SYSTEM シリーズの特徴

スタンダードカラーとプレミアムカラー

STANDARD COLOR 5K3000LM

システム 01 バージョン 3
セット価格

￥65,000（税抜）

SYSTEM01-3 / SYSTEM02-2

スタンダードモデルがさらなるバージョンアップ
［色温度］5000K ［演色性］Ra80
［連続点灯時間］1000lm / 310min ～ 2500lm / 60min
［最大光量］3000lm

最大光量 3000 ルーメンの高演色（Ra80）スタンダードカラー LED とコンパクトバッテリー搭載の
SYSTEM01 バージョン 3、大容量バッテリー搭載の SYTEM02 バージョン 2

SYSTEM02 プレミアムカラー

最高クラスの高演色 Ra95 に加え、水に吸収される波長帯をスペクトルチューニングした LED と大容量バッテリー
を搭載した SYSTEM02 プレミアムカラー。
※光の性質が自然光（太陽光）に近いかどうかを表現する基準。100 に近いほど演色性は良いとされます。

ワンタッチで接続が可能なモジュレーションシステム

本体を光源（ライトモジュール）と電源（バッテリーモジュール）の２つにモジュール化。
RGBlue オリジナルの O リングのねじれを回避する、独自のバヨネット接続構造により簡単な操
作で着脱できます。バッテリーモジュールを複数用意したり、一つのバッテリーモジュールでス
タンダードカラー、プレミアムカラーのライトヘッドを使い分けることもできます。
※過去に発売された SYSTEM シリーズのライトモジュール、バッテリーモジュールは全て相互に
接続可能です。
※SYSTEM シリーズはモジュール単位での購入が可能です。

クラス最長点灯時間を誇る大容量バッテリー
システム 0２ バージョン２

［色温度］5000K

［演色性］Ra80

［連続点灯時間］1000lm / 600min ～ 2500lm / 120min

セット価格

￥77,000（税抜）

［最大光量］3000lm

また、航空機での移動の際にライトモジュールを取り外し、バッテリー側に付属の絶縁キャップ
またはモジュールキャップを取り付けることにより機内持ち込みが可能となります。

フラットな照射角 100°の広配光

シンプルオペレーションと万全の安全機構

付属の集光レンズで照度を 2 倍にアップ

スタンバイ、ON/OFF、４段階調光、無段階調光を直感的にプッシュボタン

ムラのないフラットな配光は、ビデオや広角撮影にも十分な 100°
の照射角を確保。十分な光量に加え、付属の集光レンズで 60°に絞
り、照度をさらに上げることが可能です。

YSアダプターセット

PREMIUM COLOR 4.2K2200LM

ら自動的に最小光量で点灯し続ける機能をはじめ、オーバーヒートコント
な要因に対して安全対策を盛り込んでいます。

SYSTEM02-2

SYSTEM02 プレミアムカラー

集光レンズ

YSAN-01

電池切れによる突然の消灯を防ぐため、バッテリー残量が残り５％になった
ロール、過充電、過放電、短絡防止、オーバープレッシャーバルブなど、様々

※陸上で１M 先の照度を比較した場合

SYSTEM01-3

2 個のみで行い、バッテリー残量は４色の LED で表示します。

CL60-49M

バッテリーモジュールキャップ
RGB-CAP1

スペクトルチューニングによる高彩色と大容量バッテリー
システム 0２ プレミアムカラー
セット価格

￥80,000（税抜）

［色温度］4200K

［最大光量］2200lm

ライトモジュールキャップ
RGB-CAP2

装着例

［演色性］Ra95

［連続点灯時間］500lm / 600min ～ 1800lm / 120min

同梱アクセサリー

YSアダプター装着例

市販されているアームなどに接続
するためのアダプターとノブのセ
ットです。

照射範囲を100°から60°に絞ること
で、より照度を上げることができる
レンズ。光学レンズと拡散レイヤー
の二重構造により配光は、フラット
かつ色ムラもありません。フィルタ
ー類との組合せが可能、レンズどう
しの組合せはできません。

ACアダプター充電セット

ハンドグリップ02

ACBP-01

RGB-HG02

ハンドグリップ02装着例

BCなどに直接取付けられるクリップ機構
付きのガングリップタイプ。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

バッテリーモジュールを充電する時に
使用するACアダプターと専用充電プラ
グのセットです。100V～240V対応で
、海外用のプラグA型、C型、BF型の3
種類が付け替えられます。

※SYSTEM02-PCは絶縁キャップとなります
移動、保管時等のゴミ、埃の付着等から
Oリング面、接点部を保護し、確実に絶
縁します。バヨネット方式で簡単、確実
に着脱できます。※防水機能はありませ
ん。

メンテナンスキット
RGB-MK01

スペアOリング、Oリングリムーバー、
専用シリコングリス、充電端子専用綿
棒のキット。

装着例

※SYSTEM02-PCには付属しません

移動、保管時等のゴミ、埃の付着等から
Oリング、接点部を保護します。バヨネ
ット方式で簡単、確実に着脱できます。
※防水機能はありません。

専用ケースL
EC02

本体をはじめ、YSアダプターセット、
ハンドグリップ02、集光レンズ、AC
アダプター充電セット、メンテナンス
キット、別売のフィルターが1枚入る
専用ケースです。

SYSTEMシリーズはモジュール単位、および同梱アクセサリーのみでもお買い求めいただけます。
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SYSTEM01-3/ SYSTEM02-2 / SYSTEM02-PC 別売りアクセサリー
スヌートキット

