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2019 年度 新商品一覧

▼ AC ２芯制御 RGB LED スト
　 リング、99 球
→詳細は 13 ページ

▼ PRO4 仕様ストリング、
　 シルバーコード
→詳細は 9 ページ

▼ストリング、9 ファンクショ
　ン点滅コントローラ付、RGB
→詳細は 11 ページ

▼ LED クリア電球、E12、
　 G50 型、DC12V 仕様
→詳細は 17 ページ

▼水に浮かぶボール、RGB、
　充電式、リモコン付
→詳細は 30 ページ

▼シャイニングスター（ブルー）
→詳細は 47 ページ

▼ RGB3ch ネオンフレックス
　  RS12-F1、2m ／ 5m
→詳細は 36 ページ

▼ AC ２芯制御 RGB LED ロー
　 プライト、20m
→詳細は 27 ページ

▼ AC ２芯制御 RGB LED モチー
　  フ、3D ボール
→詳細は 49 ページ

▼ AC ２芯制御 RGB LED モチー
　  フ、スパイラルコーンツリー
→詳細は 49 ページ

▼ SPI 対応 LED ネオンフレック
　  ス SW10-D1、DC24V、RGB
→詳細は 37 ページ

▼スノーフレーク ( ブルー )
　タイプ A ／ B
→詳細は 44 ページ

▼スイッチング電源 DC24V、
　4.5A、100W
→詳細は 38 ページ

▼側面発光 3014 型テープラ
　イト、グリーン
→詳細は 32 ページ

▼ RGB3ch 調光コントローラ 
　  任意色固定可能 R2
→詳細は 40 ページ

▼ LED ネオンフレックス
　  AW09-D1、AC100V、30m
→詳細は 35 ページ
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▼ SPI 対応ピクセルストリング
　   R2、ホワイト
→詳細は 59 ページ

▼ SPI ミニコントローラ、
 　リモコン付
→詳細は 66 ページ

▼ DMX スプリッター
→詳細は 67 ページ

▼ DMX 対応 LED 地中ライ
　 ト (RO)
→詳細は 70 ページ

▼ DMX 対応 LED 水中ライ
　 ト (RO)
→詳細は 68 ページ

▼防雨型小型レーザープロ
　ジェクター
→詳細は 74 ページ

▼ COB 型 RGB LED ウオールウオッ
　  シャー R2 用延長ケーブル
→詳細は 76 ページ

2019 年度 新商品一覧

▼ DMX-SPI コントローラ
　  (DS-L)、DC5-24V 対応
→詳細は 66 ページ

▼ SPI コントローラ (SC)、
　  DC5-24V 対応
→詳細は 66 ページ

▼光るシーソー、RGBW、
　 充電式、リモコン付
→詳細は 50 ページ

▼ DMX 対応 LED 水中・地中ラ
　   イト (RO) 用アドレスライタ
→詳細は 70 ページ

▼ UV スポットライト
→詳細は 79 ページ

▼ RGB レーザー、4W
→詳細は 74 ページ

▼ LightORama ショータイ
　  ムディレクター G4
→詳細は 55 ページ

▼ LightORama ショータイム
　  コントローラ G3 用ピンヘッダ
→詳細は 55 ページ

▼ AC ２芯制御 RGB LED
　 2D モチーフ　ハート／スター
→詳細は 49 ページ
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IP67 の防塵、防水性、静電気対策済で故障に強い LED
「プロフェッショナル V4」（特許第 5356861 号）

昨今のイルミネーションイベントの大規模化に伴い、市場ではより防塵性、防水性を高

めたイルミネーション商材が望まれています。

このような市場や利用環境の変化に合わせて、当社では従来から「プロフェッショナ

ル V3」シリーズを販売してまいりましたが、2014 年に更に耐久性、絶縁性を向上した 

「プロフェッショナル V4」シリーズを開発し 2015 年より販売しています。

防塵・防水性を表す保護等級は IP67 を取得しています。

温度、湿気の高い地方や、降雪の多い地方などでもより安心してお使いいただくことが

可能です。

（注）IP67 の試験に合格していますが、可能な限り水のかかりやすい状況でのご使用はお避けください。

・  電線と LED の結合部分（LED ヘッド）を劣化に強い EVA のチューブで 2 重に覆い、従来

製品よりさらに耐久性・耐候性が向上

・  保護等級 IP67 を取得（付属コントローラは除く）

・  ツェナーダイオードを使用し、従来 LED 故障の原因となっていた LED の破損にも対策 

（RGB、レッド、アンバー、イエロー、カラーチェンジ各色は除く）

・  （黒コードの商品について）LED まわりのチューブが透明になったため、従来品より

　見た目の明るさが向上（LED の光量自体は従来品と同等）

・  どこから見ても明るく見える広角・拡散パッケージを採用

・  LED 間の電線に、イルミネーションとしては太めのコードを使用しているため、断線等

の物理的な破損にも強い

・  扱いやすく劣化変形の少ない金属製コネクタを採用

・  100V 仕様でアダプタ不要、連結も簡単

レギュラーシリーズもご用意しております
より手軽に品質の高い LED イルミネーションをお楽しみいただくため、「レギュラー」

シリーズも販売しています。

「プロフェッショナル V4」と比較して、以下のような違いがあります。

用途やご予算に合わせてお選びください。

レギュラーシリーズ PRO4 シリーズ

ヘッド部

レギュラーシリーズ PRO4 シリーズ

全景

シリーズ名 レギュラー プロフェッショナル V4

静電気対策 なし あり（ツェナーダイオード使用）※ 1

コードの太さ やや細い 太い

コネクタ部分の材質 金属

LED ヘッド部の

チューブの材質

PVC
（紫外線等により黄変劣化や硬化、

  ひび割れ等する場合があります）

EVA2 重
（劣化が少なく耐久性・対候性に優れる）

保護等級 IP68 ※ 2（初期性能。性能の劣化速度は

 「プロフェッショナル V4」よりも早くなります）

IP67 ※ 2

LED ヘッド部の

チューブの色

コード色に準じる クリア

価格 安価 やや高価

ラインナップ LED ストリング・常時点灯タイプ

LED ネットライト・常時点灯タイプ

LED ストリームライト（流れ点滅）

フルラインナップ

※ 1　RGB、レッド、アンバー（オレンジ）、イエロー、カラーチェンジ各色は除く       ※ 2　付属の点滅コントローラ等は除きます。各商品の詳細ページをご確認ください。

