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マインドシフトギアは、自然保護に力を入れるフォトグラファーのひとりであるダニエル・ベルトラと、フォトギアで不動の地位
を確立したシンクタンクフォトのクリエイターたちによって 2012 年に発足しました。彼らは自然をこよなく愛し、その一片を写
真として切り取ることに情熱をかたむけ、そのためのギアをつくりました。"Engage with Nature" は彼らのスローガンとして、
ただ単にアウトドア・フォトグラフィーを楽しむだけでなく、写真を通して自然との協調・共生を育むことを目標としています。

三脚の取付が
できます。

タブレット収納部分
があります。

収納可能なノートPC のサイズを
表しています。

カタログ 中の
記号について

レインカバーが
付属します。



小貝 哲夫 （Tetsuo Kogai）　

1960 年　東京生まれ

体育大学卒業後、青年海外協力隊に参加。帰国後パラグライダー販売
業の傍ら、世界中を旅する。1999 年フリーランスとして独立。人生、
興味、趣味の中を旅する「Traveler」と称し、その交差点で仕事をす
るというコンセプトの「CROSSROAD」を主宰。パラグライダー専
門誌を中心にアウトドア、旅、モノ、レスキュー、ミリタリーなど守備
範囲の広いフォトライターとして活動中。

　マインドシフトギアの輸入が始まったのは 2014 年。当時、アウトドアの

フットワークを重視してミラーレスカメラをメイン機材にしたものの、コン

パクトなシステムを効率よく収納できる理想のカメラバッグがありませんで

した。そんな私にとってマインドシフトギアは直球ストライクでした。その

後も次々とニューアイテムが増えていきますが、かゆいところに手が届く理

想のカメラバッグたちです。メインに使っている「バックライト26L」は、カ

メラバッグをおろさずに機材を出し入れできるユニークなモデル。ミニマル

な撮影行で活躍するローテーション180°シリーズはマインドシフトギアの

DNAを引き継ぐモデルで、用途に応じて異なるサイズが揃っています。逆に

大量の機材を持ち込み、腰を据えて撮影するときは大容量のファーストライ

トシリーズが便利で 20L/30L/40L の 3 サイズ展開です。

　ミラーレスカメラユーザーに特にお 薦 めしたい のは「フォトクロス

10/13」「トレイルスケイプ 18L」「サイドパス14L」の 3 モデルです。

　ワンショルダータイプのフォトクロスシリーズは、人混みの中や公共交通

機関の移動時に邪魔にならず機材を持ち運べ、撮影時には直ぐに取り出せ

る優れもの。素材にもこだわりアウトドアでも頼もしい存在です。スマート

に機材や資料を持ち歩きたいアウトドアコーディネーターにもお薦めです。

　いくら軽量コンパクトなミラーレスでも、カメラバッグに目一杯詰め込ん

でしまえば重量もそれなりになり、肝心な行動を制限してしまいます。まさ

にミラーレスのための丁度良いサイズが「トレイルスケイプ 18L」です。

　女性にも人気のミラーレスですが、多くのカメラバッグは女性が背負うに

は大きく、無骨なものばかり。二層構造のコンパートメンを持つ「サイドパス

14L」は、肩口からバックパックへ流れるようなラインが秀逸。小柄な女性

でもバックパックが大きく見えないのが魅力で、珍しいカーディナルレッド

のカラーもポイントです。

　ミラーレスシステムとマインドシフトギアとの相性は抜群、ユニークで使

い勝手の良いモデルが揃っています。あなた好みのバックパックと一緒にア

クティブなアウトドアフォトグラファーライフを楽しんで下さい。

MindShift GEAR アンバサダー case.2

二神 慎之介 （Shinnosuke Futagami）

1977年　愛媛県生まれ

雑誌・広告への写真素材の提供や映画の劇中写真集等を担当。ライ
フワークとして、北海道の「森のヒグマ」をメインの被写体に、野生動
物・自然風景の撮影を続ける。現在は東京在住。本州の野生動物撮
影にも取り組んでいる。
http://sinh11.com

