新商品取扱開始のお知らせ
お取引先様各位

(2022/1/14)

平素は格別のご⾼配を賜り、厚く御礼申し上げます。
メーカー新商品の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。
＜新製品「SYSTEM01/02:re」＞
RGBlue SYSTEM シリーズ⽔中ライトの初めてのフルモデルチェンジとなる”SYSTEM01:re、SYSTEM02:re(アールイー)”
”:re(アールイー）”は re-Design(再設計)を語源とし、8 年間にわたる SYSTEM シリーズ⽔中ライトの販売・修理・オーバーホール
サービス等で蓄積された課題を改善した新製品です。

1．[MU-7704] RGBlue SYSTEM01:re ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ＜参考上代 \ 68,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 5000K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2600lm
●照射⾓度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使⽤時 60° ●連続点灯時間 45 分〜550 分
●最⼤径 Φ68mm x 141mm / 陸上 440g ,⽔中 160g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M
ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

2．[MU-7709] RGBlue SYSTEM02:re ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ ＜参考上代 \ 80,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 5000K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2600lm
●照射⾓度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使⽤ 60°●連続点灯時間 90 分〜1000 分
●最⼤径 Φ68mm x 141mm / 陸上 565g ,⽔中 195g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M
ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

3．[MU-7705] RGBlue SYSTEM01:re ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 68,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 4200K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2200lm
●照射⾓度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使⽤時 60° ●連続点灯時間 45 分〜550 分
●最⼤径 Φ68mm x 141mm / 陸上 440g ,⽔中 160g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M
ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

4．[MU-7710] RGBlue SYSTEM02:re ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 80,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 4200K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2200lm
●照射⾓度 100°/集光ﾚﾝｽﾞ(別売)使⽤時 60°●連続点灯時間 90 分〜1000 分
●最⼤径 Φ68mm x 141mm / 陸上 565g ,⽔中 195g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M
ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ
※ 新ﾓﾃﾞﾙ:re ｼﾘｰｽﾞは、必要最⼩限の単位で販売するという観点から、AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟは付属いたしません。本製品を使⽤する際は、市販の USB-PD
対応 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(30W 以上)か、別売の [MU-7736] RGBlue USB PD 対応 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(re)＜参考上代 \ 6,000(税別)＞をご使⽤いただきますようお願いします。

村上商事株式会社
税別

〒501-3843

TEL 0575-24-1717

岐⾩県関市吉⽥町１番地

FAX 0575-22-3399

WEB https://murakamishoji.com

5．[MU-7706] RGBlue SYSTEM01:re ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑ ＜参考上代 \ 59,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 5000K / Ra80 ●全光束 最⼤ 1300lm
●照射⾓度 5°(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄあり) / 17° ●連続点灯時間 70 分〜700 分
●最⼤径 Φ68mm x 164.5mm / 陸上 530g ,⽔中 190g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M、ﾋﾞｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
ﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

6．[MU-7711] RGBlue SYSTEM02:re ｽﾎﾟｯﾄﾋﾞｰﾑ ＜参考上代 \ 71,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 5000K / Ra80 ●全光束 最⼤ 1300lm
●照射⾓度 5°(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄあり) / 17° ●連続点灯時間 140 分〜1400 分
●最⼤径 Φ68mm x 164.5mm / 陸上 620g ,⽔中 210g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、EVA ｹｰｽ M、ﾋﾞｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ
ﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

7．[MU-7707] RGBlue SYSTEM01:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ＜参考上代 \ 92,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 5000K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2600lm(2 灯)
●照射⾓度 100° ●連続点灯時間 45 分〜550 分
●最⼤径 Φ68mm x 150mm / 陸上 600g ,⽔中 230g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専⽤ｹｰｽ L
YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

8．[MU-7712] RGBlue SYSTEM02:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ｽｰﾊﾟｰﾅﾁｭﾗﾙｶﾗｰ＜参考上代 \ 104,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 5000K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2600lm(2 灯)
●照射⾓度 100° ●連続点灯時間 90 分〜1000 分
●最⼤径 Φ68mm x 150mm / 陸上 690g ,⽔中 250g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専⽤ｹｰｽ L
YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

9．[MU-7708] RGBlue SYSTEM01:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 92,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 4200K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2200lm(2 灯)
●照射⾓度 100° ●連続点灯時間 45 分〜550 分
●最⼤径 Φ68mm x 150mm / 陸上 600g ,⽔中 230g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専⽤ｹｰｽ L
YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ

