最高の光を手に入れる
“より自然に”

スーパーナチュラルカラー 5000K 超高演色 Ra95

“より鮮やかに”

プレミアムカラー 4200K 超高演色 Ra95

NEW

© Yasuaki Kagii

「スーパーナチュラルカラー」は、現行のスタンダードカラー(昼白色、色温度5000ケルビン、演色性Ra80)に対して、これまで困難

Ra95の超高演色性に加え、色をより鮮やかに引き出すためのチューニングがされた色温度4200Kの「プレミアムカラー」。

だった昼白色の光色帯の超高演色化(Ra95）を実現した新光源です。これによって、2015年に発売したプレミアムカラー（白色、色

色づくりを最優先（最大光量は2200ルーメン）としこれまでのLEDの概念をはるかに超えた鮮やかな光源は、特にマクロでの生物の

温度4200ケルビン、演色性Ra95）に加え白色、昼白色の２種類の光色に対して最高レベルの色彩再現性を実現しました。

観察や撮影に威力を発揮します。
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※1 演色評価数とは15 色の試験色がその照射光の
下でどのように見えるかを表す指数です。
数値が100の場合が最良の状態です。
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5000K よりも少し暖かい光色。
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照らしたものがより鮮やかに強調される。
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※1 演色評価数とは15 色の試験色がその照射光の
下でどのように見えるかを表す指数です。
数値が100の場合が最良の状態です。

モジュ―ル構造

安定した光量の持続

SYSYTEMシリーズは光源（ライトモジュール）と電源（バッテリーモジュール）をモジュール化。RGBlueオリジナルのバヨネット構

RGBlue独自のパワーマネージメントシステムにより一定の光量が持続します。充電式リチウムイオンバッテリーの採用により

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、4種類のライトモジュール、2種類のバッテリーモジュ

ニッケル水素電池やアルカリ単三電池を使用した一般的な水中ライトのような時間経過と比例した光量の低下はありません。

ールを相互に接続する事も可能です。ライトモジュールとバッテリーモジュールはそれぞれ、IPX6（＊）相当の防水構造を持ち、さら
にその電気接点を腐食から守る保護回路を搭載することで、万が一のトラブルによる故障も防ぎます。

ツインライト

ライトモジュール

LM5K1300S / LM4.2K1100G

LM5K2600S / LM4.2K2200G

スポットビーム

標準バッテリー 3200mA/7.2V（23.04Wh）

連続点灯時間比較

＊IPX6とは「あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない」とされる耐水性の規格です。 ※ 水中での接続・取外しはできません。

明 100%
バッテリー残量が 5％
以下となった場合、自
動的に最小値の光量に
減光します。

標準バッテリー BM3500B

光量

LM5K-SP17

50%
30%

暗

大容量バッテリー BM6700B

10%
0

バッテリーモジュール
BM3500B
￥27,500（税込）
連続点灯時間︓60~310分
付属品︓バッテリーモジュールキャップ

大容量バッテリー

20

40

60

80

100

120 連続点灯時間 ( 分 )

SYSTEM01-3-SNC（光量︓2500lm）標準バッテリー
SYSTEM02-2（光量︓2500lm）大容量バッテリー
一般的な水中ライト（ニッケル水素電池使用）
一般的な水中ライト（アルカリ電池使用）

6400mA/7.2V(46.08Wh)