 パワーコードは電流ヒューズ（2 本）、温度ヒューズ（1 本）を内蔵し、プロフェッショナル V4 仕様・レギュラー仕様でも
 使用中に起こり得る様々な障害に対して安全に使用できるパワーコードを採用しています。詳細は 7 ページをご確認ください。
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イルミネーション用パワーコード

特長
• 電流ヒューズ（２本）、温度ヒューズ（１本）を内蔵し、使用中に起こり得る様々な障害に対して安全に使用できるパワーコードです。

• 電流ヒューズは 0.8A のヒューズを整流ダイオードの１次側に２本（AC 入力の N 側、L 側に各１本）装填しています。連結可能数を損なわない 

範囲で素早い溶断を可能とする容量です。

• 温度ヒューズの規格は 80℃タイプを使用しています。80℃を超える環境になると、一定時間後にヒューズが溶断します。

• 整流回路には５A の大容量のダイオードを使用しています。

仕様
入力：AC100V (50hz, 60hz)　　出力：DC100V　　最大許容電流：0.8A

使用温度：-20℃～ 40℃　全長：150cm 　連結可能数：1800 球分まで（当社イルミネーションに限る）

※当社のパワーコードは、常点用とトゥインクル・RGB 用の 2 種類があります。 

常点用は常点の商品にしか使用できません。 

トゥインクル・RGB 用は常点で使用できますが、それぞれの商品に合ったパワーコードをご使用ください。

※電源コード 1 本につきエンドキャップ 1 個付属しております。エンドキャップは黒・クリアの 2 色があります。ご使用する商品に合わせてお選

びください。

全体写真

黒色ボックス・Ｃマーク入りが
トゥインクル用・RGB 用です

約80mm

約1500mm

約265mm 約265mm

当社取得特許のご紹介
特許第 6513380 号　　オーナメント
　　 発光体を有するオーナメントに係り、特に、発光体が発光しているときだけでなく、発光していないときにも装飾用に利用す

　　 ることが可能なオーナメントに関する。

特許第 6408335 号　　背面発光型の照明装置

　　背面発光型でシルエットを浮かび上がらせる照明装置。

特許第 5356861 号　　電飾装置及びその製造方法
複数の LED 素子を電力線でつなぎ合わせた電飾装置において、電力線が様々な方向に屈曲されて引っ張られても、防水性を

維持することができる電飾装置及びその製造方法を提供することを目的とした技術です。主に、ストリング、アイシクル（ツ

ララ）、ネットライト、ナイアガラなどの商材に適用しています。

イルミネーションとして利用している最中に、発光ダイオードの一つが切れて、接続されている単位発光ダイオード群の発光

ダイオードのすべてが発光しなくなることを防ぐことを目的とした技術です。主に、LED ロープライトに適用しています。

ライン状のイルミネーションを容易に針金に取り付け、取り外しでき、かつ発光体を一定方向に確実に揃えることができ、見

栄えの良いライン状のイルミネーションを構築できる発光体支持用クリップの特許です。

「SPLT」はスパークリングライツ株式会社の登録商標です。

スパークリングライツ株式会社は米国 Light-O-Rama, Inc. の正式パートナーです。

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b-END-b LED イルミネーション、電源コード、プロ仕様 (V3・V4) ／レギュラー仕様、常点用、ヒューズ入り、エンドキャップ ( 黒 ) 付

 SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-SD-FS-b-END-t LED イルミネーション、電源コード、プロ仕様 (V3・V4) ／レギュラー仕様、常点用、ヒューズ入り、エンドキャップ ( クリア ) 付

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。

特許第 5900935 号　　切断可能な照明装置及びその製造方法

特許第 4512836 号　　発光体支持用クリップ

 SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b-END-b LED イルミネーション、電源コード、プロ仕様 (V3・V4) ／レギュラー仕様、トゥインクル・RGB 用、限流器付、ヒューズ入り、エンドキャップ ( 黒 ) 付

 SPLT-ZG-P-PRRG-PWR-AC-TWAT-FS-b-END-t LED イルミネーション、電源コード、プロ仕様 (V3・V4) ／レギュラー仕様、トゥインクル・RGB 用、限流器付、ヒューズ入り、エンドキャップ ( クリア ) 付
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 商品コード   カラー

 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）

LED ストリングライト
常時点灯　黒コード
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   　　 レギュラー

電球色 ( イエローゴールド ) 

アンバー ブルー 電球色（オレンジゴールド） 

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

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　■長さ：全長約 11.4m（LED の端から端は 9.9m）

■球数：100　■連結：推奨 1400 球以内（最大 2000 球まで）

常時点灯・自動色変化のRGB  ・カラーチェンジ

電源プラグ 連結プラグ（凹）

連結プラグ（凹）連結プラグ（凸）

10cm 10cm

150cm

9.9m
10cm

整流器（RGB は限流器）

点滅コントローラ付

電源プラグ 連結プラグ（凹）

連結プラグ（凹）連結プラグ（凸）

点滅コントローラ

約 144cm

10cm 10cm
9.9m 10cm

 商品コード   　　カラー  　　　 パターン

 SPLT-ZG-L-STR-AC-AT-PR4-100-bRGBs 　　RGB（1670 万色） 　　　ゆっくり変化

 SPLT-ZG-L-STR-AC-AT-PR4-100-bRGBq 　　RGB（1670 万色） 　　　速い点滅

自動色変化の RGB( フルカラー )　黒コード
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）

 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-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 )　　　   △

 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）  　　　 △

 SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bY イエロー（黄）

 SPLT-ZG-L-STR-AC-F2-PR4-100-bA アンバー（オレンジ）

▼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 2 回路点滅

※ 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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常時点灯　シルバーコード
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　■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）

※レギュラー仕様は下記商品コードと異なります

ホワイト

アクアブルー

ライトパープルブルー

電球色（イエローゴールド）

レッド

アンバー（オレンジ）

ライトピンク

 商品コード   　　　　カラー 　球数 　　コード

 SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-P300-50-bWf　　　  ホワイト点滅 　50 球 　　黒コード

 SPLT-ZG-L-STR-AC-TW-PR4-100-bWf 　　　　ホワイト点滅 　100 球 　　黒コード

トゥインクル　黒コード
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

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

電球色 ( イエローゴールド ) ＋
ホワイト点滅

グリーン＋ホワイト点滅

ホワイト＋ホワイト点滅 

ブルー＋ホワイト点滅

ライトピンク＋ホワイト点滅

 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

全トゥインクル
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）

 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、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

