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セット内容と各部の名称

ライトモジュールへの取付け

フリップ集光レンズ（re）本体

プロテクター

●フリップ集光レンズ（re）本体の取付け
①ライトモジュールのプロテクターを取り外します。

②本体のネジ穴とライトモジュールのお好みの位置のネ
ジ穴を合わせて、図のようにワッシャー、固定用ボルトを
使用して六角レンチで締め込み、本体を固定します。

③本体にガタがなく、フリップがスムーズに開閉できるか
確認します。
　　

●フリップ ストッパーの取付け
①本体と180°反対方向のライトモジュールのネジ穴とフ
リップストッパーのネジ穴を合わせて、図のようにワッシ
ャー、固定用ボルトを使用して六角レンチで締め込み、
本体を固定します。

②フリップストッパーにガタがなく、フリップを閉じること
でロックされ、フリップストッパーのレバーを押すとロッ
クが解除されてフリップが開くことを確認します。

●フリップ動作の重さ調整
フリップアダプターヒンジ部の固定用ボルトを六角レ
ンチ（2面幅:2.5mm）で締めたり、緩めたりすることでフ
リップの重さを調整できます。

フリップストッパー

固定用ボルト

ワッシャー

固定用ボルト

ワッシャー

PUSH

OPEN

ライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅:2.5mm）
ライトモジュールへの取付け、
フリップの操作荷重の調整

六角レンチ（二面幅:2mm）
フィルターの着脱
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フリップ集光レンズ（re）取扱説明書 RGB-FCL01

主な仕様 照射角：集光レンズなし１００°

 集光レンズあり　６０°

サイズ ：５５ × ７１× ２７mm

重量　：２６ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス

原産国：日本

●水中での移動、運搬時はフリップを閉じ
てフリップをロックしてください。水の抵
抗による負荷、落下、衝撃などで破損の
おそれがあります。

●フリップを開けてライトを照射した場合、フ
リップストッパーの影が出ます。

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

フリップストッパー

固定用ボルト×２

ワッシャー×２

スペーサー
（二枚重ね用）

固定用長ボルト×２
（二枚重ね用）



セット内容と各部の名称

ライトモジュールへの取付け

サーチライトアダプター2（re）本体

フリップストッパー

固定用ボルト

ワッシャー

PUSH

ライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅：2.5mm）
ライトモジュールへの取付け、
フリップの操作荷重の調整

六角レンチ（二面幅：2mm）
フィルターの着脱
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●サーチライトアダプター2（re）本体の取付け
①ライトモジュールのプロテクターを取り外します。
②本体のネジ穴とライトモジュールのお好みの位置のネ
ジ穴を合わせて、図のようにワッシャー、固定用ボルトを使
用して六角レンチで締め込み、本体を固定します。
③本体にガタがなく、フリップがスムーズに開閉できるか
確認します。
　　

●フリップ ストッパーの取付け
①本体と180°反対方向のライトモジュールのネジ穴と
フリップストッパーのネジ穴を合わせて、図のようにワッ
シャー、固定用ボルトを使用して六角レンチで締め込み、
本体を固定します。
②フリップストッパーにガタがなく、フリップを閉じること
でロックされ、フリップストッパーのレバーを押すとロッ
クが解除されてフリップが開くことを確認します。

●フリップ動作の重さ調整
フリップアダプターヒンジ部の固定用ボルトを六角レン
チ（2面幅:2.5mm）で締めたり、緩めたりすることでフリ
ップの重さを調整できます。

プロテクター

固定用ボルト

ワッシャー

OPEN

サーチライトアダプター２（re）取扱説明書 RGB-SA02

主な仕様 照射角：サーチライトアダプターなし１００°

 サーチライトアダプターあり　３０°

サイズ ：５５ × ７１× ４０mm

重量　：３２ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス

原産国：日本

●水中での移動、運搬時はフリップを閉じ
てフリップをロックしてください。水の抵
抗による負荷、落下、衝撃などで破損の
おそれがあります。

●フリップを開けてライトを照射した場合、フ
リップストッパーの影が出ます。

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

フリップストッパー

固定用ボルト×２

ワッシャー×２

スペーサー
（二枚重ね用）

固定用長ボルト×２
（二枚重ね用）



●スヌートキット２（re）本体の取付け
①ライトモジュールのプロテクターを取り外します。
②本体のネジ穴とライトモジュールのお好みの位置のネ
ジ穴を合わせて、図のようにワッシャー、固定用ボルトを使
用して六角レンチで締め込み、本体を固定します。
③本体にガタがなく、フリップがスムーズに開閉できるか
確認します。
　　

