LED ストリングライト
常時点灯

黒コード

電球色 ( イエローゴールド )

プロフェッショナル V4 シリーズの他、レギュラーシリーズもあります。
（レギュラーの△印は特注となります）※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります
■消費電力：5W

■長さ：全長約 11.5m（LED の端から端は 9.9m)

■球数：100

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
商品コード			

カラー			

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-b5M

5 色マルチ ( ホワイト、ピンク、ブルー、電球色、グリーン )

レギュラー

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bA

アンバー（オレンジ）		

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bB

ブルー（青）			

〇

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bBW

ブルー／ホワイト		

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bCo

電球色（オレンジゴールド）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bCp

電球色（ピンクゴールド）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bCy

電球色（イエローゴールド）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bG

グリーン（緑）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bIv

アイボリー			

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bLb

アクアブルー（水色）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bLg

アクアグリーン（薄緑）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bLpi

ライトピンク（薄ピンク）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bLpu

ライトパープル（藤色）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bPi

ピンク			

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bPu

パープル（紫）		

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bR

レッド（赤）			

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bW

ホワイト（白）		

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-bY

イエロー（黄）		

△

自動色変化の RGB( フルカラー )

黒コード

アンバー

電球色（オレンジゴールド）

ブルー

電球色（ピンクゴールド） グリーン

アイボリー

アクアブルー

アクアグリーン

ライトピンク

ライトパープル

ピンク

パープル

レッド

ホワイト

イエロー

5 色マルチ

ブルー / ホワイト
交互ミックス

RGB

約 30 秒のゆっくりとした周期で色変化する「ゆっくり変化」タイプと、約 0.5 ～ 0.8
秒で素早く色が切り替わる「速い点滅」タイプがあります。各球はランダムに色変
化します。※ RGB 以外の色のストリングとは連結できません
■消費電力：5W

■長さ：全長約 11.5m（LED の端から端は 9.9m)

■球数：100

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
商品コード			

カラー		

SPLT-ZG-L-STR-AC-AT-PR4-100-bRGBs

RGB（1670 万色）

パターン

ゆっくり変化

SPLT-ZG-L-STR-AC-AT-PR4-100-bRGBq

RGB（1670 万色）

速い点滅

点滅コントローラ付（２回路点滅） 黒コード
防滴点滅コントローラ付電源コードで８種類の点滅方法を押しボタンで選択できま
す。メモリ機能がついていますので電源を切った後で再度点灯した場合も前回の点
滅の仕方になります。
■消費電力：5W
■球数：100

■長さ：全長約 11.4m（LED の端から端は 9.9m）

■連結：推奨 1400 球以内（最大 2000 球まで）

商品コード			

カラー

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bA

アンバー（オレンジ）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bB

ブルー（青）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bCy

電球色（イエローゴールド）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bG

グリーン（緑）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bLb

アクアブルー（水色）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bLg

アクアグリーン（薄緑）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bLpi

ライトピンク（薄ピンク）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bLpu

ライトパープル（藤色）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bPi

ピンク

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bPu

パープル（紫）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bR

レッド（赤）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bW

ホワイト（白）

SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bY

イエロー（黄）

常時点灯・自動色変化の RGB ・カラーチェンジ
電源プラグ

点滅コントローラ付

整流器
（RGB は限流器） 連結プラグ
（凹）

電源プラグ

10cm

10cm

連結プラグ
（凹）

9.9m

10cm

10cm

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。
常点

RGB・ゆっくり

RGB・速い

連結プラグ
（凹）

連結プラグ
（凸）

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。
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連結プラグ
（凹）

約 144cm

150cm
連結プラグ
（凸）

点滅コントローラ

2 回路点滅

10cm

9.9m

10cm

静電気対策済※で故障に強い「プロフェッショナル V4 シリーズ」
（特許第 5356861 号）※レッド、アンバー（オレンジ）、イエロー、RGB の各色は除きます。
LED を使用したストリング（ひも状）タイプのオーソドックスなライトです。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

とても明るく鮮やかな発色で、しかも低消費電力。

常時点灯

シルバーコード

電球色（イエローゴールド）

ホワイト

電球色 ( オレンジゴールド )

アンバー（オレンジ）

ピンク

レッド

アクアブルー

ライトピンク

ブルー

ライトパープル

プロフェッショナル V4 シリーズとレギュラーシリーズがあります。
（レギュラーの△印は特注となります）
■消費電力：5W
■球数：100

■長さ：全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります
商品コード			

カラー

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tA

アンバー（オレンジ）

レギュラー

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tB

ブルー（青）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tCo

電球色 ( オレンジゴールド )