サーチライトアダプター

RGB-SN01
￥6,000（税抜）

DOUBLE MOUNT BASE

ライトブレード

RGB-SA01
￥6,000（税抜）

被写体をピンポイントで照らし、

専用光学レンズを使用し照射範囲

配光の一部をカットすることで浮

背景を暗くしたい場合に有効なア

を100°から30°に絞ることで、よ

遊物の写り込みを軽減し、被写体

ダプター。部品の組合せにより、

り遠くを照射させるサーチライト

をよりクリアに映し出します。

3種類のスポット光が演出できま

として使用する事ができます。シ

360°回転するブレードにより、

す。標準同梱品の集光レンズと組

リコンゴム製のアダプターは水中

水中での配光調整が容易に行えま

合せて使用します。

着脱を容易にし、紛失防止ネジを

す。

ダブルマウントベース

YS-D1/2マウントベースL/Rセット

Z240マウントベースL/Rセット

ライトを2台マウントするベース
パーツ。付属のパーツでINON社
ストロボS2000を接続すること
も可能です。YSアダプターやボ
ールアダプターとの併用で使用し
ます。

シーアンドシー社製水中ス
トロボ YS-D1及びYS-D2と
全てのRGBlue水中ライトが
接続でき、アームなどに固
定することができます。

INON 社製水中ストロボ
Z240 及びD2000 と全ての
RGBlue 水中ライトが接続
でき、アームなどに固定す
ることができます。

RGB-DMB1
￥3,500（税抜）

RGB-BLD1
￥12,000（税抜）

RGB-YSM1
￥6,000（税抜）

RGB-ZMB1
￥6,000（税抜）

付属。フィルターの同時使用や、
レンズどうし の組合せはできま
せん。

ライトブレード取付例

Φ8mm+Φ16mm

Φ8mm

Φ16mm

スヌートエクステンションΦ4mm
RGB-SNEX1
￥1,500（税抜）

スヌートキットRGB-NS01の追加パーツ。

サーチライトアダプター装着例

スヌートキットRGB-NS01の先端に取付け

ライトブレード角度調整前

ライトブレード角度調整後

ることでスポットの大きさをさらに小さく
することができます。

GOPRO ADAPTER

スヌートエクステンションΦ4mm 取付例

レッドフィルター

色温度変換フィルター（6000K）

RF01-49M
￥3,000（税抜）

CCF6-49M
￥3,500（税抜）

光に反応しやすい生物を照らす場合に有効な光学フィルター、
集光レンズやその他のフィルターと連結が可能です。

白みを強調したいときなど、光源の色温度を5000Kから
6000Kに変換します。集光レンズやその他のフィルターと
連結が可能です。

減光フィルター（1/2）

GoProアダプター

ハンドグリップ01

ライトに直接GoProを取付けるためのアダ
プターです。ハンドグリップ０１との併用
で、コンパクトな撮影キットが可能です。
GoPro®は、米国その他の国々で登録された
Woodman Lab,Incの登録商標です。

標準同梱品のYSアダプターと使用する
ことで、アングルが自由に変えられる
ためGoProアダプターとの併用に有効
なグリップです。

RGB-GA01
￥3,500（税抜）

RGB-HG01
￥3,900（税抜）

ND2-49M
￥3,000（税抜）

装着例

最小光量でも明るい場合に、光量を1/2に減光することができ
ます。集光レンズやその他のフィルターと連結が可能です。

SCREEN MAGNIFIER
REMOTE CONTROLLER

スクリーンマグニファイヤー

マイクロフレックスアーム

スクリーンマグニファイヤー専用フード

水中においても倍率の変わらない
スクリーン型拡大鏡

スクリーンマグニファイヤーをアクセサリーシュ
ーの付いた防水プロテクターに取り付け、位置も
自由に変えられる超小型アームシステム。

日差しの強い時など、マグニファイヤーの反射を軽減し
視認性を良くします。

RMGF-1
￥9,000（税抜）

光接続リモートコントローラー
RGB-RC01
￥28,000（税抜）

市販の光ファイバーケーブル（シーアンドシー、オリンパス規格）
を使用してライト2台までコントロールすることができます。
調光、2灯切替、電池残量警告、単三電池1本使用。
アーム接続用ステー、ネジ付属

RFLX-1
￥16,000（税抜）

RMGF-HD1
￥1,800（税抜）

付属ステー取付時
*光ファイバーケーブルは付属しておりません。

アームエクステンション
RAEX-1
￥4,000（税抜）

SHOE & BALL ADAPTER
ロータリーシューアダプター2
RGB-RSA2
￥3,500（税抜）

YSエクステンション
RGB-YSEX1
￥2,200（税抜）

ボールアダプター
RGB-BA01
￥3,000（税抜）

マイクロフレックスアームの可動範囲を拡
げるための追加パーツ。ミラーレスカメラ
用など大型サイズの防水プロテクターに使
用します。

取付例
・スクリーンマグニファイヤー
・マイクロフレックスアーム
・スクリーンマグニファイヤー専用フード
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
ハウジングなどのアクセサリーシューとライトを固
定するアダプター。360度回転します。旧品に対して
ダイヤルノブの形状、大きさを変更し取付け、取外
し性を向上しました。また、ゴム部品追加によりガ
タつきを軽減しています。

ロータリーシューアダプター2※、SYSTEM シリーズの
水中ライトと組み合わせることで稼動域が拡大し、ライ
ティングの幅が広がります。※旧ロータリーシューアダ
プターとの組み合せでもご使用いただけます

市販されているアーム・クランプなどに接続するため
のアダプターです。

株式会社エーオーアイ・ジャパン
Tel：045-441-0127 受付時間：月～金 10:00 ～ 17:00（土日祝日はお休み）
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 2-1 パークタワー横濱ポートサイド 2F

取付例
アームエクステンション
2017.05.29