●フリップ ストッパーの取付け
①本体と180°反対方向のライトモジュールのネジ穴と
フリップストッパーのネジ穴を合わせて、図のようにワッ
シャー、固定用ボルトを使用して六角レンチで締め込み、
本体を固定します。
②フリップストッパーにガタがなく、フリップを閉じること
でロックされ、フリップストッパーのレバーを押すとロッ
クが解除されてフリップが開くことを確認します。

●スヌートの取付け
被写体や撮影環境に応じたスヌートΦ16mm、
Φ8mmをねじ込み撮影します。
別売のスヌートエクステンションΦ4mm
（RGB-SNEX1）も使用可能です。

●フリップ動作の重さ調整
フリップアダプターヒンジ部の固定用ボルトを六角レン
チ（2面幅:2.5mm）で締めたり、緩めたりすることでフリ
ップの重さを調整できます。

セット内容と各部の名称

ライトモジュールへの取付け

スヌートキット2（re）本体

フリップストッパー

固定用ボルト

ワッシャー

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

PUSH

OPEN

ライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅：2.5mm）
ライトモジュールへの取付け、
フリップの操作荷重の調整

六角レンチ（二面幅：2mm）
フィルターの着脱

スヌートΦ16mm
スヌートΦ8mm

【別売】
スヌートエクステンション
Φ4mm（RGB-SNEX1）

主な仕様 サイズ ：５５ × ７１× ４０mm

重量　：５９ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス、アルミニウム

原産国：日本
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プロテクター　　　　　　　　　　

固定用ボルト

ワッシャー

スヌートキット２（re）取扱説明書 RGB-SN02

●水中での移動、運搬時はフリップを閉じ
てフリップをロックしてください。水の抵
抗による負荷、落下、衝撃などで破損の
おそれがあります。

●フリップを開けてライトを照射した場合、フ
リップストッパーの影が出ます。

フリップストッパー 固定用ボルト×２

ワッシャー×２

固定用長ボルト×２
（二枚重ね用）

スペーサー
（二枚重ね用）

スヌート
ø8 mm

スヌート
ø16 mm



セット内容と各部の名称

フィルターの取付け

フリップアダプター2 フレーム（re）本体

①六角レンチ（2面幅2mm）を使用してフリップアダプ
ター4か所のボルトを緩めて取り外し、フィルタース
トッパーを取り外します。

②別売りのフィルターをフリップストッパーにはめ込み、
フリップアダプターに取り付けて4か所のボルトを六
角レンチ（2面幅2mm）でを締めつけ固定します。

ライトモジュールへの取付け

●フリップアダプター2 フレーム（re） 本体の取付け
①ライトモジュールのプロテクターを取り外します。

②本体のネジ穴とライトモジュールのお好みの位置のネジ
穴を合わせて、図のようにワッシャー、固定用ボルトを使
用して六角レンチで締め込み、本体を固定します。

③本体にガタがなく、フリップがスムーズに開閉できるか
確認します。

●フリップストッパーの取付け
①本体と180°反対方向のライトモジュールのネジ穴とフ
リップストッパーのネジ穴を合わせて、図のようにワッ
シャー、固定用ボルトを使用して六角レンチで締め込
み、本体を固定します。

②フリップストッパーにガタがなく、フリップを閉じること
でロックされ、フリップストッパーのレバーを押すとロッ
クが解除されてフリップが開くことを確認します。

フリップストッパー

固定用ボルト

ワッシャー

ボルト

ワッシャー

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

固定用ボルト

PUSH

OPEN

ライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅：2.5mm）
ライトモジュールへの取付け、
フリップの操作荷重の調整