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

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。
とても明るく鮮やかな発色で、しかも低消費電力。

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。

シルバーコード

▼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。

トゥインクル 全トゥインクル

※ 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。

 商品コード   カラー　　　　　　　　　　　　レギュラー

 SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tA アンバー（オレンジ）　　　　  〇

 SPLT-ZG-L-STR-AC-SD-PR4-100-tB ブルー（青）　　　　　　　　  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-tLpu ライトパープル（藤色）　　　　 △

 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

 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-tLpi ライトピンク（薄ピンク）　　  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-tPi ピンク　　　　　　　　　　　   △

電球色（ピンクゴールド）

電球色 ( オレンジゴールド )

ピンク

プロフェッショナル V4

レギュラー



10 ▼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

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

 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）

 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

電球色・黒コード イエローグリーン・黒コード ホワイト・シルバーコード

アダプタ（15W） アダプタ（24W） アダプタ（36W）

取付部品（別売）

消灯時・黒コード
( 電球色 / ホワイト )

消灯時・シルバーコード
( 電球色 / ホワイト )

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
( イエローグリーン )

ピッチ 40cm
■サイズ：灯体部約 20m、全長約 20.4m　■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）　

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 ホワイト

コネクタ

球アップ

 商品コード       カラー

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

コネクタ /・黒コード

コネクタ・シルバーコード

球アップ・黒コード 球アップ・シルバーコード
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 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

カラーチェンジ　黒コード
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

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

ら点灯パターンを選択することが可能です。

■消費電力：5W　■長さ：全長約 11.4m（LED の端から端は 9.9m）

■球数：100　■連結：2 セットまで　■専用パワーコード付

ホワイト／ブルー 電球色／ホワイト

特注ストリング　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。

 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）

 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

 3. 常時点灯 ホワイト　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。

 　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。

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　■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

■球数：50　■連結：不可　■コード色：ブラック（黒）／シルバー（銀）

 商品コード    コード色

 SPLT-EL-L-STR-AC-FE9-100-BRGB  黒コード

 SPLT-EL-L-STR-AC-FE9-100-TRGB  シルバーコード

▼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。

9 ファンクションカラーチェンジ

概観

コントローラ

1 球アップ コネクタ

セット内容 点灯時（黒コード） 点灯時（シルバーコード）

概観（黒コード） 概観（シルバーコード）  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

 6．常時点灯 グリーン　7．常時点灯 ブルー

 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）

 9．消灯

球アップ ( ホワイト／ブルー ) 球アップ ( 電球色／ホワイト )
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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　■球間ピッチ：約 500mm　

■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　■専用パワーコード付

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）

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ライト

点灯イメージ
（乳白球）

 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

消灯時
（乳白球）

点灯時アップ
（乳白球）
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AC ２芯制御 RGB LED ストリングライト

 AC ２芯制御 RGB LED ストリング、プロ仕様 (V4)、10m、99 球、
専用コントローラ・リモコン付
AC100V 仕様の RGB ストリングライトです。専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンへ設定することができます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：7W（灯体：6.5W ／コントローラ：0.5W）　■カラー：RGB　■材質：EVA2 重　■球数：99　■コード色：黒／シルバー　

■長さ：灯体部分／約 10m（LED の端から端は 9.9m）、コントローラ付電源コード／ 168cm　■連結：推奨 800 球 ( 最大 1000 球 ) まで

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーのボックス）をご使用ください。他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）は

　ご使用いただけません。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞

・リモコンの操作の範囲はおおよそ 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

 商品コード   　　　　　 商品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  コード色

 SPLT-ZG-L-STR-AC-2W-PR4-99-bRGB-RC　　　AC2 芯制御 RGB LED ストリング、プロ仕様 (V4)、10m、100 球、専用コントローラ・リモコン付　     黒

概観 ( 黒コード )

RGB

 SPLT-ZG-L-STR-AC-2W-PR4-99-tRGB-RC　　　AC2 芯制御 RGB LED ストリング、プロ仕様 (V4)、10m、100 球、専用コントローラ・リモコン付　     シルバー

コネクタ部分（黒コード）

球アップ（黒コード）専用コントローラー・リモコン付

概観 ( シルバーコード )セット内容

▼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。

黒コード

使用イメージ

レッド + ホワイト点滅

シルバーコード

球アップ（シルバーコード）

コネクタ部分（シルバーコード）

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）
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DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2)

RGB ストリング（ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2）、100 球　黒コード
点灯・制御には、別売のコントローラ・DC 電源が必要です。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

■消費電力：約 48W　■色：RGB(1670 万色 )　■コード色：ブラック ( 黒 )　■球数：100

■サイズ：灯体部 約 10m（全長約 10.3m）　■保護等級：IP65

■連結：アンプ無しの場合 2 セットまで

　　　　別売のアンプ使用の場合、最大 20 セットまで（アンプ 9 台使用）

RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型増幅器 ( アンプ )（別売）
DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2) 用の信号増幅器（アンプ）です。

ストリングライト本体を 3 本（300 球）以上連結して点灯させる場合は、この増幅器（アンプ）ご利用ください。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

■入力電圧：DC12V　■コード色：ブラック ( 黒 )

■サイズ：高さ 30 ×幅 110 ×奥行 50mm　■長さ：電源側・リード・エンドとも約 25cm

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-P-STR-D12-SD-R2-CTRL-IP44 LED イルミネーション、RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型コントローラ

 SPLT-ZG-P-STR-D12-SD-R2-AMP-IP64  LED イルミネーション、RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型増幅器 ( アンプ )

▼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。

12V 仕様 RGB

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-L-STR-D12-SD-R2-G5-100-bRGB3 LED イルミネーション、RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2)、100 球

RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、防滴型コントローラ（別売）
フェード変化やステップ変化、点滅、常点など、様々なモードを設定できます。

また、スピードの調節や明るさの調節も可能です。（フェード時の明るさ調節はできません）

メモリ機能付なので、電源を入れなおした場合でも同じモードで再点灯できます。

付属のリモコンでモードの選択・スピード調節・明るさ調節が可能です。

1 台あたり、本体を 2 本（200 球）まで接続できます。3 本以上お使いになる場合は、

別売の信号増幅器（アンプ）も追加で必要になります。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。（リモコンは非防水です）

■入力電圧：DC12V　■コード色：ブラック ( 黒 )

■サイズ：高さ 30 ×幅 110 ×奥行 50mm　■長さ：電源側・灯体側とも約 25cm

 商品コード    商品名
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RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm) 用、防滴型 AC/DC アダプタ（別売）
DC12V 仕様 RGB ストリングライト (Rev.2) 用の AC/DC アダプタです。

