
ビームアタッチメント、フィル
ター、拡散レンズ等が瞬時に交
換可能になるフリップ式アダプ
ター。

フリップアダプター
RGB-FA01
￥8,500（税抜）

01/02/02-PC
01-SB

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。

スヌートキット
RGB-SN01
￥6,000（税抜）

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
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）

スヌート
エクステンションΦ4mm
RGB-SNEX1
￥1,500（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。

レッドフィルター
RF01-49M
￥3,000（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。

市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。

撮影機材のセッティン
グに便利な40X50セン
チのネオプレーン製の
マット。

光接続リモートコントローラー
RGB-RC01
￥28,000（税抜）

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。

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。

色温度変換フィルター（6000K）
CCF6-49M
￥3,500（税抜）

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。

サーチライトアダプター
RGB-SA01
￥6,000（税抜）

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。360°回転する
ブレードにより、 水中
での配光調整が容易に
行えます。

ライトブレード
RGB-BLD1
￥12,000（税抜）

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。

ダブルマウントベース
RGB-DMB1
￥3,500（税抜）

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。

GoProアダプター
RGB-GA01
￥3,500（税抜）

メンテナンスマット
RGB-MAT1
￥1,800（税抜）

メモリーカードケース SD＆CF
RGB-MC01
￥2,800（税抜）

シーアンドシー社製水中
ストロボ YS-D1及び
YS-D2と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。

YS-D1 / 2マウントベース
L/Rセット
RGB-YSM1
￥6,000（税抜）

INON 社製水中ストロ
ボ Z330,Z240 及び
D2000 と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。

Z240マウントベース
L/Rセット
RGB-ZMB1
￥6,000（税抜）

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。

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。

減光フィルター（1/2）
ND2-49M
￥3,000（税抜）

装着例 SYSTEM01-3

Φ8mm+Φ16mm Φ8mm Φ16mm

ライトブレード角度調整前 ライトブレード角度調整後

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。

集光レンズ
CL60-49M
￥6,000（税抜）

照射角を最大80°に拡散します。
※SYSTEM01-3/02-2/02-2-PCに
は集光レンズとして同梱されていま
す。SYSTEM01-SBとの組み合わせ
では拡散レンズとして機能します。

拡散レンズ
CL60-49M
￥6,000（税抜）

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。

SYSTEM01-SB SYSTEM01-3

取付例 取付例 取付例

※SYSTEM01-3/02-2/02-2-PC
　には同梱されています。

取付例

取付前 取付後

取付例

取付例

取付例

スヌートキットRGB-NS01の追加パーツ
。スヌートキットRGB-NS01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。

01/02/02-PC
03/03-PC

01-SB

01-SB

01/02/02-PC
03/03-PC

01-SB

01/02/02-PC
01-SB

01/02/02-PC
01-SB

01/02/02-PC
01-SB

01/02/02-PC

01/02/02-PC

01/02/02-PC 01/02/02-PC 01/02/02-PC

01/02/02-PC

03/03-PC
01-SB

01/02/02-PC
01-SB

01/02/02-PC
01-SB

01/02/02-PC
01-SB

01/02/02-PC
03/03-PC

01-SB

01/02/02-PC
03/03-PC

01-SB

OPTICAL ACCESORIES SHOe & BALL ADAPTER

DOUBLE MOUNT BASE

GoPro ADAPTER

OTHERS

REMOTE CONTROLLER

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

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

交換用充電プラグ。
※ACアダプター充電セ
ット（ACB-01）に付属し
ています。

充電プラグ
RGB-CP1
￥2,700（税抜）



SYSTEM03と外部フラッシュ
（UFL-3等）を併用して撮影SYSTEM03のみで撮影

フリップアダプター（他社製）を使用して撮影
■コンパクトハウジング
（主にオリンパスTough用シリーズ）

■ミラーレス / SLRハウジング

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）

フィルターホイール
RGB-FW01

￥6,000（税抜）

￥4,000（税抜）

￥2,000（税抜）

￥3,000（税抜） ￥3,900（税抜） ￥3,900（税抜）

￥1,000（税抜） ￥1,000（税抜） ￥25,000（税抜）

マイクロスヌート Φ4
RGB-MSN1

￥1,000（税抜）

カラーフィルターセット
RGB-CFS1

ND フィルターセット
RGB-CFS2

フィルターリング M25
RGB-FR01

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。

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ることにより、4種の
フィルタ、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

SYSTEM03 アクセサリーキット
RGB-ACK1

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。

透過率：80％、50％、30％、0％
（遮光）4種セット。専用ケース付属。

マイクロライトブレード
RGB-MBLD1

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

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。
※別売り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。
【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

ツインライトマウントＬ
RGB-TLM-L

マイクロボールアダプター
RGB-MBA1

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

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。

SYSTEM03ツインライトとINON社製ストロボZ240、
SEA&SEA製YS-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。

ロテーションリングアダプ
ター専用変換リング。M67
フィルターネジをM52に変
換します。

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。

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。

独自規格の小型エクステンションア
ーム。ロテーションリングアダプタ
ーに増設することによりバックライ
ト等、様々なアングルでの撮影が可
能となります。

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。

Micro YS

M67

M52

M52

マイクロ YS アダプター 2セット付属

Micro YS Micro YS

Micro YS Micro YS Micro YS

Micro YS 規格 YS規格 

約 7mm約12mm

ツインライトマウントＳ
RGB-TLM-S

SYSTEM03 / 03-PC OPTIONAL ACCESSORIES 

80mm

25m
m

マイクロYSアダプター規格

ロテーションリングアダプターセット
RGB-RR01

￥9,000（税抜）

ステップアップリング 
M52-M67
RGB-SUR1
￥1,800（税抜）

エクステンション
17.5-M67
EXT17.5-M67
￥3,500（税抜）

マイクロ YS アダプター
RGB-MYSA1

￥1,000（税抜）

マイクロフレックスアダプター
RGB-MFA1

￥4,500（税抜）

ステップアップエクステンション 20 
M52-M67
RGB-SUEX1
￥3,500（税抜）

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。

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。

アクセサリーキット同梱品

アクセサリーキット同梱品 アクセサリーキット同梱品

アクセサリーキット同梱品

アクセサリーキット同梱品 アクセサリーキット同梱品 アクセサリーキット同梱品

SYSTEM03 / 03-PC ツイ
ンライトはRGBlue独自規
格のマイクロYSアダプター
で固定します。

M67

全　長：約25cm（ブーツ含む ）
伸長時：約45cm

全　長：約50cm（ブーツ含む）
伸長時：約80cm

標準ケーブル ロングケーブル

25cm

50cm
お客様の様々なご使用機材、撮影条件、使用用途等に対応するため
に、SYSTEM03 / 03PCの標準ケーブルを標準ケーブルの約2倍の長
さのケーブルに交換するサービスです。
ロテーションリングアダプターが使えない撮影器材をご使用時、別
売りのマイクロボールアダプター（RGB-MBA1）と市販のクランプ
、アーム類にツインライトに取り付けてケーブルの長さが不足する
場合等に有効です。
※当サービスは購入前のお申込み（または購入後の未使用状態）と
、ご使用済みのケーブルの返却、防水面のメンテナンス等が伴うご
使用後の交換では交換費用が異なります。
サービス詳細は販売店またはRGBlueWEBサイトでご確認ください。

SYSTEM03 / 03-PCロングケーブル交換サービス（有償）