バッテリーモジュール
BM6700B
￥39,600（税込）
連続点灯時間︓120~600分
付属品︓バッテリーモジュールキャップ

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

A4-RGBlue_4-SYS-AFTER_B5_20210312.ai

スーパーナチュラルカラー /

ライトモジュール / LIGHT MODULE
NEW

WIDE

LM5K2600S

色温度 5000Ｋ
演色性 Ra95
￥47,300（税込）

￥74,800（税込）

セット価格

￥88,000（税込）

照射角度︓100° 集光レンズ使用時 60°

照射角度︓100° 集光レンズ使用時 60°

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

大きさ︓最大径 Ф64.2mm×123.5mm

大きさ︓最大径 Ф68mm×135mm

重量︓陸上 420g / 水中 170g

重量︓陸上 565g / 水中 205g
限定カラー
SYSTEM01-3-SNC

調光

全光束 / 連続点灯時間
2100lm 60 分
1500lm
95 分
4段階
1200lm
800lm
無段階 2600lm / 45 分

160 分

310 分

400lm / 550 分

調光

全光束 / 連続点灯時間
2100lm
120 分
1500lm
180 分
4段階
1200lm
800lm
無段階 2600lm / 90 分

240 分

NEW

LM5K1300S

600 分
400lm / 1000 分

全光束 2600lm（2 灯）
色温度 5000Ｋ
演色性 Ra95
￥64,900（税込）

セット価格

￥101,200（税込）

セット価格

照射角度︓100°
電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

大きさ︓最大径 Ф64.2mm×150mm

大きさ︓最大径 Ф68mm×150mm

重量︓陸上 570g / 水中 240g

重量︓陸上 750g / 水中 260g

全光束 / 連続点灯時間

2100lm 60 分
1500lm
95 分
1200lm
800lm
無段階 2600lm / 45 分

310 分
600lm / 550 分

プレミアムカラー
4200K 超高演色 Ra95＋高彩色

LM5K2600S

LM4.2K2200G

LM5K1100S

LM4.2K2200G

￥47,300（税込）

￥47,300（税込）

￥64,900（税込）

￥64,900（税込）

演色性︓Ra95
色温度︓5000K
全光束︓2600lm
照射角︓100° / 60°*
*集光レンズ使用時
付属品︓ライトモジュールキャップ

演色性︓Ra95
色温度︓4200K
全光束︓2200lm
照射角︓100° / 60°*
*集光レンズ使用時
付属品︓ライトモジュールキャップ

演色性︓Ra95
色温度︓5000K
全光束︓2600lm（2灯）
照射角︓100° / 60°*

演色性︓Ra95
色温度︓4200K
全光束︓2200lm（2灯）
照射角︓100° / 60°*

付属品︓ライトモジュールキャップ

付属品︓ライトモジュールキャップ

スポットビーム（5°）
新機構のビームアタッチメントよる輪郭がシャープな超挟角5 度の光は、ま
さにビームそのもの。何かを指し示す時に最適です。

全光束 / 連続点灯時間
2100lm
120 分
1500lm
180 分
4段階
1200lm
800lm
無段階 2600lm / 90 分

￥38,500（税込）

フラッドビーム（17°）

照射角︓5° / 17°
色温度︓5000K
照度 ︓40,000lx
付属品︓ライトモジュールキャップ
ビームアタッチメント
ラバープロテクター

調光

160 分

スーパーナチュラルカラー
5000K 超高演色 Ra95

LM5K-SP17

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

調光

プレミアムカラー
4200K 超高演色 Ra95＋高彩色

2 種類のビーム光

￥114,400（税込）

照射角度︓100°

4段階

スーパーナチュラルカラー
5000K 超高演色 Ra95

SPOT BEAM / スポットビーム

NEW

ツインライト
スーパーナチュラルカラー

MACRO TWIN LIGHT

240 分

ビーム光とソフトなフラッド光を組合わせた 17度の光は、生物を探すのに
役立ちます。例えば常に動いている生物が中心範囲から逸れてしまっても
フラッド光がそれを見逃しません。

2 種類の点滅モード搭載

強力な照度による点滅光はダイバー間のコミュニケーションに役立ちます。間隔の異なる2種類の点滅光はサインとして使い分けができます。

600 分
600lm / 1000 分

プレミアムカラー /

17°

全光束 2600lm

セット価格

5°

スーパーナチュラルカラー

5°

NEW

ライトモジュール

※ SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリーのみでもお買い求めいただけます。

フラッシュモード搭載

SYSTEM シリーズのライトモジュールにはカメラの内蔵ストロボの発光に同期してライトを短時間発光する「フラッシュモード」を標準搭載
しています。ライトを常時点灯する撮影では困難な「光に反応して敏感な被写体」の撮影等の可能性が広がります。発光光量は 3 段階
（High・Mid・Low）
、発光時間は 2 段階（0.3 秒・1 秒）から選択できます。