コントローラ／アンプに対して、本体を 1 本（100 球）接続する場合は 72W 級、

本体を 2 本（200 球）接続する場合は 120W 級のアダプタをご利用ください。

防滴仕様なので、屋外でご使用いただけます。

＜共通＞　■コード色／ブラック ( 黒 )

72W ■消費電力：72W　■サイズ：高さ 39 ×幅 185 ×奥行 59mm　■長さ：1 次側 約 100cm、2 次側 約 20cm

120W ■消費電力：120W　■サイズ：高さ 40 ×幅 220 ×奥行 68mm　■長さ：1 次側 約 145cm、2 次側 約 117cm　■メタルコネクタ

DC12V 仕様の RGB ストリングライトは、すべてが同じ色で色変わりします。
別売のコントロー、アンプでフェード変化やステップ変化、点滅や常点など、様々なモードに設定することができます。

本体2セット（200球）の場合

<構成例＞

1セット（100球）接続の場合は、72W級で点灯可能

本体3セット（300球）以上
〈並列接続〉の場合

本体3セット（300球）以上
〈直列接続〉の場合

●コントローラ（アンプ）１台に対して
本体を２セット（200球）まで接続できます。
３セット以上接続する場合は、アンプを使用してください。
●AC/DCアダプタは、コントローラ／アンプ毎に1台必要に
なります。
１セット接続の場合72W級、
２セット接続の場合120W級をご使用ください。
●１系統（１コントローラ）で制御可能な本数は、アンプを
使用した場合でも最大20本（2000球）までになります。
（コントローラ１台・アンプ９台使用）

AC/DCアダプタ
120W コントローラ

本体 本体

AC/DCアダプタ
120W コントローラ

本体 本体

本体 本体

AC/DCアダプタ
120W コントローラ

3分岐コード

延長コード3m

3分岐コード

本体

AC/DCアダプタ
120W

AC/DCアダプタ
72W

AC/DCアダプタ
72W

本体

本体

本体

本体

本体

アンプ

アンプ

AC/DCアダプタ
120W

アンプ

アンプ

コントローラ／アンプ～灯体間、
灯体～灯体間のどちらでも
延長コードを使用できます。

72W 120W

3 分岐コード 3m 延長コード

RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、取付部品（別売）
3 分岐コード ■コード色：ブラック ( 黒 )　■長さ：リード・エンドとも約 5cm

3m 延長コード ■コード色：ブラック ( 黒 )　■長さ：約 3m

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-P-STR-D12-SD-R2-ACDC-72W-IP67 LED イルミネーション、RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm) 用、防雨型 AC/DC アダプタ、72W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-WP-MW-MTCN-D12-120W 防滴型 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、10A、120W( メタルコネクタ、12VRGB ストリング用 )

 SPLT-ZG-P-STR-D12-SD-R2-CABLE-BR3  LED イルミネーション、RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、3 分岐コード

 SPLT-ZG-P-STR-D12-SD-R2-CABLE-EX-L3m LED イルミネーション、RGB ストリング ( ストレート、DC12V 仕様、φ 5mm、Rev.2) 用、3m 延長コード

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。

 商品コード    商品名
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乾電池式ストリングライト
電源のないところでも使える乾電池式イルミネーション。

乾電池式 タイマー付 ストリング( ストレート )ライト 50 球タイプ
単 1 電池 3 本で 2 週間以上使用できます。（タイマー機能を使用した場合）

充電池などの電池も使え、エコなイルミネーションが可能です。

タイマーをセットしてスイッチ ON から 6 時間後に自動消灯することができます。

翌日以降も同時刻に自動で ON/OFF を繰り返します。

タイマーを使用しない場合には、スイッチを OFF にするまで、

または電池がなくなるまで点灯します。

常時点灯だけでなく点滅させることも可能です。

■コード色：クリア ( 透明 )　■球数：50　■連結：不可

■サイズ：高さ 45 ×幅 140 ×奥行 70mm　■長さ：5.2m

ブルー

電球色 ( イエローゴールド ) 

アクアブルー

ライトピンク

レッド

イエロー

グリーン

アクアグリーン

ライトパープル

パープル

ホワイト

 商品コード    カラー

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tB  ブルー（青）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tCy  電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tG  グリーン（緑）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tLb  アクアブルー（水色）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tLg  アクアグリーン（薄緑）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tLpi  ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tLpu  ライトパープル（藤色）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tPu  パープル（紫）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tR  レッド（赤）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tW  ホワイト（白）

 SPLT-EL-L-STR-BO1-F4-Ti-50-tY  イエロー（黄）

27cm

コード（全長）　5.2m

9cm

9cm9cm

コントローラサイズ
縦 9.5 × 横 15.5 × 高さ 5cm

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。

▼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。

乾電池式 50 球

乾電池式 ストリング( ストレート )ライト 10 球タイプ
■コード色：クリア ( 透明 )　■球数：10　■連結：不可　■長さ：約 1.6m

RGB（フルカラー）
単 3 電池 3 本で 3 ～ 4 日間点灯します。（使用する電池によって異なる）

RGB（赤、緑、青）の三原色のチップを内蔵した LED で 1670 万色の色を発色します。

色は時間とともに次第に変化し、約 30 秒で元の色に戻ります。

 商品コード  　　　　　SPLT-ZG-L-STR-BO3-AT-tRGB 

フェード
単 3 電池 6 本を使用します。

球ごとにばらつきながら自動的にフェード変化を繰り返します。

（常時点灯にすることはできません）

■カラー：電球色（イエローゴールド）、ホワイト（白）
 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-STR-BO3-AT-FADE-tCy  電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-STR-BO3-AT-FADE-tW  ホワイト（白）

電球色 ( イエローゴールド ) ホワイト（白）

RGB（フルカラー）

※乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。
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 商品コード    　　　　 コード色

 SPLT-ZG-P-E12-SOCKETCORD-AC-PLUG-S25-g 　　　　グリーン（緑）

 SPLT-ZG-P-E12-SOCKETCORD-AC-PLUG-S25-w 　　　　ホワイト（白）

 商品コード   　　　　　　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-E12-G40-AC-SD-1-B 　　　　　　　　ブルー（青）
 SPLT-ZG-L-E12-G40-AC-SD-1-G 　　　　　　　　グリーン（緑）
 SPLT-ZG-L-E12-G40-AC-SD-1-Pi 　　　　　　　　ピンク
 SPLT-ZG-L-E12-G40-AC-SD-1-R 　　　　　　　　レッド
 SPLT-ZG-L-E12-G40-AC-SD-1-W 　　　　　　　　ホワイト（白）
 SPLT-ZG-L-E12-G40-AC-SD-1-Y 　　　　　　　　イエロー（黄）