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tCp

電球色（ピンクゴールド）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tCy

電球色（イエローゴールド）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tLb

アクアブルー（水色）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tLpi

ライトピンク（薄ピンク）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tLpu

ライトパープル（藤色）

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tPi

ピンク

△

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tR

レッド（赤）

〇

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tW

ホワイト（白）

〇

プロフェッショナル V4

電球色（ピンクゴールド）

レギュラー

トゥインクル

黒コード

電球色 ( イエローゴールド ) ＋
ホワイト点滅

各色の常時点灯 LED3 球に対して、ホワイトのフラッシュ点滅 LED

ブルー＋ホワイト点滅

グリーン＋ホワイト点滅

ライトピンク＋ホワイト点滅

ホワイト＋ホワイト点滅

が 1 球入っています。ランダムな点滅パターンです。
■消費電力：5W ■長さ：全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)
■球数：100 ■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
商品コード			

カラー

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bBWf

ブルー＋ホワイト点滅

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bCyWf

電球色 ( イエローゴールド ) ＋ホワイト点滅

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bGWf

グリーン＋ホワイト点滅

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bLpiWf

ライトピンク＋ホワイト点滅

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bWWf

ホワイト＋ホワイト点滅

全トゥインクル

ホワイト点滅
50 球、黒コード

ホワイト点滅
100 球、黒コード

イエローゴールド点滅
100 球、黒コード

フラッシュ点滅球のみの全トゥインクルタイプです。ランダムな点滅パターンです。
■消費電力：3W（50 球）、5W（100 球）
■長さ：50 球 = 全長 16m(LED の端から端は 14.7m)
100 球 = 全長約 11.5m(LED の端から端は 9.9m)
■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）
商品コード			

カラー

球数

コード

黒コード

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-P300-50-bWf

ホワイト点滅

50 球

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bWf

ホワイト点滅

100 球

黒コード

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-P300-50-bCyf

イエローゴールド点滅

50 球

黒コード

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-P300-50-tWf

ホワイト点滅

50 球

シルバーコード

SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-tWf

ホワイト点滅

100 球

シルバーコード

ホワイト点滅
50 球、シルバーコード

ホワイト点滅
100 球、シルバーコード

※ 1 セットに付き 1 本パワーコードが付属しています。パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。
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▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。
シルバーコード

トゥインクル

全トゥインクル

LED ストリングライト
オートフェード
DC12V 電源で点灯するストリングです。全ての球がランダムにフェードイン／アウトを繰り返します。常時点灯にすることはできません。
専用の防滴型アダプタ（別売り）を使用すれば、電源との接続部も防滴仕様になります。
防滴型 24W 級アダプタの場合 2 セットまで、防滴型 36W 級アダプタの場合 3 セットまで連結可能です。
■消費電力：8.4W

■入力電圧：DC12V

■球数：50

■連結：3 セットまで

ピッチ 40cm
■サイズ：灯体部約 20m、全長約 20.4m

球アップ・黒コード

球アップ・シルバーコード

■コード色：ブラック（黒）／シルバー（銀）

■カラー：電球色（イエローゴールド）／イエローグリーン／ホワイト（白）
消灯時・黒コード
( 電球色 / ホワイト )

電球色・黒コード

消灯時・黒コード
( イエローグリーン )

消灯時・シルバーコード
( 電球色 / ホワイト )

消灯時・シルバーコード
( イエローグリーン )

ホワイト・シルバーコード

イエローグリーン・黒コード

コネクタ /・黒コード

コネクタ・シルバーコード

商品コード

黒コード				

商品コード

シルバーコード			

カラー

SPLT-ZG-L-STR-D12-AT-FADE-P4-50-bCy

SPLT-ZG-L-STR-D12-AT-FADE-P4-50-tCy		

電球色（イエローゴールド）

SPLT-ZG-L-STR-D12-AT-FADE-P4-50-bYg		

SPLT-ZG-L-STR-D12-AT-FADE-P4-50-tYg

イエローグリーン

SPLT-ZG-L-STR-D12-AT-FADE-P4-50-bW		

SPLT-ZG-L-STR-D12-AT-FADE-P4-50-tW

ホワイト（白）

ピッチ 20cm
■サイズ：灯体部約 10m、全長約 10.2m
■カラー：電球色（イエローゴールド）／ホワイト（白） ■コード色：ブラック（黒）
消灯時 ( 電球色 / ホワイト )

電球色

球アップ

ホワイト

コネクタ

商品コード							

SPLT-ZG-L-STR-D12-SD-FADE-50-bCy

		