ライトモジュール
LM4.2K2200G
プレミアムカラー
全光束 2200lm
色温度 4200Ｋ
演色性 Ra95
￥47,300（税込）

セット価格

￥74,800（税込）

セット価格

照射角度︓100° 集光レンズ使用時 60°

照射角度︓100° 集光レンズ使用時 60°

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

大きさ︓最大径 Ф64.2mm×123.5mm

大きさ︓最大径 Ф68mm×135mm

重量︓陸上 420g / 水中 170g

重量︓陸上 565g / 水中 205g

調光

全光束 / 連続点灯時間
1800lm 60 分
1300lm
95 分
4段階
900lm
500lm
無段階 2200lm / 45 分

SYSTEM シリーズ 付属アクセサリー

￥88,000（税込）

RGB-CAP 1
RGB-CAP2

付属アクセサリー

各￥550（税込）

ビームアタッチメント ACアダプター メンテナンスキット
YSアダプター ハンドグリップ02 集光レンズ
RGB-MK01
充電セット
CL60-49M BA01-49M
セット
RGB-HG02
ACBP-01
YSAN-01
￥1,100（税込）
￥6,600（税込） ￥3,300（税込）
￥3,300（税込）
￥4,400（税込）
￥2,200（税込）

専用ケースL
EC02

￥1,870（税込）

調光

160 分

310 分

300lm / 550 分

全光束 / 連続点灯時間
1800lm
120 分
1300lm
180 分
4段階
900lm
500lm
無段階 2200lm / 90 分

バッテリー / ライト
モジュールキャップ

※ SYSTEMシリーズはモジュール単位、および付属アクセサリーのみでもお買い求めいただけます。

240 分

01-3/02-2-PC/SNC
600 分
300lm / 1000 分

03/03L-PC/SNC
01/02-SB

LM4.2K1100G
ツインライト
プレミアムカラー
全光束 2200lm（2 灯）
色温度 4200Ｋ
演色性 Ra95
￥64,900（税込）

セット価格

￥101,200（税込）

セット価格

￥114,400（税込）

照射角度︓100°

照射角度︓100°

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

大きさ︓最大径 Ф64.2mm×150mm

大きさ︓最大径 Ф68mm×150mm

重量︓陸上 570g / 水中 240g

重量︓陸上 750g / 水中 260g

調光

全光束 / 連続点灯時間
1800lm 60 分
1400lm
95 分
4段階
1200lm
800lm
無段階 2200lm / 45 分

■オーバーホールサービス

310 分
600lm / 550 分

600 分
600lm / 1000 分

□ 充電端子交換
□ オーバープレッシャーバルブ点検

オーバーホールサービス価格表（送料別）
SYSTEM01 シリーズ

￥13,200（税込）

□ すべての機能確認

SYSTEM02 シリーズ

￥17,600（税込）

□ 防水性能確認

SYSTEM03 シリーズ※

￥22,000（税込）

□ バッテリーのリフレッシュ

LM5K-SP17

※標準ケーブル交換含む

スポットビーム
照度 40,000lx

オーバーホール終了後より1年間の保証

□ すべてのOリング交換
240 分

スポットビーム /

照射角 5°/17°

作業期間︓作業承認後7日～10日程度

SYSTEMシリーズをより長くお使い続けていただくためのオーバーホールサービス。約 2 0 箇 所 の すべてのOリング、充電端子、オーバー
プレッシャーバルブの交換、バッテリーのリフレッシュ、オーバーホール終了後より1年間の保証付。

調光

160 分

全光束 / 連続点灯時間
1800lm
120 分
1400lm
180 分
4段階
1200lm
800lm
無段階 2200lm / 90 分

アフターサービス

セット価格

￥64,900（税込）

セット価格

￥78,100（税込）

色温度 5000Ｋ

照射角度︓5°（ビームアタッチメントあり）
︓17°（ビームアタッチメントなし）

照射角度︓5°（ビームアタッチメントあり）
︓17°（ビームアタッチメントなし）

演色性 Ra80

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

電源︓充電式リチウムイオンバッテリー

￥38,500（税込）

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

耐水深︓100M IPX8（JIS 保護等級８)

大きさ︓最大径 Ф64.2mm×150mm

大きさ︓最大径 Ф68mm×162mm

重量︓陸上 485g / 水中 200g

重量︓陸上 670g / 水中 220g

調光

照度 / 連続点灯時間

40,000lx 70 分
25,000lx
4段階
19,000lx
12,000lx
無段階 40,000lx / 70 分

調光

170 分

260 分

500 分
9,000lx / 700 分

照度 / 連続点灯時間

40,000lx
25,000lx
4段階
19,000lx
12,000lx
無段階 40,000lx / 140 分

140 分

内蔵バッテリー
寿命の目安

※弊社もしくは販売店での受付となります。
※左記価格に送料は含まれておりません。
※左記以外の部品交換が必要な場合はあらかじめ費用を承諾い
ただいてからの作業となります。
※専用充電プラグは修理ができないため、交換が必要な場合は
有償（¥2,970/税込）となります。
※販売終了後7年間の対応となります。

