
マイクロフレックスアームRFLA-1
取扱説明書　Instruction Manual
この度は、RGBlue 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。
Thank you for purchasing an RGBlue product.
Before using this product, please read this Instruction Manual thoroughly.

本製品は、RGBlue スクリーンマグニファイヤーとアクセサリーシューの付いた
防水プロテクターを接続するためにつくられており、カメラ本体やその他の目的
にはご使用できません。

  はじめに
• 本書の内容を無断で複写することは、個人利用をのぞき禁止されています。
• 本製品の内容については、予告無しに変更することがあります。
• 本製品の不適切な使用により、損害が生じた場合第三者からのいかなる請求に
関し、当社では一切の責任を負いません。

  スクリーンマグニファイヤー　RMGF -1の取付け方
1. スクリーンマグニファイヤーの固定用
ネジを使用してマイクロフレックス
アームの先端（マグニファイヤーアタッ
チメント）に取付けます。　　　　　　
＊固定用ネジは、スクリーンマグニファ
　イヤー同梱のものをご使用ください。

2. 付属の六角レンチ4mmを使用して防
水プロテクターに取付けます。

  その他の取付け方
以下のように、ボールアダプター位置を
変更し取付けることが可能です。
＊付属の六角レンチ 2.5mm をご使用
　ください。

  別売商品
■アームエクステンション RAEX-1（クランプ＋ボールアーム）
マイクロフレックスアームに取付けて、可動範囲を拡げます。

マイクロフレックスアーム
＋アームエクステンション
取付イメージ

株式会社エーオーアイ・ジャパン　Tel：03-3984-2993　
受付時間：月～金 10:00 ～17:00（土日祝日はお休み）
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-47-6 鈴忠ビル2F
http://www.rgblue.jp/SL014P015-00

マグニファイヤー
アタッチメント

固定用ネジ

材質 ： 耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、
ステンレス、ABS樹脂

重量 ： 陸上重量66g / 水中重量44g



  Introduction
 · It is inhibited to duplicate the contents of this manual without permission 
from RGBlue except for personal use.

 · The contents of this manual may be subject to change without prior notice.

 · In case improper use of this product causes damages, RGBlue will not 
assume any liabilities against any claim from a third party.

  Installing the RMGF-1 Screen Magnifier
1. Using the Screen Magnifier fixing screw, 

attach the Screen Magnifier on the tip 
(magnifier attachment) of the Micro Flex Arm.                  
*Be sure to use the fixing screw provided with       
the Screen Magnifier.

2. Using the 4 mm Allen wrench provided 
with the Micro Flex Arm, attach the 
Micro Flex Arm on the underwater 
case.

  Alternative installation method
The Micro Flex Arm can also be 
attached by changing the ball adapter 
position as shown below.

* Use the provided 2.5 mm Allen wrench.

  Optional accessories
  Arm Extension RAEX-1 (Clamp + Ball arm)

Attached to the Micro Flex Arm for extending the mobile range.

Image of installation of Micro 
Flex Arm + Arm Extensions

AOI Japan Co., Ltd.    Tel.: +81 3 3984 2993
Reception hours: 10:00–17:00, Monday–Friday, 
(Closed: Saturday, Sunday and national holidays)
http://www.rgblue.jp/SL014P015-00

Magnifier 
attachment

Fixing screw

Materials: Anticorrosive aluminum alloy/ Hard 
anodized aluminum, stainless steel, 
ABS resin.

Weight    : 66 grams on land, 44 grams 
underwater.

This product is designed for connecting the RGBlue Screen Magnifier to an 
underwater case equipped with an accessory shoe. It cannot be used with the 
camera or for any other purposes.