　長い時間歩いてフィールドに分け入り、いつ現れるかわからない被写体に

備える野生動物の撮影において、カメラバッグの担う役割はとても大きい。

単なる収納用具ではなく、撮影者の行動をサポートする重要なギアのひと

つとして考えるべきなのだと私は思います。

　500mm/F4 等の超望遠レンズに、カメラボディ。それから防寒具やレ

インウェアなど撮影以外にも自らを守る道具たち。これらをバランスよく背

負い、かつフィールドで素早く、ストレスなく出し入れできるバッグに必要

なのは「剛健さ」と「シンプルさ」。私が愛用する「ファーストライト40L」は、

その両方を兼ね備えた信頼できるカメラバッグです。また、ショルダーベル

トが厚く、しっかりした作りであることも非常に重要な要素。もしあなたが

「歩いて撮る」スタイルの写真家であるなら、疲労を軽減してくれるその恩

恵を十分に受けることができるでしょう。

　その魅力を詰め込んで一回り小さくしたのが、2017年に新たに登場し

た「バックライト36L」。500mm/F4 を装着したボディをそのまま収納で

きるスペースがありながら、ウエストベルトで固定したまま背面のバッグを

ぐるりと前面に回し、立ったまま大きな機材を取り出せるその便利さは、撮

影者にとって非常に有難いもの。また、ボディ 2 台に 24-70、70-200、

14-24 等 F2.8 のレンズ 3 本に加えてクリップオンストロボ、さらに衣服

やジャケットなどを入れてもまだ余裕のある収納量を誇るので、飛行機や

新幹線などで長時間移動する数日間の撮影行にも非常に便利。ネイチャー

写真だけではなく様々な撮影シーンで活躍してくれます。

　また、抜群の機動力でライト＆ファストな撮影をサポートしてくれるの

が、スリングバッグの「フォトクロス13」。ボディ+ 80-400mm などの望

遠ズームレンズにぴったりの容量で、歩きながら野鳥を探すような撮影には

うってつけのモデルといえます。

　大切な機材を預けるカメラバッグには、背負った時のフィット感、安心感

はとても大切です。これらのモデルはぜひ一度皆さんにも背負ってみてほし

い。そうすれば、きっとマインドシフトギア製品の魅力に気付いていただけ

るのではないでしょうか。
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開閉できるバックパネルにより、バッグを降ろすことなく機材に
アクセスができます。

15 インチノートPC に加えて、様々なグッズを
収納できるフロントポケット

視認性の良い半透明ポケット三脚、トレッキングポール、アックス取付イメージフラップのゴム紐を首にかければ、開けたまま作業が
できます。

バックライト 36L　BackLight® 36L

￥40,000（税抜）

グリップ付一眼レフ2 台と、標準ズームレンズを加えたレンズを 6-8 本収
納可能です。最大収納レンズは 600mm F4です。

外寸：H57 × W35 × D26cm　内寸：H53.5 × W32 × D18cm 
PC 収納部内寸：H41 × W28.5 × D2.5cm　　　　　　　　　　　　　
容量：36L　重量：2.2kg（全オプション装着時）

チャコール	  0819865013632
ウッドランドグリーン	 0819865013649

収納イメージ

バックライト 18L　BackLight® 18L

￥26,000（税抜）

大型ミラーレスカメラ2 台と、標準ズームレンズを加えたレンズを3-4 本
収納可能です。最大収納レンズは 300mm F2.8 です。

外寸：H47 × W27 × D18cm　内寸：H42.5 × W24 × D14cm 
PC 収納部内寸：H35 × W22.5 × D2.1cm　　　　　　　　　　　　　
容量：18L　重量：1.6kg（全オプション装着時）

チャコール	  0819865013557
ウッドランドグリーン	 0819865013564

収納イメージ

収納イメージ

バックライト 26L　BackLight® 26L

￥36,000（税抜）

中型一眼レフ1台と、4-6 本のレンズ、アクセサリーなどを収納可能です。
最大収納レンズは 200-400mm F4です。

外寸：H51.5 × W29 × D20cm　内寸：H49 × W26 × D15cm 
PC 収納部内寸：H38.8 × W25.5 × D2.5cm　　　　　　　　　　　
容量：26L　重量：1.8kg（全オプション装着時）

チャコール	  0819865013601
ウッドランドグリーン	 0819865013625

バックライト シリーズ

背面に備えるバックパネルを開ければ、バッグを降ろさずに全ての機材にアクセスできます。カメラ収納部以外にも様々なグッズの収納、PC 収納部をフロントコンパートメントに備えています。
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ウッドランドグリーン