六角レンチ（二面幅：2mm）
フィルターの着脱

フィルターストッパー

【別売】
フィルター
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プロテクター

フリップアダプター2  フレーム（re）取扱説明書 1/2 RGB-FA02

六角レンチ
（二面幅:2mm）

ボルト

六角レンチ
（二面幅:2mm）

フリップストッパー

固定用ボルト×２

ワッシャー×２

スペーサー
（二枚重ね用）

固定用長ボルト×２
（二枚重ね用）



フリップアダプターの二枚重ね

付属のスペーサーとボルトを使用してフリップアダプターを二枚重ね付けすることができます。

●スペーサーの取り付け
①フリップアダプターの図の位置のボルト2本を六角レン
チ（2面幅2.5mm）で緩めてフリップを取り外します。
②フリップアダプターヒンジ部の図の位置にスペーサー
を挟み込み取り付けます。ヒンジの図の位置に六角ナ
ットが取りついていることを確認してから、フリップア
ダプターをヒンジに取り付け、固定用長ボルトを六角
レンチ（二面幅2.5mm）で締め付けて固定します。

●ライトモジュールへの取り付け
①取付けられている集光レンズ等のフリップアダプター
の90°方向のネジ穴に、スペーサーを取付けたフリッ
プアダプターを付属の固定用ボルトで固定。反対方向
にフリップストッパーを取付けます。

←P.2参照

※集光レンズは必ず1枚目（ライト側）に取り付けてくださ
い。2枚目に取り付けると焦点距離が変わり、集光効果
がなくなります。

※スヌートキット、サーチライトアダプターは重ね付けしな
いでください。レンズの焦点距離が変わって集光効果
がくなります。

●フリップ動作の重さ調整
フリップアダプターヒンジ部のボルトを六角レンチ（2面
幅:2.5mm）で締めたり、緩めたりすることでフリップの
重さを調整できます。

【完成状態】
スペーサー

固定用長ボルト

六角ナットが取り
ついていることを
確認してください。
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フリップアダプター2  フレーム（re）取扱説明書 2/2 RGB-FA02

主な仕様 サイズ ：５５ × ７１× ２７mm

重量　：２３ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス

原産国：日本

●水中での移動、運搬時はフリップを閉じ
てフリップをロックしてください。水の抵
抗による負荷、落下、衝撃などで破損の
おそれがあります。

●フリップを開けてライトを照射した場合、フ
リップストッパーの影が出ます。

六角レンチ（二面幅:2.5mm）
六角レンチ（二面幅:2.5mm）

ボルト

【完成状態】 【開状態】



セット内容と各部の名称

バンドアL ×2 バンドアS ×2

固定用ボルト×4

ワッシャー×4

ライトモジュールへの取付け

バンドアL

バンドアL

バンドアS

バンドアS

●バンドア（re）の取付け
①ライトモジュールのプロテクターを取り外します。

②バンドアL、バンドアSのネジ穴とライトモジュールのネジ穴を合わせて、図の位
置にワッシャー、ボルトを使用して六角レンチで締め込み、本体を固定します。

③バンドアにガタがなくスムーズに開閉できるか確認します。

●バンドア（re）の折りたたみ方
右図の順にバンドアを折りたたみます。

●フリップ動作の重さ調整
フリップアダプターヒンジ部のボルトを六角レンチ（2面幅:2.5mm）で締めたり、
緩めたりすることでフリップの重さを調整できます。

固定ボルト

ワッシャー

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

ライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅：2.5mm）
ライトモジュールへの取付け、
フリップの操作荷重の調整

② ③

①

①

④

③

②
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バンドア（re）取扱説明書 RGB-BD01

●水中での移動、運搬時はバンドアを
折りたたんでください。水の抵抗に
よる負荷、落下、衝撃などで破損の
おそれがあります。

プロテクター

主な仕様 サイズ ：最大９８ × ５４  × ３２mm

重量　：８２ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス、PVC

原産国：日本



②

●GoProアダプター2（re） 本体の取付け
①ライトモジュールのプロテクターを取り外します。

②GoProアダプタのネジ穴を、撮影要件に最も適したライトモ
ジュールの穴（例：縦位置フレーム）に合わせます。図のよう
に、六角レンチでワッシャを介して固定用ボルトを締め付け、
ライトモジュールに取り付けます。

③GoProアダプターにガタがないことを確認してGoProを取付
けます。

セット内容と各部の名称

GoProアダプター2（re）本体

固定用ボルト×１

ワッシャー×１

ライトモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅：2.5mm）
ライトモジュールへの取付け

ライトモジュールへの取付け

固定用ボルト

ワッシャー

六角レンチ（二面幅:2.5mm）

【完成状態】
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GoProアダプター2（re）取扱説明書 RGB-GA02