内蔵 バッテリーは500回の充電により、連 続 点 灯時間が 新品状 態の50％以下となります（その状態でも使用は
できます）。ご使用の水中ライトの連続点灯時間の低下が気になる場合はオーバーホールサービスをご検討ください。

『エーオーアイ・ジャパンカスタマーサポート窓口』
TEL:045-441-0127 営業時間:平日10:00～17:00
340 分

520 分

1000 分
9,000lx / 1400 分

株式会社エーオーアイ・ジャパン
〒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

SYSTEM シリーズ 別売アクセサリー

FLOAT JACKET / DOUBLE MOUNT BASE
01-3/02-2-PC/SNC

フロートジャケット S

OPTICAL ACCESSORIES

03/03L-PC/SNC
01/02-SB

RGB-FJ01

フロートジャケット L

SYSTEMシリーズ用浮力調整フロート。付属の固定
プレートで固定することで水中重量が中性浮力と
なり水中撮影時の負担を軽減します。付属のボル
トでボールアダプター、YSアダプターセット、クイ
ックシューアダプターを取り付けて使用します。

RGB-FJ02

各￥3,190（税込）

フロートジャケット S

フロートジャケット L

RGB-DMB2

￥6,600（税込）
01-3/02-2-PC/SNC

レッドフィルター02

拡散レンズ

￥6,600（税込）

￥3,300（税込）

￥6,600（税込）

RF02-49M

CL60-49M

01-3/02-2-PC/SNC

取付前

CL60-49M

01-3/02-2-PC/SNC

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
組合せが可能でレンズどうしの組合せはできません。
※SYSTEM01 / 02、PC、SNCには同梱されています。

フロートジャケットを取り付けた状態で、SYSTEMシ
リーズ水中ライト2台をマウントするベースパーツ。付
属のボルトを使用することにより各メーカーのストロ
ボとライトの併用も可能です。三脚ねじ穴付き。

ダブルマウントベース 2

集光レンズ

取付後

01/02-SB

01/02-SB

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。軽量、薄型仕様。
フィルターの連結はできません。

照射角を最大80°に拡散します。
※SYSTEM 01/02、PC、SNC には集光レンズとして同梱されてい
ま す。SYSTEM 01/02-SBとの組み合わせでは拡散レンズとし
て機能します。

03/03L-PC/SNC
01/02-SB

オリンパスUFL-3 + SYSTEM02-2PC +フロートジャケット L +
コンパクトトライポッドYSベース +YSエクステンション

サーチライトアダプター

スヌートキット

スヌート

￥6,600（税込）

￥6,600（税込）

￥1,650（税込）

RGB-SN01

RGB-SA01

01-3/02-2-PC/SNC

SYSTEM02-2-PC +
フロートジャケット L ×２

SYSTEM02-2-PC ×２

イノンZ330 + SYSTEM02-2 +
フロートジャケット L

イノンS2000 + SYSTEM01-3 +
フロートジャケット S

SEA&SEA YS-D3 + SYSTEM02-2 +
フロートジャケット L

専用光学レンズを使用し照射範
囲を100°から30°に絞ることで
、より遠くを照射させるサーチラ
イトとして使用する事ができます
。シリコンゴム製のアダプターは
水中着脱を容易にし、紛失防止
ネジを付属。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。

COMPACT TRIPOD & OPTICAL ACCESSORIES
コンパクトトライポッド

コンパクト トライポッド
YSベース

RGB-CT1

￥7,150（税込）

RGB-CTYSB1

03/03L-PC/SNC
01/02-SB

錆や腐食に強く、陸上用三脚のようなパイプ形状とは異なる解放形
状なので使用後の水洗いも簡単です。コンパクトに折りたため、そのま
ま置く、砂地に刺す、グリップとして持つこともできます。

SYSTEMシリーズに付属
するYSアダプターセット※
とコンパクトトライポッドを接続します。
※SYSTEM01-SBには標準同梱されていません。コンパクトトライポッド
コンパクトトライポッド
Y S ベースは機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。
機材の組合せ、バランスなどに応じて4か所に取付けできます。
付属品︓取付けボルト（M5）
×2、六角レンチ