ウッドランドグリーン

ウッドランドグリーン

チャコール

チャコール

チャコール



20L 収納イメージ 30L 収納イメージ 40L 収納イメージ
視認性の良い半透明ポケット

ファーストライト シリーズ

三脚取付イメージ

体型に合わせてショルダーベルトを調整し、長時間の移動にも対応します。色はブラックのみ。
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ファーストライト 20L　FirstLight® 20L

￥33,000（税抜）

中型一眼レフ1台、標準レンズ4-6 本収納可能です。最大収納レンズは
200-400mm F4です。　　　　　　

外寸：H47.5 × W29 × D17.8cm　　　　　　　　　　　　　　　　
内寸：H44.5 × W27.5 × D13.5cm　　　　　　　　　　　　　　　
容量：20L　重量：1.9kg（全オプション装着時）

20L	 0819865013502

ファーストライト 40L　FirstLight® 40L

￥46,000（税抜）

グリップ付一眼レフ2 台、標準レンズ 6-8 本など収納可能です。最大
収納レンズは 600mm F4です。

外寸：H55 × W35 × D22.9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　
内寸：H51 × W34 × D18.5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　
容量：40L　重量：2.7kg（全オプション装着時）

40L	 0819865013540

ファーストライト 30L　FirstLight® 30L

￥39,000（税抜）

グリップ付一眼レフ1台、標準レンズ4-6 本など収納可能です。最大収
納レンズは 500mm F4です。

外寸：H48.3 × W30.5 × D22cm　　　　　　　　　　　　　　　　
内寸：H46 × W28.5 × D18cm　　　　　　　　　　　　　　　　　
容量：30L　重量：2.4kg（全オプション装着時）

30L	 0819865013526

30L 20L 40L
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バッグの両側面に装備された、ウォーターボト
ルなどを収納できるドローコード付ポケット

13 インチまでのラップトップ、10 インチまで
のタブレットを収納できるダブルポケット

キヤノン 5D Mark4 キット収納イメージバッグ側面には三脚や一脚、トレッキングポー
ルを取付可能

チャコール

カーディナルレッド

トレイルスケイプ18L 0819865013809

トレイルスケイプ18L　TrailScape 18L　　￥17,000（税抜）

コンパクトな形状ながらも必要十分なカメラ機材を収納できる、使い勝手の良いバックパックです。中型一眼レフ1台、標準ズームレンズ4-6 本収納可能です。最大収納レンズは 300mm F2.8 です。

外寸：H46 × W25 × D18cm　内寸：H44 × W24 × D12cm　PC 収納部内寸：H36 × W22.7 × D3cm　容量：18L　重量：1.3kg（全オプション装着時）

サイドパス　SidePath　　￥12,000（税抜）

バッグ内部の上部にタブレット、アクセサリーを収納、下部にはカメラ機材を収納できます。中型一眼レフ1台、単焦点レンズ 2 本収納可能です。

外寸：H47 × W26 × D15cm　カメラ収納部内寸：H15 × W24 × D14cm　タブレット収納部内寸：H25 × W22 × D2cm　容量：14L　重量：700g（全オプション装着時）

チャコール 0819865013700　　カーディナルレッド 0819865013717

10 インチまでのタブレットや1.5L までのハ
イドレーションを収納できるメインコンパート
メント上段スリーブ

収納イメージ

跳ね上げ蓋構造によりメインコンパートメント
を一つにして使用可能

バッグ背面のカメラ機材取り出し口



長時間フィールドで背負っていても快適にフィットしながらも、素早くカメラへアクセスできます。

マインドシフトギア製品の中で最も軽量なバックパックです。サイドパネルからカメラの出し入れが可能です。色はブラックマグマのみ。

25L 開口部収納イメージ 36L 開口部収納イメージ

ウルトラライト シリーズ

ウルトラライト デュアル 25L　UltraLight™ Dual 25L

￥24,000（税抜）

中型一眼レフにレンズを2 本、もしくは大型ミラーレスカメラ、レンズ 3 本程度収納可能です。

外寸：H49.5 × W26 × D17cm　カメラ収納部内寸：H19 × W23 × D13cm　　　　　　　　　　　　　　
PC 収納部内寸：H40 × W26　容量：25L　重量：1.3kg（全オプション装着時）

