守した、安心で安全なものです。

乾燥後さらに特殊加工を施し柔軟性を

持たせます。これらの処理により育成が

止まり、繁殖することはありません。

Made in Finland
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サンモス

※輸入品は入荷に日数がかかります。ご注文前に在庫と納期をお問合せください。
※価格・仕様はカタログ発行時のものです。予告なく変更する場合があります。
※掲載価格に消費税は含まれていません。

※印刷の為、実物と色や材質感が異なる場合があります。
※形状・寸法は製品特性や生産ロットにより誤差がある場合があります。

Flex
Element
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内装用 天然苔 輸入品

www.mihasishop.jp みはしショップ

Sサイズ

Sサイズ

Sサイズ

Mサイズ

Mサイズ

Mサイズ400×600×50㎜

シートタイプ 銀行銀行銀行
振込振込振込

後払後払後払
OOOKKK

クレジットクレジットクレジット
カカカーーード決済ド決済ド決済インテリアに北欧の大自然を 代金代金代金

引換引換引換

取り付け用のマジックテープが付属しています
サンモス「シートタイプ」には、片面が粘着シートタイプのマジックテープ（面ファスナー）が付属して
います。設置やレイアウト変更が容易なので、プランに合わせて様々なバリエーションが楽しめます。
ベースのフェルトはカッターやハサミでカット可能なので、取り付け場所に合わせたシームレスな取り
付けが可能です。また、柔軟性があるため、ある程度の曲面での使用も可能です。

400×600×50㎜

400×600×50㎜

600×800×50㎜

600×800×50㎜

NMS100G15

NMS100G26

NMS101G15

NMS101G26

G15メイグリーン

G26リーフグリーン

G15メイグリーン

G26リーフグリーン

¥16,500

¥16,500

¥33,000

¥33,000

税抜価格

高さ

高さ

高さ

高さ

幅

幅

幅

幅

厚さ

厚さ

厚さ

厚さ

税抜価格

税抜価格

税抜価格

カラー

カラー

カラー

カラー

品　番

品　番

品　番

品　番

　　　カラーNo　 カラー名

N00 ナチュラル

B02 ブルー

M03 マリン

Y06 イエロー

Y10 フォールイエロー

R11 レッド

G13 ライムグリーン

G16 オリーブグリーン

G25 ダークグリーン

G35 アップルグルーン

F45 フクシャ

R66 オレンジ

B85 ブラウン

C99 カーボンブラック

品番 税抜価格

NMS100N00 ¥25,000

NMS100B02 ¥25,000

NMS100M03 ¥25,000

NMS100Y06 ¥25,000

NMS100Y10 ¥25,000

NMS100R11 ¥25,000

NMS100G13 ¥25,000

NMS100G16 ¥25,000

NMS100G25 ¥25,000

NMS100G35 ¥25,000

NMS100F45 ¥25,000

NMS100R66 ¥25,000

NMS100B85 ¥25,000

NMS100C99 ¥25,000

品番 税抜価格

NMS101N00 ¥50,000

NMS101B02 ¥50,000

NMS101M03 ¥50,000

NMS101Y06 ¥50,000

NMS101Y10 ¥50,000

NMS101R11 ¥50,000

NMS101G13 ¥50,000

NMS101G16 ¥50,000

NMS101G25 ¥50,000

NMS101G35 ¥50,000

NMS101F45 ¥50,000

NMS101R66 ¥50,000

NMS101B85 ¥50,000

NMS101C99 ¥50,000

600×800×50㎜

付属品

マジックテープ

Sサイズ　G15メイグリーン

Sサイズ　G26リーフグリーン

ご注意
摩擦に弱いため、接触により色落ち／色移りする場合があります。取扱いには十分ご注意ください。
また、接触や湿度変化などにより苔の一部が剥離することがあります。

送料別途見積
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サンモス

※輸入品は入荷に日数がかかります。ご注文前に在庫と納期をお問合せください。
※価格・仕様はカタログ発行時のものです。予告なく変更する場合があります。
※掲載価格に消費税は含まれていません。