01-3/02-2-PC/SNC

主な材質︓アルミニウム（本体）

自由雲台

Φ8mm+Φ16mm

付属品︓固定ボルト、六角レンチ

ボールアダプター取付用部品、工具

RGB-BA1

主な仕様
サイズ︓展開状態

ボールアダプター

高さ91mm ｘ 幅236mm ｘ奥行198mm

︓折りたたみ状態

高さ24mm ｘ幅53mmｘ 奥行161mm

重量︓160g / 水中重量︓140g
使用荷重︓10kg
主な材質︓ステンレス
原産国︓日本

￥3,300（税込）

ボールアダプター RGB-BA01 と
市販のクランプを組み合わせて使
用することでウェアラブルカメ
ラ、ハウジング、ライト等のアン
グル、バランス調整の自由度が高くなります。
ボールアダプターは機材の組合せ、バランスなどに応じて 4 か所に取付けできます。
※固定に必要な部品をコンパクトトライポッド RGB-CT1 に同梱しています。

ダイレクトフック

￥9,350（税込）

￥1,980（税込）

RGB-DH01

01-3/02-2-PC/SNC

01-3/02-2-PC/SNC

01/02-SB

01/02-SB

ビームアタッチメント、各種
フィルター、拡散レンズ、ス
ヌートキット等が
等が 瞬 時に
交 換可能になるフリップ
式アダプター。

取付例
SYSTEM01-3

メンテナンスマット
RGB-MAT01

￥1,980（税込）
撮 影 機 材の セッティングに便 利な
40×50センチのネオプレーン製のマット。

ロータリーシューアダプター2

RGB-MC01

￥3,080（税込）
生活防水仕様のメモリーカードケースです。
microSDx6枚、SDx6枚、CFx3枚が収容可能。

充電プラグ

RGB-CP1

￥2,970（税込）
交換用充電プラグ。
※ACアダプター充電セット（ACBP-01）
に付属しています。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取付例

ボールアダプター

￥2,420（税込）

￥3,300（税込）

01-3/02-2-PC/SNC

01-3/02-2-PC/SNC

01-3/02-2-PC/SNC

03/03L-PC/SNC

03/03L-PC/SNC

03/03L-PC/SNC

01/02-SB

01/02-SB

￥3,850（税込）

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。

取付例

01/02-SB

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。

光接続リモート
コントローラー

￥3,850（税込）

RGB-RC01

￥30,800（税込）

01-3/02-2-PC/SNC
03/03L-PC/SNC

01-3/02-2-PC/SNC

01/02-SB

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０2との併用で、
コンパクトな撮影キットが可能です。

RGB-BA01

RGB-YSEX1

RGB-GA01

メモリーカードケース
SD＆CF

SYSTEMシリーズ水中ライト用吊り下げフック。
ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用す
る場合に便利なアクセサリーです。アクセサリー
固定プレートに付属のボルトで固定することに
よりカラビナなどを介してBCなどにコンパクト
な状態で吊り下げられます。

YSエクステンション

RGB-RSA2

GoProアダプター

OTHERS

Φ16mm

フリップアダプター

￥4,180（税込）

付属品︓

Φ8mm

取付例
SYSTEM01-SB

コンパクトトライポッドに取付け
できる水中使用可能な自由雲台。
ストッパーをゆるめるだけで様々な方向にカメラ、ライトを向けるこ
とができます。水中ハウジングやウェアラブルカメラを水平に保ちた
い場合等に便利です。自由雲台は機材の組合せ、バランスなどに応じ
て 4 か所に取付けできます。

スヌートキットRGB-SN01の追加パー
ツ。スヌートキットRGB-SN01の先端
に取付け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。

取付例
取付例

RGB-PH1
ストラップやウェイト等
を吊り下げることができ
るフックを２か所装備し
ています。

01-3/02-2-PC/SNC

被写体をピンポイントで照らし、
背景を暗くしたい場合に有効なアダプター。部品の組合
せにより、3種類のスポット光が演出できます。標準同
梱品の集光レンズと組合せて使用します。

RGB-FA01

￥2,750（税込）

01-3/02-2-PC/SNC

エクステンションΦ4mm

RGB-SNEX1

03/03L-PC/SNC
01/02-SB
取付例 SYSTEM01-3

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。

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。

取付例

取付例

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。

付属ステー取付例
※光ファイバーケーブル
は付属しておりません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