25L 0819865013038

ウルトラライト デュアル 36L　UltraLight™ Dual 36L

￥28,000（税抜）

中型もしくは大型一眼レフにレンズ 2-4 本程度とアクセサリーが収納可能です。　　　

外寸：H53.5 × W28 × D22cm　カメラ収納部内寸：H25 × W25 × D16.5cm　　　　　　　　　　　　　
PC 収納部内寸：H49 × W26.5　容量：36L　重量：1.5kg（全オプション装着時）

36L 0819865013069

フォトクロス シリーズ
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フォトクロス13 ／オレンジエンバー

フォトクロス13 収納イメージ

フォトクロス10 収納イメージ

バッグのサイドからカメラを素早く取り出せます。

フォトクロス10 ／カーボングレー

フォトクロス10　PhotoCross™ 10

￥14,000（税抜）

中型一眼レフにレンズを1-2 本程度、もしくはミラーレスカメラと3-5 本収納
可能。10 インチまでのタブレットを収納可能。　　　

外寸：H40.5 × W28 × D16cm　内寸：H31.8 × W18 × D12.2cm　    
タブレット収納部内寸：H27.9 × W20.8 × D1.5cm　　　　　　　　　　　　
容量：7.5L　重量：1kg（全オプション装着時）

オレンジエンバー	 0819865014219
カーボングレー	  0819865014202

フォトクロス13　PhotoCross™ 13

￥16,000（税抜）

中型一眼レフにレンズを2-4 本程度。13 インチまでのノートPC を収納可能。
　　　　　　　　

外寸：H45 × W32 × D18cm　内寸：H36 × W24 × D14cm　　　　 
PC 収納部内寸：H33 × W23 × D2.5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　
容量：11L　重量：1.1kg（全オプション装着時）

オレンジエンバー	 0819865014233
カーボングレー	  0819865014226



ローテーション180° プロフェッショナル rotation 180°Professional 　　 ￥58,000（税抜）

ローテーション180° プロフェッショナル デラックス rotation 180°Professional Deluxe ￥75,000（税抜）

ローテーション180° プロ バンドルド アクセサリー キット rotation 180°Pro Bundled Accessories Kit ￥20,000（税抜）

回転するベルトパックを使えば、素早くカメラにアクセスできます。収納部分も確保されています。

バックパック外寸：H57 × W34 × D27cm　バックパック内寸：H35.5 × W30.5 × D20.3cm　ベルトパック内寸：H17.8 × W31.7 × D17.8cm　バックパック容量：29.6L　ベルトパック容量：7.87L　重量：2.5kg　　 
※デラックスはアクセサリーキットが同梱されています。内容：アタッチメントストラップス、プロフォトインサート、トップポケット、トライポッドサスペンションキット

ローテーション180°プロフェッショナル デラックスローテーション180°プロフェッショナル

70-200mm F2.8 クラスのレンズ( フード逆付 ) を装着したグリップ付一眼レフやグリップ付一眼レフと2 本のレンズなど、仕切りを工夫するこ
とによって様々な機材に対応します。

プロフェッショナル	  0819865012000

プロフェッショナル	デラックス	  0819865012109

プロ	バンドルド	アクセサリー	キット	 0819865012055

カメラを収納しているベルトパックをぐるりと180°ローテーションさせて素早くカメラに
アクセスできるシリーズです。カメラ以外の荷物を収納する部分も十分に確保され、自然の
中や旅先で快適なクリエイティブタイムを楽しめます。カメラを取り出す際にバックパック
を地面に置かなくて済むため、水や砂などから機材を守ることもできるほか、カメラを収納
するベルトパックは単体でも使用出来るので、バックパック本体をテントやホテルに置いて
撮影機材を入れたベルトパックのみで行動することも可能です。

ローテーション180° シリーズ
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製品名 バックパック外寸 総重量 バックパック内寸（上部気室） バックパック容量（上部気室） ベルトパック内寸 ベルトパック容量

ローテーション 180°プロフェッショナル H57 × W34 × D27cm 2.5kg H35.5 × W30.5 × D20.3cm 29.6L H17.8 × W31.7 × D17.8cm 7.87L

