
セット価格：￥74,800（税込）

【セット付属品】ライトモジュールキャップ、バッテリーモジュールキャップ、チャージアダプター、
　　　　　　　　充電ケーブル（USB-PD 対応）、O リング、シリコングリス、EVA ケース M

※AC アダプターは汎用の USB-PD 対応としたため付属していません。別途 USB-PD 充電器（30W 以上）が必要です。
　また、従来品で付属していた YS アダプター、ハンドグリップ、集光レンズは別売アクセサリーとなります。

セット価格：￥74,800（税込）

セット価格：￥88,000（税込）

セット価格：￥88,000（税込）
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スーパーナチュラルカラー 5000K Ra95 標準バッテリー

スーパーナチュラルカラー 5000K Ra95 標準バッテリー

プレミアムカラー 4200K Ra95 大容量バッテリー

プレミアムカラー 4200K Ra95 大容量バッテリー

S01RE-SNC

S01RE-PC

S02RE-SNC

S02RE-PC



6400mA/7.2V(46Wh)
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バッテリーモジュール　BM6721L
BM6721L
￥39,600（税込）

ライトモジュール　LM5K2600S2
LM5K2600S2
￥47,300（税込）

ライトモジュール　LM4.2K2200G2
LM4.2K2200G2
￥47,300（税込）　　　　

色温度：4200K、演色性：Ra95。最大光量：2200lm
2 重Ｏリング仕様。
※2重 Oリング対応バッテリーモジュール
BM3521S、BM6721L
付属品：ライトモジュールキャップ

色温度：5000K、演色性：Ra95。最大光量：2600lm
2 重Ｏリング仕様。
※2重 Oリング対応バッテリーモジュール
BM3521S、BM6721L
付属品：ライトモジュールキャップ

新規別売アクセサリー（1/6）

バッテリーモジュール　BM3521S
BM3521S
￥27,500（税込）

3200mA / 7.2V (23Wh) 2 重Ｏリング仕様。
※2重 Oリング対応ライトモジュール
LM5K2600S2、LM4.2K2200G2、LM5K1300S2、
LM4.2K1100G2、LM5K-SP17-2
付属品：バッテリーモジュールキャップ　　

6700mA / 7.2V (46Wh) 2 重Ｏリング仕様。
※2重 Oリング対応ライトモジュール
LM5K2600S2、LM4.2K2200G2、LM5K1300S2、
LM4.2K1100G2、LM5K-SP17-2
付属品：バッテリーモジュールキャップ　　
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新規別売アクセサリー（2/6）

ライトに直接GoPro を取付けるためのアダプター。
ライトモジュールのアクセサリー固定ネジ穴に直接取付けま
す。固定位置は 4か所から選択可能です。ハンドグリップと
の併用で、コンパクトな撮影キットが可能です。
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：
2.5mm）が必要です。 

GoPro アダプター 2 (re)
RGB-GA02
￥3,300（税込）

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

Float Jacket 2 S (re)
RGB-FJ03
￥3,850（税込）

バッテリーモジュール BM3521S 専用フロート。浮力調整フ
ロート。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。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで
着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボー
ルアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。
付属品：ストッパー

バッテリーモジュール BM6721L 専用フロート。浮力調整フ
ロート。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。付属のロック機構付ストッパーによりワンタッチで
着脱ができます。フロートを取付けた状態で充電が可能。ボー
ルアダプター等の着脱時に転がらない上面フラット形状。
付属品：ストッパー

Float Jacket 2 L (re)
RGB-FJ04
￥3,850（税込）

:re BM3521S 

:re  BM6721L
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ロック機構付きストッパー フロート取付けたまま充電可能

フロート取付けたまま充電可能ロック機構付きストッパー

ライトモジュールの 4か所に取り付け可能



フリップ集光レンズ (re)
RGB-FCL01
￥5,940（税込）
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
きます。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。フリップ構造により水中での切り替えが
ワンタッチで可能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。
付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が
必要です。

フリップアダプターのフレーム（枠）のみ。別売りのカラーフィルター
（レッド、ブルー、ピンク）と組み合わせて使用します。フリップ集光レ
ンズ等に重ねて使用できるスペーサー付属
付属品：フリップストッパー、スペーサー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必
要です。また、フィルターの取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）が
必要です。