LED 電球（E12・E26 ソケット用）

C7 型 LED 電球、
E12 ソケット用、25 球セット
電球のイルミネーションとして人気のあった C7 電球の LED バージョンです。

ソケット形状は E12 型です。当社の 25 球用ソケット付コードと合わせてご使用ください。

仮に 1 球切れても他の球は点灯します。

■消費電力：0.34W / 球　■サイズ：幅 21（最大直径）×高さ 39mm　■球数：25
 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cB ブルー（青）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cC 電球色（ゴールド）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cG グリーン（緑）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cM 5 色マルチ（赤、緑、青、黄、紫）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cPu パープル（紫）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cR レッド（赤）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cW ホワイト（白）
 SPLT-ZG-L-E12-C7-AC-SD-25-cY イエロー（黄）

ブルー

レッド

グリーン

イエロー

電球色
( ゴールド ) 

ホワイト 

パープル

５色マルチ 

ブルー

レッド

グリーン

ホワイト

ピンク

イエロー

グリーン ホワイトE12 ソケット 25 球用コード（電球別売り）
E12 型ソケットが 25 個付いた、C7 イルミネーション用のソケット付コードです。

LED でも電球でもご使用いただけます。500W（5A）まで連結可能です。防滴仕様です。

■消費電力：500W　■長さ：電飾部分約 5m（ソケットの間隔 20cm）、電源コード 1.5m

G40 型 LED ミニボール電球、
E12 ソケット用、1 球
E12 型ソケットで点灯できる、直径 40mm のボール型のカバーが付いた LED 電球です。

当社の 25 球用 E12 ソケット付コードと合わせてご使用いただくと、1 本のコードで 25

球まで点灯できます。仮に 1 球切れても他の球は点灯します。

■サイズ：直径 40mm　■球数：1　

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。

LED クリア電球、E12、G50 型、
DC12V 仕様、1W、電球色 (2700K)
■入力電圧：DC12V　■消費電力：1W　■連結：不可

■サイズ：直径 50mm　■球数：1
 商品コード     　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-E12-G50-D12-SD-1W-1-cC2700K 　　　   電球色

概観 点灯時

フィラメント型 LED 電球、E26、G45 型、2W、1 球
フィラメント型の G45 電球の LED バージョンです。ソケット形状は E26 型です。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W/ 球　■球数：1　■調光：可能／不可　■サイズ：直径 45mm

 商品コード    　　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-E26-G45-AC-SD-DIM-2W-1-cB 　　　　  ブルー（青）
 SPLT-ZG-L-E26-G45-AC-SD-DIM-2W-1-cC2200K 　　　　  電球色 (2200K)
 SPLT-ZG-L-E26-G45-AC-SD-DIM-2W-1-cC3000K 　　　　  電球色 (3000K)
 SPLT-ZG-L-E26-G45-AC-SD-DIM-2W-1-cW6000K 　　　　  ホワイト (6000K)
 SPLT-ZG-L-E26-G45-AC-SD-NDM-2W-1-cC3000K 　　　　  電球色 (3000K)　調光不可

ブルー ( 青 ) 調光可能

電球色 (2200K) 調光可能

ホワイト (6000K) 調光可能

電球色 (3000K) 調光可能 電球色 (3000K) 調光不可
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LED ネット（網状）ライト

ブルー

電球色（イエローゴールド） 

アクアグリーン 

ピンク

ホワイト

ライトピンク

パープル

RGB

アンバー

アクアブルー

ライトパープル

レッド

 グリーン

電球色（ピンクゴールド）

常時点灯　黒コード
■消費電力：10W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■球数：180　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

■ RGB の商品は、RGB 以外の色のネットライトとは連結できません。

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bA  アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bB  ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bCp  電球色（ピンクゴールド）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bCy  電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bG  グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bLb  アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bLg  アクアグリーン（薄緑）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bLpi  ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bLpu  ライトパープル（藤色）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bPi  ピンク

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bPu  パープル（紫）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bR  レッド（赤）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-AT-PR4-180-bRGBs RGB（1670 万色） 

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-bW  ホワイト（白）

電源プラグ 整流器

連結プラグ（凸）

150cm

1m

2m

10cm

LED180 球

常時点灯・カラーチェンジ

連結プラグ（凹）

連結プラグ（凹）

10cm

電球色 ( イエローゴールド ) ／ホワイト

ホワイト／ブルー

カラーチェンジ　黒コード
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）の中から点灯パターンを

選択することが可能です。

■消費電力：12W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■球数：180　■連結：不可　■専用パワーコード付

 商品コード   　　カラー

 SPLT-ZG-L-NET-AC-CC-PR4-180-bCyW　　電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト

 SPLT-ZG-L-NET-AC-CC-PR4-180-bBW 　　ホワイト / ブルー

▼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 カラーチェンジ

消灯時

束ねた状態

球アップ

束ねた状態

球アップ

 専用パワーコードについて・・・
 付属のコントローラ付専用パワーコードで 8 種類の点滅方法を押しボタンで

 選択可能。

 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

 3. 常時点灯 ホワイト　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。

 　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。



19

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。
玄関先やパーゴラの柱、枝の少ない樹木を楽に電球で飾ることができます。植え込みなどの低樹木にかぶせる
ことも可能です。

レッド

ブルー

ライトピンク

電球色（ピンクゴールド） 

ライトパープル

電球色（イエローゴールド） 

ホワイト

常時点灯　シルバーコード
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。

（＊印はレギュラーシリーズのみ）

■消費電力：10W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■球数：180　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

 商品コード   　　カラー  　　　　 レギュラー

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tA 　　アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tB 　　ブルー（青） 　　　　　〇 

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tCp 　　電球色 ( ピンクゴールド )　　　〇

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tCy 　　電球色 ( イエローゴールド )　　〇

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tG 　　グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tPi 　　ピンク

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-PR4-180-tW 　　ホワイト（白） 　　　    　〇

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-RG1-180-tLpi 　　ライトピンク（薄ピンク）＊ 　〇

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-RG1-180-tLpu 　　ライトパープル（藤色）＊　 　〇