SYSTEM 03 シリーズ 別売アクセサリー

クイックシュー システム

クイックシューシステム WEB ページ
http://www.rgblue.jp/ja/products/qss/

[ クイックシューベース ]、[ クイックシューアダプター（7種）]、[ クイックシューベースマウント（2種）]を組合せて使用することにより、
定番水中撮影機材メーカーのストロボやライト、ウェアラブルカメラ等を各種アダプター、アーム等から瞬時に着脱することが可能になる
システム製品です。ライトやストロボのバッテリー交換や収納時、スピードを要求される機材のセッティング変更等で効果を発揮します。
RGBlue

SEA&SEA

DiveExtreme

INON

GoPro

OLYMPUS

カメラ等

OPTICAL & EFFECT ACCESSORIES
フィルターホイール

マイクロスヌート Φ4

￥7,150（税込）

￥1,100（税込）

RGB-FW01

SYSTEM03 プレミアムカラー +
オリンパス TG シリーズ
セッティング例

RGB-MSN1

三脚ネジ穴付撮影器材

UFL-3

・カメラ
・ウェアラブルカメラ

DL1001

SEA&SEA

YS-D2
（D1）

INON

LE700-W
LE700-S
LE350

D-2000
S-2000
Z-330
Z-240
D-200

GoProシリーズ

・水中ハウジング（小型）
・ストロボ
・ライト

YS-01/03
FIXLIGHT

FIX NEO
FIX NEO mini
シリーズ

SYSTEMシリーズ
全モデル対応

ツインライトに取付けることにより、4種
4
のフィルター、スヌート等のエフェクトを
回転させて瞬時に選択可能となります。各
種フィルターは直接取付け、フィルターリ
ングを介しての取付けが可能。マイクロス
ヌートも取付けできます。
ネジ径︓25mm

被写体をピンポイントで照らし、背景を
暗くしたい場合等に有効なアダプター。
内径4mm、ネジ径25mm。ツインライ
トに直接取付ける他に、フィルターホ
イールへの取付け、フィル ターリング
M25に重ねて取付けが可能です。

フィルターリング M25

マイクロライトブレード

￥1,100（税込）

￥1,100（税込）

RGB-MBLD1

RGB-FR01

自由雲台

RGB-PH1

エフェクトセッティング

( フラッシュモード対応）

ND フィルターセット

カラーフィルターセット

￥2,200（税込）

￥4,400（税込）

RGB-CFS1

RGB-CFS2

透過率︓80％、50％、30％、
0％（遮光）4種セット。
専用ケース付属。

赤、オレンジ、イエロー、ピンク、パープ
ル、ブルー、グリーン、透明8色セット。
専用ケース付属。

￥4,180（税込）
SYSTEM03 アクセサリーキット
RGB-ACK1

￥27,500（税込）

クイックシュー
アダプター RGB1

クイックシュー
アダプター DE1

クイックシュー
アダプター SS1

クイックシュー
アダプター IN1

クイックシュー
アダプター GP1

クイックシュー
アダプター YS1

クイックシュー
アダプター IN1

￥2,200（税込）

￥2,750（税込）

￥2,090（税込）

￥2,090（税込）

￥2,200（税込）

￥2,200（税込）

￥2,090（税込）

QSA-RGB1

QSA-SS1

QSA-SS1

QSA-IN1

QSA-GP1

QSA-YS1

QSA-IN1

別売りの各種マイクロフィルターをはめ
込み、ツインライト、フィルターホイール
に取付けます。
（フィルターは別売りで
す）マイクロスヌート、マイクロライトブ
レードに重ねて取付け可能です。
ネジ径25mm