フリップアダプター 2 　フレーム (re)
RGB-FA02
￥4,950（税込）

新規別売アクセサリー（3/6）

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、
フリップアダプター 2 フレーム（re）と組み合わせて使用します。

エフェクト用フィルター。
フリップアダプター 2 フレーム（re）と組み合わせて使用します。

レッドフィルター （単品） (re)
RGB-RF01
￥880（税込）

ブルーフィルター （単品） (re)
RGB-BF01
￥880（税込）

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

ピンクフィルター （単品） (re)
RGB-PF01
￥880（税込）

エフェクト用フィルター。
フリップアダプター 2 フレーム（re）と組み合わせて使用します。
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取付例 取付例（フリップ開状態）

取付例（集光レンズに重ねて使用）取付例（レッドフィルター）

※レンズは付属しません。フレーム
　（枠）のみの販売となります。

付属品

付属品



スヌートキット２ (re)
RGB-SN02
￥8,800（税込）

スヌートエクステンションΦ4mm
RGB-SNEX1
￥1,650税込）

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使用します。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。集光レンズが組み込
まれたフリップ構造。水中での切り替えがワンタッチで可能。ライトモジュー
ルに直接ボルトで固定。
付属品：スヌートΦ8、16mm、集光レンズ、フリップストッパー固定ネジ
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が必要
です。

スヌートキットの追加パーツ。スヌートキット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。

新規別売アクセサリー（4/6）

バンドア (re)
RGB-BD01
￥5,940（税込）

4 枚の可動式羽根により照射角を調整したり、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。付属品：固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が
必要です。 

サーチライトアダプター 2 (re)
RGB-SA02
￥5,940（税込）

専用光学レンズを使用し照射範囲を 100°から 30°に絞りより遠くを
照射します。フリップ構造により水中での切り替えがワンタッチで可
能。ライトモジュールに直接ボルトで固定。
付属品：フリップストッパー、固定ボルト
※ライトモジュールへの取付けには六角レンチ（二面幅：2.5mm）が
必要です。

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

:re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2
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取付例

取付例

取付例（フリップ開状態）

取付例 取付例（フリップ開状態）

取付例（折りたたみ状態）

付属品

付属品



USB PD ケーブル 1.2M (re)
RGB-UC01
￥1,980（税込）

USB-PD 対応　充電用ケーブル（長さ 1.2m）
セット販売品に付属

チャージアダプター (re)
RGB-CA01
￥3,850（税込）

USB-PD 対応充電アダプター。USB-PD 対応ケーブル、AC
アダプターと組み合わせて使用。セット販売品に付属。
　　　　

新規別売アクセサリー（5/6）

専用吊り下げフック。ハンドグリップを使用しないで手持ちで使用す
る場合に使用します。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。BM3521S、BM6721L のアクセサリー固定
プレートと交換して取付けます。
 ※BM3521S、BM6721L への取付けには六角レンチ（二面幅：2mm）
が必要です。 

ダイレクトフック 2 (re)
RGB-DH02
￥1,980（税込）

:re BM3521S / BM6721L

:re BM3521S / BM6721L

:re BM3521S / BM6721L

BC などに直接取付けられるカラビナ機構付きのガングリップタイプ。
カラビナ部、ワイヤーゲートの形状を見直し操作性が向上しました。 
すべての RGBlue 製バッテリーモジュールに取り付け可能です。
 

ハンドグリップ 03 (00/re)
RGB-HG03
￥3,300（税込）
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取付例

使用例

取付例



USB-PD 対応 ACアダプター。
コンセント端子折りたたみ可能。

USB PD 対応 AC アダプター (re)
RGB-PDAC01
￥6,600（税込）

新規別売アクセサリー（6/6）

シリコングリス (00/re)
RGB-SG01
￥880（税込）

ライト本体、アクセサリー等を収納する EVA 製ケース。
梱包材の削減の一環としてライトの形状にフィットする形状とアクセ
サリー収納用の仕切りを一体成型しています。

交換用Oリング。ライトモジュールに取付けます。

EVA ケース M (00/re)
EC03
￥3,300（税込）

O リング (00/re)
RGB-OR01
￥880（税込）

:re BM3521S / BM6721L
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Oリングメンテナンス用シリコングリス
内容量：5g
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