①

プロテクター

主な仕様 サイズ ：２４ × ３２ ×２０mm

重量　：８ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス

原産国：日本



●ダイレクトフック2（re） 本体の取付け
① バッテリーモジュールの2箇所のネジ（M3長さ3mm）を六角レンチ（二面幅：2mm）で緩めて取り外し、アクセサリー固定プレートを引き抜きます。

取り外したアクセサリー固定プレートは保管しておいてください。

② ダイレクトフック2（re）本体を図の方向に差し込み、①で取り外したネジ2本を六角レンチで図の位置で締め付け固定します。

セット内容と各部の名称

ダイレクトフック2（re） 本体

バッテリーモジュールへの取付けには下記の市販工具が必要です。

六角レンチ（二面幅：2mm）
バッテリーモジュールへの取付け

ライトモジュールへの取付け

アクセサリー固定プレート

【完成状態】

※本製品はSYTEM01/02:re用バッテリーモジュール BM3521S/BM6721L 専用です。
ダイレクトフック2（re）は、フロートジャケット2S（re）/2L（re）と組み合わせて使用することは
できません。
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ダイレクトフック２（re） 取扱説明書 RGB-DH02

主な仕様 サイズ ：３０ × １２ ×６９mm

重量　：２０ｇ

材質　：ポリカーボネート、ステンレス

原産国：日本

六角レンチ（二面幅:2mm）



①フロートジャケットをバッテリーモジュールに図の方向に止まるまで押し込みます。

②フロートストッパーのロックボタンが UNLOCK状態（凸）であることを確認して、フロートストッパーをバッテリーモジュールの図の方向にカチッと音がなる
まで押し込み、赤色のロックボタンを押し込み、リリースレバーがロックされていることを確認してください。

①フロートストッパーのUNLOCKボタンを押して、リリースレバーをつまみながらフロートストッパーを引き抜きます。

②フロート本体をバッテリーモジュールから引き抜きます。

セット内容と各部の名称

バッテリーモジュールへの取付け

バッテリーモジュールへからの取り外し

フロートジャケット2 S (re) 本体 フロートストッパー フロートジャケット2L (re) 本体 フロートストッパー

※SYTEM01:re用バッテリーモジュール BM3521S 専用です。 ※SYTEM02:re用バッテリーモジュール BM6721L 専用です。

LOCK

リリースレバーが動かない
ことを確認してください
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フロートジャケット2 S (re) / フロートジャケット2 L (re) 取扱説明書 RGB-FJ03/FJ04

主な仕様 サイズ ：フロートジャケット2 S(re) ８２ × ６８ × １１０mm ／ 重量：７０ｇ（フロートストッパー含む）

 フロートジャケット2 L(re) ８３ × ７６ × １１２mm ７６ｇ（フロートストッパー含む）

材質　：ポリエチレン、ポリカーボネート、アルミニウム

原産国：中国



●ダイレクトカラビナ（re） 本体の取付け
① バッテリーモジュールの2箇所のネジ（M3長さ3mm）を六角レンチ（二面幅：2mm）で取り外し、アクセサリー固定プレートを引き抜きます。
取り外したネジとアクセサリー固定プレートは保管しておいてください。

② ダイレクトカラビナ（re）本体を図の方向に差し込み、付属のワッシャーと固定用ボルト（M3長さ6mm）で2箇所を六角レンチで図の位置で締め付け固定し
ます。

セット内容と各部の名称

ダイレクトカラビナ（re） 本体

三脚ネジ穴

固定用ボルト(M3長さ6mm)×2

ワッシャー×2

六角レンチ（二面幅：2mm）

ライトモジュールへの取付け

アクセサリー固定プレート

【完成状態】

※本製品はSYTEM01/02:re用バッテリーモジュール BM3521S/BM6721L 専用です。
ダイレクトカラビナ（re）は、フロートジャケット2S（re）/2L（re）と組み合わせて使用することはできません。
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ダイレクトカラビナ（re） 取扱説明書 RGB-DC1

主な仕様 サイズ ：２４ × ２５ ×８１mm

重量　：２７ｇ

材質　：ステンレス、POM

原産国：日本

六角レンチ（二面幅:2mm）

三脚ネジ穴に市販のアクセサリーを取り付ける場合は、
「アクセサリー固定プレート」取り付けネジ（M3長さ3mm）
でダイレクトカラビナ(re)を固定してください。この場合、
若干のガタが発生しますが不良品ではありません。

ネジ（M3長さ3mm）