 SPLT-ZG-L-NET-AC-SD-RG1-180-tR 　　レッド（赤）＊ 　　　　　〇

ライトピンク
＋ホワイト点滅

ブルー＋ホワイト点滅

グリーン＋ホワイト点滅

電球色 ( イエローゴールド )
＋ホワイト点滅

ホワイト＋ホワイト点滅

※ 1 セットにつき 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。

電源プラグ 限流器 連結プラグ（凹）

連結プラグ（凹）連結プラグ（凸）

150cm

1m

2m
10cm 10cm

トゥインクル

トゥインクル　黒コード
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 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：10W　■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■球数：180　■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-NET-AC-TW-PR4-180-bBWf　　  ブルー + ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-NET-AC-TW-PR4-180-bCyWf　　電球色 ( イエローゴールド )+ ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-NET-AC-TW-PR4-180-bGWf　　  グリーン + ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-NET-AC-TW-PR4-180-bLpiWf　   ライトピンク + ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-NET-AC-TW-PR4-180-bWWf　　ホワイト＋ホワイト点滅

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。

▼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。

トゥインクル



20

LED アイシクル（ツララ）ライト

常時点灯
軒下やバルコニー、フェンスなどを簡単に豪華に飾ることができます。

■消費電力：8W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■サイズ：高さ 24cm ～ 72cm、幅 351cm

■球数：140　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

アイボリー

ホワイト

ブルー

電球色（オレンジゴールド）

ライトパープル

電球色（イエローゴールド）

パープル

アクアブルー

電球色（ピンクゴールド）

グリーン

ライトピンク

ピンク

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tB  ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tCo  電球色 ( オレンジゴールド )

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tCp  電球色 ( ピンクゴールド )

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tCy  電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tG  グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tIv  アイボリー

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tLb  アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tLpi  ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tLpu  ライトパープル（藤色）

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tPi  ピンク

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tPu  パープル（紫）

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tW  ホワイト（白）

電源プラグ 整流器 連結プラグ（凹）

連結プラグ（凹）連結プラグ（凸）

150cm

72cm

24cm

48cm

351cm
10cm 10cm

常時点灯・カラーチェンジ

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-SD-PR4-140-tLg  アクアグリーン（薄緑）

アクアグリーン

▼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
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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）
3 種類の長さの LED が織りなす、つららのような美しい輝きのイルミネーションです。

トゥインクル
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 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：8W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■サイズ：高さ 24cm ～ 72cm、幅 351cm

■球数：140　■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

ブルー＋ホワイト点滅

ライトピンク＋ホワイト点滅

グリーン＋ホワイト点滅

電球色 ( イエローゴールド ) ＋ホワイト点滅

ホワイト＋ホワイト点滅

電源プラグ 限流器 連結プラグ（凹）

連結プラグ（凹）連結プラグ（凸）

150cm

72cm

351cm
10cm 10cm

トゥインクル

 商品コード   　　　カラー

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-TW-PR4-140-tBWf 　　　ブルー + ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-TW-PR4-140-tCyWf　　　電球色 ( イエローゴールド )+ ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-TW-PR4-140-tGWf 　　　グリーン + ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-TW-PR4-140-tLpiWf　　   ライトピンク + ホワイト点滅

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-TW-PR4-140-tWWf 　　　ホワイト＋ホワイト点滅

カラーチェンジ
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）の中から点灯パターンを

選択することが可能です。

■消費電力：9W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■サイズ：高さ 24cm ～ 72cm、幅 351cm

■球数：140　■連結：不可　■専用パワーコード付

電球色 ( イエローゴールド ) ／ホワイト

ホワイト／ブルー

 商品コード   　　　カラー

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-CC-PR4-140-tCyW 　　　電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト

 SPLT-ZG-L-ICE-AC-CC-PR4-140-tBW 　　　ホワイト / ブルー

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。

▼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。

トゥインクル カラーチェンジ

束ねた状態

束ねた状態

球アップ

球アップ

 専用パワーコードについて・・・
 付属のコントローラ付専用パワーコードで 8 種類の点滅方法を押しボタンで

 選択可能。

 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

 3. 常時点灯 ホワイト　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。

 　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。
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LED ウォーターフォールカーテン（ナイアガラ）
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）　※レッドは除きます。
外壁に飾ったり、屋根から地面に向けて垂らして使うと綺麗です。

ライトピンク

ホワイト／ブルー

ホワイトレッドアクアブルー

電球色 ( イエローゴールド ) ／ホワイト 電球色 ( イエローゴールド )ブルー

付属の点滅コントローラで、上から下への点滅など 8 パターンの制御が可能です。

常時点灯にすることも可能です。

■消費電力：16W　■コード色：シルバー ( 銀 )　■サイズ：高さ 3m ×幅 1m　

■球数：256　■連結：推奨 12 セットまで（最大 15 セットまで）

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tB  ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tCy  電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tCyW  電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tLb  アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tLpi  ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tR  レッド（赤）

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tW  ホワイト（白）

 SPLT-ZG-L-WTF-AC-F4-PR4-256-tWB  ホワイト / ブルー

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。

▼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。

ナイアガラ

消灯時

コントローラ
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縦横連結可能 LED カーテンライト
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）　※ RGB は除きます。
縦方向にも横方向にも連結可能な LED カーテンライト（常時点灯タイプ）です。

基本セット
はじめてご使用いただく場合や横方向に連結する場合に使用するセット

です。

はじめに「基本セット」をお求めいただき、

横方向に連結を追加する場合：基本セットをお買い求めください。

縦方向に連結を追加する場合：連結用セットをお買い求めください。

■消費電力：15W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■サイズ：高さ 2m ×幅 1m　■球数：250

■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-CTX-AC-SD-PR4-BS-250-tB 　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-CTX-AC-SD-PR4-BS-250-tCy　　　   電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-CTX-AC-SD-PR4-BS-250-tW　　　   ホワイト（白）

 SPLT-ZG-L-CTX-AC-AT-PR4-BS-250-tRGBs　　   RGB(1670 万色 )

ブルー 電球色 ( イエローゴールド ) ホワイト RGB

※ 1 セットにつき 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。

連結用セット
LED カーテンライトの基本セットから、縦方向に連結するための

連結用セットです。

長さ 2m の連結用ライトが 10 本セットになった商品です。

この商品だけでは点灯できません。

カーテンライト基本セットに連結する形でご使用ください。

■消費電力：15W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■長さ：2m　■球数：250

■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-CTX-AC-SD-PR4-EX-250-tB 　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-CTX-AC-SD-PR4-EX-250-tCy　　　   電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-CTX-AC-SD-PR4-EX-250-tW　　　   ホワイト（白）

 SPLT-ZG-L-CTX-AC-AT-PR4-EX-250-tRGBs　　   RGB(1670 万色 )

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。

▼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。

縦横連結可能

消灯時

セット内容 消灯時アップ
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LED スノーフォールライト ( シューティングスター )
雪が降るように光が流れ落ちるため、
樹木やフェンス、軒下やバルコニーなど素敵なアクセントになるイルミネーションです。