10．[MU-7713] RGBlue SYSTEM02:re ﾂｲﾝﾗｲﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾗｰ ＜参考上代 \ 104,000(税別) RGBLUE＞
●⾊温度 / 演⾊性 4200K / Ra95 ●全光束 最⼤ 2200lm(2 灯)
●照射⾓度 100° ●連続点灯時間 90 分〜1000 分
●最⼤径 Φ68mm x 150mm / 陸上 690g ,⽔中 250g
●同梱品 ﾁｬｰｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、PD 対応 USB ｹｰﾌﾞﾙ、専⽤ｹｰｽ L
YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰｾｯﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙｷｬｯﾌﾟ、O ﾘﾝｸﾞ、ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ
※ 新ﾓﾃﾞﾙ:re ｼﾘｰｽﾞは、必要最⼩限の単位で販売するという観点から、AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟは付属いたしません。本製品を使⽤する際は、市販の USB-PD
対応 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(30W 以上)か、別売の [MU-7736] RGBlue USB PD 対応 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(re)＜参考上代 \ 6,000(税別)＞をご使⽤いただきますようお願いします。

村上商事株式会社
税別

〒501-3843

TEL 0575-24-1717

岐⾩県関市吉⽥町１番地

FAX 0575-22-3399

WEB https://murakamishoji.com

＜新製品︓re シリーズの特⻑＞
●USB PD で急速充電の実現︓ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾊﾟｿｺﾝの充電にも使われる USB PD(30W 以上)を採⽤。急速充電が可能になり、市販品も利⽤可能に。
●腐⾷しにくく、使いやすくなった充電端⼦︓ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟの充電端⼦の採⽤による腐⾷ﾘｽｸの低減とﾒﾝﾃﾅﾝｽの向上。充電端⼦の場所もﾗｲﾄ後⽅部に変更。
●ﾓｼﾞｭｰﾙ間の防⽔・ﾘｶﾊﾞﾘｰ機能向上︓防滴ﾊﾟｯｷﾝを追加した⼆重防⽔構造により浸⽔ﾘｽｸを低減。接点ﾋﾟﾝの⼤径化により塩分の固着ﾘｽｸを低減。
●ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨがｱｯﾌﾟしたﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙ︓ﾓｼﾞｭｰﾙ着脱⽤ﾛｯｸﾘﾝｸﾞは⾼精度切削ﾛｰﾚｯﾄ加⼯。ﾗｲﾄ先端部にﾗﾊﾞｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを装備。ﾎﾞﾀﾝは⼤きくﾁﾀﾝ製に。
●抜本的に改良されたｱｸｾｻﾘｰ:⾚ﾌｨﾙﾀｰや集光ﾚﾝｽﾞ,ｽﾇｰﾄはあらかじめ取り付け、ﾜﾝﾀｯﾁで切替可能なﾌﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟに。ﾌﾛｰﾄもつけ外しがしやすく改良。

＜ライトモジュール＆バッテリーモジュール＞

< WIDE ANGLE >
[MU-7714] LM5K2600S2

\ 43,000

[MU-7715] LM4.2K2200G2

\ 43,000

< SPOT BEAM >
[MU-7716] LM5K-SP17-2

\ 35,000

< TWIN LIGHT >
[MU-7718] LM5K1300S2

\ 59,000

[MU-7719] LM4.2K1100G2

\ 59,000

< BATTERY MODULE >
[MU-7720] BM3521S

\ 26,000

[MU-7721] BM6721L

\ 35,000

※新ﾓﾃﾞﾙ:re ｼﾘｰｽﾞのﾗｲﾄ/ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙは、RGBlue の全てのﾓｼﾞｭｰﾙと互換性がありますが、2 重 O ﾘﾝｸﾞは:re ｼﾘｰｽﾞの組合せのみで機能します。

＜別売アクセサリー＞
1．[MU-7721(S)/7722(L)] RGBlue ﾌﾛｰﾄｼﾞｬｹｯﾄ 2 (re)＜参考上代 \ 3,500(税別) RGBLUE＞
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ﾊﾟ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｡ ﾎﾞｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ等の着脱時に転がらない上⾯ﾌﾗｯﾄ形状｡付属品:ｽﾄｯﾊﾟｰ。
対応製品 S ｻｲｽﾞ :re BM3521S

L ｻｲｽﾞ :re BM6721Ｌ

2．[MU-7723] RGBlue GoPro ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 (re) ＜参考上代 \ 3,000(税別) RGBLUE＞
ﾗｲﾄに直接 GoPro を取付けるためのｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ。
ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙのｱｸｾｻﾘｰ固定ﾈｼﾞ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｡ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟとの併⽤で､ｺﾝﾊﾟｸﾄな撮影ｷｯﾄが可能です｡
対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