※印刷の為、実物と色や材質感が異なる場合があります。
※形状・寸法は製品特性や生産ロットにより誤差がある場合があります。

Island
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内装用 天然苔 輸入品

www.mihasishop.jp みはしショップ

270㎜ 440㎜ 570㎜

2
6
0
㎜

3
6
0
㎜

4
7
0
㎜

10
0
㎜

12
0
㎜

14
0
㎜

S size M size L size

NMS200 NMS201 NMS202カラーNo カラーNo カラーNo品番 品番 品番

税抜価格 税抜価格 税抜価格¥25,000 ¥36,000 ¥54,000

アイランドタイプ 銀行銀行銀行
振込振込振込

後払後払後払
OOOKKK

クレジットクレジットクレジット
カカカーーード決済ド決済ド決済インテリアに北欧の大自然を 代金代金代金

引換引換引換

NMS200 G15

NMS201 G35

NMS201 C99

NMS202 N00

NMS202 G13

NMS202 G26

N00 ナチュラル

G16 オリーブグリーン

B02ブルー

G25ダークグリーン

M03 マリン

G26リーフグリーン

Y06 イエロー

G35アップルグルーン

Y10フォールイエロー

F45フクシャ

R11レッド

R66 オレンジ

G13ライムグリーン

B85ブラウン

G15メイグリーン

C99カーボンブラック

取り付け用の専用ブラケットが付属しています
サンモス「アイランドタイプ」には、専用ブラケット（MDF製）とビスお
よびアンカーが付属しています。壁面などにブラケットベースをビス
留めし、本体を引っ掛けるだけで簡単に取り付け可能です。ブラケッ
トは円形なので、お好みの角度で設置可能です。また、ブラケット形状
はS・M・Lサイズで共通なので、付け替えなどのレイアウト変更も
容易です。

付属品

アンカー ビス

ブラケットベース 壁面

ご注意
摩擦に弱いため、接触により色落ち／色移りする場合があります。取扱いには十分ご注意ください。
また、接触や湿度変化などにより苔の一部が剥離することがあります。

※安全のため、取り付け部の材質に適したアンカー等をご使用ください。

送料別途見積
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サンモス

※輸入品は入荷に日数がかかります。ご注文前に在庫と納期をお問合せください。
※価格・仕様はカタログ発行時のものです。予告なく変更する場合があります。
※掲載価格に消費税は含まれていません。

※印刷の為、実物と色や材質感が異なる場合があります。
※形状・寸法は製品特性や生産ロットにより誤差がある場合があります。

Sphere
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内装用 天然苔 輸入品

www.mihasishop.jp みはしショップ

ボールタイプ 銀行銀行銀行
振込振込振込

後払後払後払
OOOKKK

クレジットクレジットクレジット
カカカーーード決済ド決済ド決済インテリアに北欧の大自然を 代金代金代金

引換引換引換

NMS300 カラーNo品番

税抜価格¥30,000
NMS301 カラーNo品番

税抜価格¥40,000
NMS302 カラーNo品番

税抜価格¥50,000
NMS303 カラーNo品番

税抜価格¥90,500

230㎜ 330㎜ 370㎜ 600㎜

S sizeXSsize M size
L size

NMS301 R66

NMS302 G15

NMS303 G25

NMS302 Y06

NMS300 R11

N00 ナチュラル

G16 オリーブグリーン

B02ブルー

G25ダークグリーン

M03 マリン

G26リーフグリーン

Y06 イエロー

G35アップルグルーン

Y10フォールイエロー

F45フクシャ

R11レッド

R66 オレンジ

G13ライムグリーン

B85ブラウン

G15メイグリーン

C99カーボンブラック

付属品 取り付け用のワイヤーとフックが付属しています
サンモス「ボールタイプ」の上下には、ワイヤーを通すための吊りナットが取り付けられています。

そのため、複数のボールタイプを連なるように連続して取り付けることが可能です。吊り下げてご

使用の場合、付属のワイヤー（約1.5m）を吊りナットの穴に通し、クランプでワイヤーの長さを調節

してご使用ください。吊り下げフックをご使用の場合は、取り付け部の材質と強度にご注意くださ

い。XSサイズは約1㎏、Lサイズは約7.6㎏の重量があります。取り付け部の材質に適したアンカー

やフックを使用するとともに、落下防止のため安全を考慮した確実な取り付けを行ってください。

アンカー

吊り下げフック

ワイヤークランプ
（2個）

吊りナット（本体上下）

ワイヤー
（金属製1.5m）

※安全のため、取り付け部の材質に適したアンカー等をご使用ください。

約1.0㎏
約2.2㎏ 約3.0㎏ 約7.6㎏

摩擦に弱いため、接触により色落ち／色移りする場合があります。取扱いには十分ご注意ください。
また、接触や湿度変化などにより苔の一部が剥離することがあります。

ご注意

送料別途見積
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サンモス

※輸入品は入荷に日数がかかります。ご注文前に在庫と納期をお問合せください。
※価格・仕様はカタログ発行時のものです。予告なく変更する場合があります。
※掲載価格に消費税は含まれていません。