ミニオーバル型（角丸長方形）スノーフォール
5 本セット、100V 電源使用（AC/DC アダプタ付属）、アダプタも防滴タイプで、屋外で使用可能です。
＜各サイズ共通＞ ■消費電力：15W/1 セット (3W/1 本 )　■コード色：ブラック ( 黒 )　
 ■サイズ：幅 12 ×奥行 8mm　■電飾ケース間のピッチ：約 1m　
 ■連結：1 セット（5 本）まで可能
 ※別売の 24W 級アダプタを使用すれば 1 セット +3 本 ( 計 8 本 ) まで連結可能

 ※別売の 36W 級アダプタを使用すれば 2 セット ( 計 10 本 ) まで連結可能

30cm

50cm80cm

延長ケーブル

カラーバリエーション

ブルー 電球色
（イエロー
   ゴールド）

グリーン ピンク ホワイト

30cm　■高さ：約 30cm　■球数：  1 本あたり片面 16 球、両面 32 球 ( 電球色 )

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L300-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L300-Cy 電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L300-G グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L300-Pi ピンク

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L300-W ホワイト（白）

1 本あたり片面 22 球、両面 44 球 ( 電球色以外 )

50cm　■高さ：約 50cm　■球数：1 本あたり片面 30 球、両面 60 球

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L500-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L500-Cy 電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L500-G グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L500-Pi ピンク

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L500-W ホワイト（白）

80cm　■高さ：約 80cm　■球数：1 本あたり片面 42 球、両面 84 球

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L800-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L800-Cy 電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L800-G グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L800-Pi ピンク

 SPLT-ZG-L-SNF-MINIOVAL-D12AC-L800-W ホワイト（白）

ミニオーバル型用取付部品　15W のアダプタは初期付属品です。

 商品コード   　　　　 種類

 SPLT-ZG-P-SNF-MINIOVAL-EXCORD-L1000　　延長ケーブル、1m

 SPLT-ZG-P-ACDC-WP-RSCN-D12-15W　　　　防滴型 AC/DC アダプタ DC12V15W

 SPLT-ZG-P-ACDC-WP-RSCN-D12-24W  　　　  DC12V24W

 SPLT-ZG-P-ACDC-WP-RSCN-D12-36W  　　　  DC12V36W

50cm

100cm

延長ケーブルチューブ型スノーフォール
直径 3cm の丸いチューブの中を短い時間（約 26 ～ 28 回 / 分のタイミング）で

光りが流れ落ちます。5 本セット、100V 電源使用（AC/DC アダプタ付属）です。

アダプタも防滴タイプで、屋外で使用可能です。

＜各サイズ共通＞ ■消費電力：12W/ セット（2.4W/1 本）

　　　　　　　　　■ LED カラー：白　■コード色：ブラック ( 黒 )　

　　　　　　　　　■幅：3cm（直径）　■連結：2 セットまで可能

 商品コード   　　　　サイズ　　　　　 詳細

 SPLT-ZG-L-SNF-TUBE-D24AC-L500-W 　　　　50cm 高さ 45.5cm、球数 72/1 本 ( 両面 )

 SPLT-ZG-L-SNF-TUBE-D24AC-L1000-W　　　   100cm 高さ 100cm、球数 192/1 本 ( 両面 )

 SPLT-ZG-P-SNF-TUBE-ACDC-WP-D24-60W 防水型電源ユニット、60W

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。

▼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。

ミニオーバル型 チューブ型

チューブ型用取付部品
 商品コード    種類

 SPLT-ZG-P-SNF-TUBE-EXCORD-L1000  延長ケーブル、1m

 SPLT-ZG-P-SNF-TUBE-ACDC-WP-D24-36W 防水型電源ユニット、36W
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LED ストリーム（流れ点滅）イルミネーション
光が流れるように駆け抜ける華麗なイルミネーション。長さは 3m、5m、10m と 3 種類あります。
防塵・防水性が高く、優れたコストパフォーマンスの「レギュラー」シリーズになります。

LED イルミネーション、ストリーム（流れ点滅）、レギュラー仕様、シルバーコード
直線のコードに房状に取り付けられた LED の中を、光が駆け抜けます。光の流れるスピードは 3 段階で調整できます。

＜ 3m、5m、10m 共通＞

■入力電圧：AC100V　■コード色：シルバー（銀）　■連結：不可　■保護等級：IP68（灯体部分） 　■屋外使用可能

 商品コード     カラー

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L3m-200-tW  ホワイト（白）

ブルー 電球色（イエローゴールド） ホワイト

ブルー 電球色（イエローゴールド） ホワイト

 商品コード    　　カラー

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L10m-330-tB 　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L10m-330-tCy 　　電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L10m-330-tW 　　ホワイト（白）

3m　■消費電力：9W　■長さ：約 3m　■球数：200　■カラー：ホワイト

5m　■消費電力：15W　■長さ：約 5m　■球数：330

　　　   ■カラー：ブルー、電球色、ホワイト

 商品コード    　　カラー

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L5m-330-tB 　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L5m-330-tCy 　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-STREAM-AC-FL-RG1-L5m-330-tW 　　ホワイト（白）

10m　■消費電力：15W　■長さ：約 10m　■球数：330

　　　　  ■カラー：ブルー、電球色、ホワイト

概観 消灯時 ホワイト

概観

概観

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。

▼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。

ストリーム
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AC100V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

AC100V 仕様 10mm2 芯／ 13mm2 芯タイプ　50m 巻
シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が球切れしても他の球が不点灯になるのを防止します。

専用の電源コードが取り付けられていますので AC100V 電源（コンセント）で点灯させることが可能です。

電源コードは熱収縮チューブで固定されていますので屋外でもご使用いただけます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■長さ：50m　■電源コード長：約 1.5m　■球数：1800 球 /50m

■連結：100m（2 巻）まで可能　■カット単位：2m

※エンドキャップはロールの終端にかぶせられていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はされていません。

　設置の際は必ずロープ終端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しませんので別途ご用意をお願いいたします。

※特許取得済（切断可能な照明装置及びその製造方法：特許第 5610851 号）
50m ロールのロープライト本体に専用の電源コード・エンドキャップをセットにした商品です。

アンバー（オレンジ） ブルー（青） 電球色（イエローゴールド） 電球色（ライトイエローゴールド）

グリーン（緑） アクアブルー（水色） アクアグリーン（薄緑） ライトピンク（薄ピンク） ライトパープル（薄紫）

パープル（紫） ホワイト（白） イエロー（黄）

取付部品（別売）
電源コード
脱着可能タイプ、ヒューズ入り
(3A)