3．[MU-7724] RGBlue ﾌﾘｯﾌﾟ集光ﾚﾝｽﾞ (re) ＜参考上代 \ 5,400(税別) RGBLUE＞
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。
光学ﾚﾝｽﾞ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｡
ﾌﾘｯﾌﾟ構造により⽔中での切り替えがﾜﾝﾀｯﾁで可能｡ ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙに直接ﾎﾞﾙﾄで固定｡
付属品:ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟｰ､ｽﾍﾟｰｻｰ､固定ﾎﾞﾙﾄ"
対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

村上商事株式会社
税別

〒501-3843

TEL 0575-24-1717

岐⾩県関市吉⽥町１番地

FAX 0575-22-3399

WEB https://murakamishoji.com

4．[MU-7725] RGBlue ﾌﾘｯﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 ﾌﾚｰﾑ (re) ＜参考上代 \ 4,500(税別) RGBLUE＞
ﾌﾘｯﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰのﾌﾚｰﾑ(枠)。別売りのｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ(ﾚｯﾄﾞ､ﾌﾞﾙｰ､ﾋﾟﾝｸ)と組み合わせて使
⽤します｡ ﾌﾘｯﾌﾟ集光ﾚﾝｽﾞ等に重ねて使⽤できるｽﾍﾟｰｻｰ付属。付属品:ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟ
ｰ､ｽﾍﾟｰｻｰ､固定ﾎﾞﾙﾄ 対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2
[MU-7726] ﾚｯﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ (単品) (re) ＜参考上代 \ 800(税別) RGBLUE＞
[MU-7727] ﾌﾞﾙｰﾌｨﾙﾀｰ (単品) (re) ＜参考上代 \ 800(税別) RGBLUE＞
[MU-7728] ﾋﾟﾝｸﾌｨﾙﾀｰ (単品) (re) ＜参考上代 \ 800(税別) RGBLUE＞

5．[MU-7729] RGBlue ｻｰﾁﾗｲﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2 (re) ＜参考上代 \ 5,400(税別) RGBLUE＞
専⽤光学ﾚﾝｽﾞ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｡
ﾌﾘｯﾌﾟ構造により⽔中での切り替えがﾜﾝﾀｯﾁで可能｡ ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙに直接ﾎﾞﾙﾄで固定｡
付属品:ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟｰ､固定ﾎﾞﾙﾄ
対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

6．[MU-7730] RGBlue ｽﾇｰﾄｷｯﾄ 2 (re) ＜参考上代 \ 8,000(税別) RGBLUE＞
被写体をﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで照らし､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 種類のｽﾎﾟｯﾄ光が演出できます｡ 集光ﾚﾝｽﾞが組み込まれたﾌﾘｯ
ﾌﾟ構造｡⽔中での切り替えがﾜﾝﾀｯﾁで可能｡ﾗｲﾄﾓｼﾞｭｰﾙに直接ﾎﾞﾙﾄで固定｡
付属品:ｽﾇｰﾄΦ8､16mm､集光ﾚﾝｽﾞ､ﾌﾘｯﾌﾟｽﾄｯﾊﾟｰ固定ﾈｼﾞ
対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

7．[MU-7731] RGBlue ﾊﾞﾝﾄﾞｱ (re) ＜参考上代 \ 5,400(税別) RGBLUE＞
被 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:固定ﾎﾞﾙﾄ
対応製品 :re LM5K2600S2 / LM4.2K2200G2

8．[MU-7732] RGBlue ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ 03 (00/re) ＜参考上代 \ 3,000(税別) RGBLUE＞
BC などに直接取付けられるｶﾗﾋﾞﾅ機構付きのｶﾞﾝｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ｡
ｶﾗﾋﾞﾅ部､ﾜｲﾔｰｹﾞｰﾄの形状を⾒直し操作性が向上しました｡ すべての RGBlue 製ﾊﾞｯﾃ
ﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙに取り付け可能です｡
対応製品 :すべての RGBlue 製ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙ

9．[MU-7733] RGBlue ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌｯｸ 2 (re) ＜参考上代 \ 1,800(税別) RGBLUE＞
専⽤吊り下げﾌｯｸ｡ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾌﾟを使⽤しないで⼿持ちで使⽤する場合に使⽤します｡
ｶﾗﾋﾞﾅなどを介して BC などにｺﾝﾊﾟｸﾄな 状態で吊り下げられます｡BM3521S､
BM6721L のｱｸｾｻﾘｰ固定 ﾌﾟﾚｰﾄと交換して取付けます｡
対応製品 :re BM3521S / BM6721L
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