ローテーション 180°ホライゾン H62 × W28 × D23cm 1.8kg H28 x W22 x D18.8cm 27L H20 × W25.5 × D14cm 7L

ローテーション 180°パノラマ H50 × W25 × D21cm 1.3kg H21 × W24 × D12cm 16.6L H19 × W24 × D12cm 5.4L

フロントポケットは拡張でき、ダウンジャケットやレイ
ンジャケットなど、ウェア類を収納するのに最適。

右側ポケットには GPS や携帯電話、スマートフォンな
どを収納可能。



ローテーション180°ホライゾン　rotation 180°Horizon　　￥27,000（税抜）

メインパックには大きめの機材、クライミング用品、ノートPC などを収納できるスペースがあります。ベルトパックの容量も7Lと収納力のあるサイズが特徴です。

外寸：H62 × W28 × D23cm　内寸：H28 × W22 × D18.8cm　ベルトパック内寸：H20 × W25.5 × D14cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
バックパック容量：27L　ベルトパック容量：7L　重量：1.8kg

チャコール 0819865012154　 タホブルー 0819865012161

ローテーション180°パノラマ　rotation 180°Panorama 　　￥20,000（税抜）

カメラボディ、レンズはもちろん、十分な収納部も持つ万能モデルです。8 インチタブレットの収納や、三脚の取付も可能です。

バックパック外寸：H50 × W25 × D21cm　バックパック内寸：H21 × W24 × D12cm　ベルトパック内寸：H19 × W24 × D12cm　　　　　　　　　　　　　　　　　      
バックパック容量：16.6L　ベルトパック容量：5.4L　重量：1.3kg

タホブルーチャコール

ベルトパック収納イメージ

上部ポケットは小物類の収納に最適です。チャコール 0819865012208　 タホブルー 0819865012215
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タホブルー

チャコール

ベルトパック収納イメージ

メインコンパートメント収納イメージ三脚取付イメージ

バックパック背面部に13 インチノートPC 収納可能

ハイドレーション収納イメージ



アウトバウンド ホルスター シリーズ

アウトバウンド ホルスター 10　　　　
OutBound Holster 10　　　　　　　　　　
￥8,400（税抜）

大型ミラーレスカメラと標準ズームレンズ1本、もしくは小型一眼レフとレンズ1
本を収納可能です。　　　　　　　　　　　　　

外寸：H21.5 × W18.5 × D16cm　内寸：H17 × W15 × D9.5cm　　　　
重量：510g（全オプション装着時）

10 0819865017166

アウトバウンド ホルスター 20　　　　
OutBound Holster 20　　　　　　　　　　
￥9,600（税抜）

中型一眼レフと標準ズームレンズ1本、もしくは大型ミラーレスカメラと標準レン
ズ1本を収納可能です。

外寸：H26.5 × W21 × D16.5cm　内寸：H21.5 × W18.5 × D11.5cm　
重量：550g（全オプション装着時）

20 0819865017180

アウトバウンド ホルスター 30　　　　
OutBound Holster 30　　　　　　　　　　
￥10,800（税抜）

中型一眼レフと標準ズームレンズ1本、もしくはグリップ付一眼レフと標準ズーム
レンズ1本を収納可能です。

外寸：H34 × W21.5 × D16.5cm　内寸：H28.5 × W18.5 × D11.5cm　
重量：600g（全オプション装着時）

30 0819865017203

アウトバウンド ホルスター 50　　　　
OutBound Holster 50　　　　　　　　　　
￥12,000（税抜）

グリップ付一眼レフと標準ズームレンズ1本、もしくはブラケット付中型一眼レフ
と標準ズームレンズ1本を収納可能です。

外寸：H34 × W21.5 × D22cm　内寸：H28.5 × W18.5 × D16.5cm　
重量：700g（全オプション装着時）

50 0819865017227

付属のレインカバーはフック& ループ付き。

上蓋裏には半透明の小物入れがあります。液晶を保護するディバイダー

内部のアクセサリーループマルチマウントストラップシステムにより、様々な装着方法で持ち運べます。

ハイキングや旅行に最適なカメラホルスターバッグです。シチュエーションに合わせて 5 通りの使用方法から選べます。色はブラックのみ。
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ハウス オブ カーズ
House of Cards