カラー

電球色（イエローゴールド）

SPLT-ZG-L-STR-D12-SD-FADE-50-bW		

ホワイト（白）

取付部品（別売）
アダプタ（15W）

アダプタ（24W）

商品コード				商品名
SPLT-ZG-P-ACDC-WP-RSCN-D12-15W

防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、1.25A、15W

SPLT-ZG-P-ACDC-WP-RSCN-D12-24W

防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、2A、24W

SPLT-ZG-P-ACDC-WP-RSCN-D12-36W

防滴型 AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W
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▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。
オートフェード

アダプタ（36W）

カラーチェンジ

黒コード

専用パワーコードについて・・・
コントローラ付パワーコードで点灯パターンは 8 種類（押しボタンで選択可能）

付属のコントローラで 2 色カラーフェード・常時点灯（電球色／ホ

1. 2 色カラーフェード（15.75 秒周期） 2. 常時点灯 ブルー or イエローゴールド

ワイト／ 2 色ミックス）
・2 色交互点灯（速度 4 パターン）の中か

3. 常時点灯 ホワイト

ら点灯パターンを選択することが可能です。
■消費電力：5W
■球数：100

■長さ：全長約 11.4m（LED の端から端は 9.9m）

■連結：2 セットまで

4. 常時点灯 2 色ミックス

5. 2 色交互点滅（超速）

6. 2 色交互点滅（速） 7. 2 色交互点滅（普通） 8. 2 色交互点滅（ゆっくり）
※メモリ機能を搭載しています。

■専用パワーコード付

電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯します。

概観

ホワイト／ブルー

電球色／ホワイト

コントローラ

球アップ ( ホワイト／ブルー )

球アップ ( 電球色／ホワイト )

1 球アップ

コネクタ

商品コード						

カラー

SPLT-ZG-L-STR-AC-CC-PR4-100-bCyW			

電球色（イエローゴールド）/ ホワイト

SPLT-ZG-L-STR-AC-CC-PR4-100-bBW				

ホワイト／ブルー

9 ファンクション点滅コントローラ付
RGB（フルカラー）のストリングライトです。
点灯パターンは 9 種類でレギュラーシリーズ（P6 参照）の商品です。
■入力電圧：AC100V（->DC5V） ■消費電力：10W
■球数：50

■連結：不可

■入力電流：2A

■サイズ：全長 約 15m、電飾部分 約 10m

■ LED 間のピッチ：10cm

■コード色：ブラック（黒）／シルバー（銀）

セット内容

点灯時（シルバーコード）

点灯時（黒コード）

概観（シルバーコード）

概観（黒コード）

専用コントローラ付パワーコードについて・・・
付属のコントローラで点灯パターンは 9 種類（押しボタンで選択可能）
1．コンビネーション（3,2,8 を繰り返す）
2．7 色グラデーション（全体が同じ色で徐々に色が変わる）
3．7 色ステップ（全体が同じ色で色が切り替わる）
4．常時点灯 電球色

5．常時点灯 レッド

コード色

6．常時点灯 グリーン

SPLT-EL-L-STR-AC-FE9-100-BRGB		

黒コード

8．7 色フラッシュ（各球バラバラに素早く色が切り替わる）

SPLT-EL-L-STR-AC-FE9-100-TRGB		

シルバーコード

9．消灯

商品コード				

特注ストリング

7．常時点灯 ブルー

LED の変更など、現場に合わせたストリングを作成いたしますのでお問い合わせください。
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▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。
カラーチェンジ

9 ファンクション

LED 丸形電球ストリングライト

白熱電球のような形の LED 電球（ストリングタイプ）です。カラーは、温かみのある色味が人気の電球色です。
パワーコードが付属しています。

LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、黒コード
■入力電圧：AC100V

■消費電力：1.5W

■サイズ：球の直径 45mm、全長（パワーコード別）約 5m、灯体部分の長さ約 4.5m

■球数：10（1 つの電球につき 3LED） ■連結：10 本まで

■ LED 色：オレンジゴールド

■球色：クリア球／乳白球

■球間ピッチ：約 500mm

■専用パワーコード付

商品コード					

商品名

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-G45c-10-bCo		

LED 丸形電球ストリング、G45 型クリア球、10 球 (30LED)、オレンジゴールド、黒コード

SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-G45w-10-bCo		

LED 丸形電球ストリング、G45 型乳白球、10 球 (30LED)、オレンジゴールド、黒コード

点灯イメージ
（クリア球）

消灯時
（クリア球）

点灯時アップ
（クリア球）
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点灯イメージ
（乳白球）

消灯時
（乳白球）

点灯時アップ
（乳白球）