※印刷の為、実物と色や材質感が異なる場合があります。
※形状・寸法は製品特性や生産ロットにより誤差がある場合があります。

ヘキサゴンタイプ 銀行銀行銀行
振込振込振込

後払後払後払
OOOKKK

クレジットクレジットクレジット
カカカーーード決済ド決済ド決済インテリアに北欧の大自然を 代金代金代金

引換引換引換送料別途見積

北欧天然苔インテリア

サンモス「ヘキサゴン」

230㎜

ベース：フェルト製

27
0㎜

135
㎜

50
㎜

G26

リーフグリーン

R11

レッド

G15

メイグリーン

M03

マリン

Y06

イエロー

Hexagon

品番 税抜価格

NMS400G26 ¥14,000

NMS400G15 ¥14,000

NMS400Y06 ¥15,000

NMS400R11 ¥15,000

NMS400M03 ¥15,000

　　　カラーNo　 カラー名

G26 リーフグリーン

G15 メイグリーン

Y06 イエロー

R11 レッド

M03 マリン
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内装用 天然苔 輸入品

www.mihasishop.jp みはしショップ

プチインテリア 銀行銀行銀行
振込振込振込

後払後払後払
OOOKKK

クレジットクレジットクレジット
カカカーーード決済ド決済ド決済すべてデザイナーによるハンドメイド 代金代金代金

引換引換引換

デザイナーがひとつひとつ手作りした小さな苔インテリアです。苔本来の“ふわモコ”感そのままのタイプや微細にカッ

トした苔を組み合わせたアートのようなデザイン、フィギュアを置いて森をイメージしたものなど、楽しい小物がいっぱ

いです。机の上や玄関に置いたり、壁に飾ってみませんか。ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。カラーリングに

使用されている着色料は天然由来なので安心・安全です。小さな自然がほっとするひと時を与えてくれるでしょう。

PETIT INTERIOR

摩擦に弱いため、接触により色落ち／色移りする場合があります。取扱いには十分ご注意ください。
また、接触や湿度変化などにより苔の一部が剥離することがあります。

ご注意























銀行振込（先払い）
インターネットからご注文の場合はご注文受付後、弊社よりお送りするメールにて送料を含めた金額とお振込先を
ご案内いたします。（FAXでご注文の場合はご返信のお見積書にてご案内いたします）
注文内容と金額をご確認の上、弊社指定の口座にお振り込みください。

※お振込み手数料はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店（シモアカツカシテン）
普通口座　0089619
口座名義　ミハシ（カ）

ご注文者様と振込名義人のお名前が異なる場合、ご注文入力時に必ず備考欄へご記入いただくか、事前にご連絡をお願いします。
ご入金いただいても照合の確認が取れず配送が滞る場合があります。予めご了承ください。

後払い決済（商品とは別に請求書が届きます）

お支払い方法として
「後払い決済」を選ぶ

決済運営会社より
請求書が届きます

お近くのコンビニ／銀行／郵便局で
お支払いください。（14日以内）

みはしシヨップより
商品が届きます

商品到着と請求書の到着は別になります

みはしシヨップより お近くのコンビニ／銀行／郵便局でお近くのコンビニ／銀行／郵便局でお近くのコンビニ／銀行／郵便局でお近くのコンビニ／銀行／郵便局でお近くのコンビニ／銀行／郵便局で

振込先
銀行口座

クレジットカード決済（インターネット注文のみ対応）
■ご利用可能クレジットカード（一回払いのみ）

■カード発行会社の承認が確認でき次第、商品を発送させて頂きます。
■ご注文後に注文確認メールにてお支払い総額をお知らせ致します。内容を必ずご確認ください。
※128bit SSL 対応をしておりますので クレジットカード番号は 暗号化して送信されます。
※ご注文完了ページの「決済する」ボタンを押してクレジットカード決済をした後に完了されます。
※クレジット会社による与信判定が行われ、承認されるとオーダー完了となります。
※クレジットカードボタンを押してからオーダー完了となるまでに、数十秒かかることがあります。
※カード番号や有効期限に誤りがある場合や、ご利用限度額を超える場合、その他、 クレジット会社が承認を与えなかった場合には、オーダーが完了しません。
※詳細な理由につきましては、お客様がご契約されているクレジットカード会社へ直接お問い合せください。