￥2,600（税抜）

6 枚の CFカード、3 枚の SDカードを収納できるメモリーカードウォ
レットです。開閉はバンジーコードを使用し、音が出ません。　　　　

外寸：H7 × W12 × D1.3cm　重量：45g

ハウス	オブ	カーズ／タホブルー 0819865019405

CF カードアゲイン
CF Card-Again

￥1,900（税抜）

4 枚の CFカードもしくは XQDカードが収納できるコンパクトなメモ
リーウォレットです。

外寸：H6.3 × W11 × D1.3cm　重量：28g

CF	カードアゲイン／グリーンストーン 0819865019429

SD カードアゲイン
SD Card-Again 

￥1,900（税抜）

6 枚の SDカードが収納できるコンパクトなメモリーウォレットです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外寸：H6 × W11 × D1.2cm　重量：25g

SD	カードアゲイン／トワイライトブルー 0819865019436

ローテーション 180° パノラマ/ ホライゾン フォト インサート
rotation 180°Panorama/Horizon Photo Insert

￥6,400（税抜）

ローテーション180°パノラマ、ホライゾン、ウルトラライト25L、
36L 用のインサートです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

外寸：H25 × W24.1 × D15.2cm　　　　　　　　　　　　　　　　
内寸：H24 × W22.9 × D14cm　重量：300g

パノラマ／ホライゾン	フォト	インサート 0819865018200

レンズ スイッチ ケース
Lens Switch Case

￥6,200（税抜）

ローテーション180°プロフェッショナルのベルトレールに取り付けて
使うことができます。17-40mm、24-70mm、70-200mmまで
のレンズが収納可能です。

外寸：H18 × W11.5 × D8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拡張時外寸：H26 × W12.5 × D9cm　重量：170g

レンズ	スイッチ	ケース 0819865019061

使用例

トライポッド サスペンション キット　Tripod Suspension Kit

￥7,000（税抜）

バックパックに取り付けることによって、三脚を吊り下げて持ち歩けます。両手をフリーにでき、
使用時はすぐに取り外して使用が可能です。　　　　　　

ストラップ全長：76cm　　ストラップ調節幅：61cm　耐荷重：9kg　重量：100g　

トライポッド	サスペンション	キット 0819865019009

ローテーション 180° ホライゾン レイン カバー　rotaiton 180° Horizon Rain Cover　￥2,800（税抜）

ローテーション 180° パノラマ レイン カバー　rotaiton 180° Panorama Rain Cover　￥2,400（税抜）

ローテーション180°シリーズ用のレインカバーです。ベルトバッグ専用カバーも同梱されています。

重量：102g

ホライゾン	レインカバー	 0819865018224　パノラマ	レインカバー	 0819865018231

ローテーション180°プロフェッショナルへの装着例

フィルター ハイブ　Filter Hive

￥7,200（税抜）

角フィルター、丸フィルターが最大各 6 枚とアクセサリーを収納できる
ケースです。

外寸：H13.5 × W20.5 × D10cm　重量：300g　　　　　　　　　　
角フィルタースロットサイズ：H110 × W170mm　　　　　　　　　　　　
丸フィルタースロットサイズ：H91 × W86mm

フィルター	ハイブ 0819865019153

フィルター ハイブ ミニ　Filter Hive Mini　
￥4,000（税抜）

100 × 150mm のフィルターを4 枚収納可能です。収納部は色分け
されており、取り出しやすくしています。

外寸：H11.5 × W18.5 × D4cm　重量：94g

フィルター	ハイブ	ミニ 0819865019214

フィルター ネスト　Filter Nest
￥6,400（税抜）

背面にベルトループがあり、バックパックなどに取り付けられます。最
大 8 枚収納可能です。

外寸：H11 × W20.5 × D7.5cm　重量：200g　　　　　　　　　　
丸フィルタースロットサイズ：H90 × W86mm

フィルター	ネスト 0819865019177

フィルター ネスト ミニ
Filter Nest Mini

￥3,400（税抜）

直径 82mmのフィルターを4 枚収納可能です。収納部は色分けされて
おり、取り出しやすくしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

外寸：H9 × W10 × D4cm　重量：71g　　　　　　　　　　　　　

フィルター	ネスト	ミニ 0819865019207

アクセサリー
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