ツインライトに取付けて配光の一部を
カットすることで浮遊物の写り込みを
軽減し、被写体をよりクリアに映し出
します。ネジ径25mm

ロテーションリングアダプターセット
RGB-RR01

クイックシューアダプターにはクイックシューアダプターカバーQSA-CV1 が付属します。

Micro YS

M67

ロテーションリング前
側のM67ネジ部に市販
のクローズアップレンズ
等を取付けできます。

クイックシューベース取付例

クイックシューベース

ロックレバー
（左右両側）

＜クイックシューベース底面＞
RGBlue固定部
（M5︓2箇所/位置決めピン穴1箇所）

クイックシューベース
MQSB-01

￥3,850（税込）
[ 取外し ]
左右の赤いロックレバーを
押し下げて引き抜きます。

SEA&SEA固定部
（M4︓2箇所）

ロック解除
[ 取付け ]
クイックシューアダプターを
クイックシューベースに押し
込みます。

RGBlue

ボールアダプター
RGB-BA01

￥3,300（税込）

RGBlueを始め定番メーカーのアクセサリーに対応

GoPro

INON固定部
（M6︓1箇所/位置決めピン穴4箇所）

SEA&SEA

クイックシュー
ベースマウント GP1

INON

ZアダプターMV

QSBM-GP1

￥2,200（税込）

三脚等

クイックシュー
ベースマウント TR1
QSBM-TR1

￥2,090（税込）

レンズを中心にツインライトを360度回転させるアダプ
ターリングと、マイクロYSアダプター2個のセット。M67
フィルターネジ付きのレンズポート、ハウジングに直接
取付けます。

マイクロフレックスアダプター

GoPro 規格アクセサリー

SEA＆SEA 規格アクセサリー等

イノン規格アクセサリー等

※GoPro® は、米国その他の国々で登録されたWoodman Labs, Incの登録商標です。

￥3,850（税込）

主にオリンパスTGシリーズのハウジングに
使用し、ロテーションリングアダプターと
光ファイバーケーブル接続によるフラッシ
ュ撮影の同時使用が可能となります。

Micro YS

￥4,950（税込）

マイクロボールアダプター

ツインライトマウントＳ

￥3,300（税込）

￥4,290（税込）

RGB-MBA1

80mm

カメラ三脚等

RGB-SUEX1

ロテーションリングアダプターに取り付けて
SYSTEM03ツインライトの可動範囲を拡大する
ことができます。ボールジョイントにより、ツイ
ンライトの照射方向を自由な位置に調整でき、
スヌート撮影で効果的です。ロテーションリン
グアダプター(RGB-RR01 別売)に直接、または
マイクロYSアダプターを介して取付けます。
別売のマイクロYSアダプター（RGB-MYSA1）、
アームエクステンション（RAEX-1）を追加して
アームを延長することもできます。

m

RGBlue 規格アクセサリー等

Zジョイント ZアダプターⅡ

ステップアップエクステンション20 M52-M67

RGB-MFA1

YSAN-01

ボールアダプター

M52

ロテーションリングアダプター専用変換リング。
￥1,980（税込） M67フィルターネジをM52に変換します。

25m

YSアダプター

YSアダプター

ステップアップリング M52-M67
RGB-SUR1

MQSB-01

RGB-YS1A

【セット内容】
1.フィルターホイール（2セット）
2.フィルターリングM25（4セット）
3.マイクロスヌートΦ4（1セット）
4.マイクロライトブレード（2セット）
5.マイクロYSアダプター（2セット）
6.カラーフィルターセット（1セット）
7.NDフィルターセット（1セット）
8.RGBLUEトレシークリーニングクロス
（1セット）

マイクロ YS アダプター 2セット付属

￥9,900（税込）

YS アダプターセット

収納、持ち運びに便利な専用仕切りク
ッション付きケースとアクセサリーのキ
ットです。
※別売のロテーションリングアダプタ
ーセット（RGB-RR01の収納スペース
も用意していますので、SYSTEM03用
アクセサリーをまとめて収納、持ち運び
ができます。

市販されているアーム、クランプに
ツインライト取付けるアダプターです。
ボール径25mm。

エクステンション 17.5-M67

M67

EXT17.5-M67

￥3,850（税込）
ロテーションリングアダプターとフリップア
ダプターヒンジ部分等の干渉がなくなり、ロ
テーションリングアダプターが取り付け可能
となります。
Micro YS

RGB-TLM-S

SYSTEM03ツインライトとINON
社製ストロボS2000を接続し、ア
ームに固定することができます。
右用・左用の2個一組でのセット
となります。アーム等への取り付
け部品、及び工具はINON社のも
のをご使用ください。

ツインライトマウントＬ

Micro YS

RGB-TLM-L

￥4,290（税込）
SYSTEM03ツインライトとINON
社 製 ス ト ロ ボ Z 2 4 0 、Z 3 3 0 、
D20 0, S E A & S E A 製 YS-D1/D2
ストロボを接続しアーム等に固定す
ることができます。右用・左用の2
個一組でのセットとな ります。ア
ーム等への取り付け部品、及び工
具はINON社、SEA&SEA社のも
のをご使用ください。

M52