VISA、MASTER、JCB、アメリカンエクスプレス、DinersClub

※当サービスは株式会社キャッチボールが運営する「後払い .com（ドットコム）」により提供されます。※与信結果が不通過だった場合、他の決済方法をご利用頂く場合があります。

領収書について
領収書の発行をご希望の際は、商品ご購入時に備
考へお宛名を記載の上ご連絡ください。 日付につ
きましては、商品出荷日を記載しております。

注文後のお支払方法の変更
ご注文完了後、お支払方法を変更される場合は、
速やかにご連絡ください。出荷のタイミングによっ
てはご希望に沿えない可能性もございます。予めご
了承ください。

税抜表示
本カタログは総額表示義務に関する特例に
対応する為、誤認防止措置を実施し全商品を
税抜表示しております。ご理解・ご了承の程
お願い申し上げます。

ご利用になれるコンビニエンスストアは全国約4万店舗 !!

ショッピングガイド



コピーして
ご利用ください

ＦＡＸ
送信方向

ＦＡＸ
送信方向

●送信前にご注文内容を再度ご確認ください！

ＦＡＸ送信先：03-5997-1407

その他ご連絡メモ

ご注文日 年　　　月　　　日

電話番号

ご住所

FAX番号

氏名
（ご担当者名）

ご注文者情報

－　　　　　－

－

－　　　　　－

フリガナ

〒

フリガナ

貴社名

Ｅメールアドレス

枚目 /　　　　枚中注文シート枚数

＠

ご注文の際は本シートにご記入の上、FAXにてお送りください。在庫確認の上、送料を含めた【お見積書】をご返信致します。
在庫の状況により、商品がご用意できない場合はご連絡致します。
※FAX注文でのお支払い方法は【銀行振込（先払い）】となり、当社にてご入金確認後の発送となります。
※当社休業日中に送信頂いたご注文は翌営業日より順次対応させていただきます。
※万が一、FAXを送信後3日以上（休業日を除く）当社より連絡が無い場合はお問合せください。
※FAXからご注文の場合、お買い物ポイントは付加されません。

ＦＡＸ注文専用シート

ご注文者様ご住所以外へお届けを希望される場合は下記にご記入ください。
ご記入の無い場合はご注文者様ご住所へのお届けとなります。

電話番号

ご住所

FAX番号

合計金額

氏名
（受取人名）

お届け先情報 ！

－　　　　　－

－

－　　　　　－

フリガナ

〒

フリガナ

会社名

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

総合計金額

単価 合計金額数量商品コード/ 型番

ＦＡＸ
送信方向

ＦＡＸ
送信方向

注

※送料別：お見積りご返信時にご案内致します。

お問い合わせ
TEL：0120-095-521（フリーダイアル）
　　　03-5967-0525（携帯電話の方）
Eメール：info@mihasishop.jp



華飾市場ビル1F   みはし株式会社 通販事業部

お問い合せはみはしショップまで

TEL 03-5967-0525 FAX 03-5997-1407

9：00～17：00（平日のみ）営業時間

所在地

E-mail : info@mihasishop.jp

〒175-0082 東京都板橋区高島平6-2-5

0120-095-5210120-095-521

サンモス  2020.10

500ポイントプレゼント！
新規会員登録

新規会員登録で1ポイント1円として使える
500ポイントを進呈！さらに！お買い上げ
金額100円につき1ポイントを付与！

後払い決済をはじめ、クレジットカード、
銀行振込でのお支払いが可能です。個人
様、法人様もご利用できます。

商品材質別にご用意しています。形状および
カラーのご指定はできません。万一品切れの
際はお時間ををいただく場合があります。

後払いOK
各種決済方法に対応

無料サンプル
無料の商品見本をご用意

ご注文は便利でお得なインターネットから

www.mihasishop.jp みはしショップ

今すぐダウンロード！

みはしショップ公式アプリ登場！
アプリ限定 割引クーポン 最新情報のプッシュ通知 豊富な施工事例

お買い物から最新情報まで
　　　 これ一つで便利に！！

サンメントのみはし グループショールーム

首都高5号線高島平出入口より 約1㎞
都営三田線新高島平駅北口より 徒歩1分

営業時間▶ AM9：00～PM5：00
所在地 お問合せ東京都板橋区高島平6-2-5 0120 ＿080＿384 華飾市場

OUTLET SALE
みはし  アウトレット