電源コード
固定タイプ、ヒューズ入り
(3A)

電源コード
脱着可能タイプ、  3 ヒューズ入り
(1.2A)

 SPLT-EL-PL-ROP-2W10-AC-SD-PWR-FS3A-ID SPLT-EL-PL-ROP-2W13-AC-SD-PWR-FS3A-ID 電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、脱着可能タイプ　　　　 100m

 商品コード　10mm   商品コード　13mm   商品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯可能長

 SPLT-ZG-PL-ROP-2W10-AC-SD-PWR-FS1A-ID SPLT-ZG-PL-ROP-2W13-AC-SD-PWR-FS1A-ID 電源コード、1.5m、3 ヒューズ入り (1.2A)、脱着可能タイプ　　　 50m

 SPLT-EL-PL-ROP-2W10-AC-SD-PWR-FS3A-OD SPLT-EL-PL-ROP-2W13-AC-SD-PWR-FS3A-OD 電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、固定タイプ　　　　　　  100m
※電源コード以外の部品（エンドキャップやコネクタなど）は、P28 の部品（AC100V・DC24V 共通）をお使いいただけます。

 商品コード　10mm    商品コード　13mm    カラー

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-A-WPE    -   アンバー（オレンジ）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-B-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-B-WPE  ブルー（青）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Cy-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Cy-WPE  電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Cyl-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Cyl-WPE  電球色（ライトイエローゴールド）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-G-WPE    -   グリーン（緑）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lb-WPE    -   アクアブルー（水色）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lg-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Lg-WPE  アクアグリーン（薄緑）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lpi-WPE    -   ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Lpu-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Lpu-WPE  ライトパープル（薄紫）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Pu-WPE    -   パープル（紫）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-W-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-W-WPE  ホワイト（白）

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-Y-WPE  SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Y-WPE  イエロー（黄）

ピンク

  -   SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-Pi-WPE  ピンク

付属品
パワーコード

付属品
エンドキャップ

▼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。

AC100V 仕様

 SPLT-EL-L-ROP-2W10-AC-SD-m36-U2mL50m-R-WPE　　 SPLT-EL-L-ROP-2W13-AC-SD-m36-U2mL50m-R-WPE  レッド ( 赤 )

レッド（赤）

10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直
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AC ２芯制御 RGB LED ロープライト

 AC ２芯制御 RGB LED ロープライト、直径 10mm、20m、カット単位 2m、
専用コントローラ・リモコン付
AC100V 仕様の RGB ロープライトです。専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：41W（灯体 40.5W ／コントローラ 0.5W）　■カラー：RGB　■材質：PVC　■球数：720 球 /20m

■長さ：本体／約 20m、コントローラ付電源コード／約 3.4m　■カット単位： 2m　■連結：トータルで 20m（1 巻）まで推奨

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーボックス）をご使用ください。他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）は

　ご使用いただけません。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞

・リモコンの操作の範囲は約 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

 商品コード    　　　　　 商品名

 SPLT-ZG-L-ROP-AC-2W-G10-m36-U2mL20m-RGB-RC　　AC2 芯制御 RGB LED ロープライト、直径 10mm、20m、カット単位 2m、専用コントローラ・リモコン付 

付属品接続部

エンド側

▼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。

セット内容

アップ (RGB)

RGB

ホワイト

RGB ロープライト

レッド + ホワイト点滅

点灯イメージ

信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）

取付部品（別売）

 商品コード      商品名

 SPLT-ZG-P-ROP-AC-2W-G10-CTRL-RGB-RC-SET　　AC 2 芯制御 RGB LED ロープライト 直径 10m 用 コントローラ付電源コード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ( リモコン・エンドキャップ・熱収縮チューブ付 ) 

セット内容
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DC24V 仕様 10mm2 芯／ 13mm2 芯タイプ　50m 巻
■入力電圧：DC24V　■消費電力：100W　■長さ：50m　■球数：1800 球 /50m　■連結：50m（1 巻）まで可能　

■カット単位：6 球（約 16cm ～ 17cm、平均約 16.7cm）

※ロープライトは電源用の幹線（2 本の太い線）と LED 回路の線（細い線）で構成されており、

　幹線のみが通っている箇所（6 球ごとに 1 箇所）では切断可能ですが、LED 回路を切断してしまうと点灯しなくなります

　ので、カットの際はご注意ください。

※専用電源コード、エンドキャップ、専用コネクタ等は付属していません。別途、必要な数量をお買い求めください。

※ DC24V 仕様の LED ロープライトにはプラス／マイナスの極性がありますが、ロープライト本体にはプラス／マイナスの

　表示はありません。電源コード取り付けの際は固定する前に短時間の点灯テストを行い、点灯しない場合は向きを変えて再度お試しください。

アンバー（オレンジ） ブルー 電球色（オレンジゴールド） 電球色 ( イエローゴールド ) グリーン ( 緑 )

アクアブルー ( 水色 ) ライトピンク ( 薄ピンク ) レッド ( 赤 ) ホワイト ( 白 ) 電源コード
（脱着可能タイプ）

 商品コード　10mm   　　　　商品コード　13mm   　　カラー／商品名

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-A   　　　-   　　アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-B 　　　  SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W13-L50m-B 　　　　　　　  ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-CO   　　　-   　　電球色（オレンジゴールド）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-CY 　　　  SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W13-L50m-CY 　　　　　　　   電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-G 　　　  SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W13-L50m-G 　　　　　　　  グリーン（緑）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-Lb   　　　-   　　アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-Lpi   　　　-   　　ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-R 　　　  SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W13-L50m-R 　　　　　　　   レッド（赤）

 SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W10-L50m-W 　　　  SPLT-ZG-L-ROP-D24-SD-2W13-L50m-W 　　　　　　　   ホワイト（白）

 SPLT-ZG-PL-ROP-DC-SD-2W10-PWR-ID 　　　  SPLT-ZG-PL-ROP-DC-SD-2W13-PWR-ID 　　　　　　　    DC 仕様ロープ ( チューブ ) ライト用電源コード、脱着可能

DC24V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

L 型コネクタ

AC100V・DC24V 共通　取付部品（別売）

 商品コード　10mm　　　　　　　　　　　　　　　　商品コード　13mm　　　　　　　　　　　　　　　 商品名

 SPLT-ZG-P-ROP-2W10-CNCT-I-ID  SPLT-ZG-P-ROP-2W13-CNCT-I-ID  I 型コネクタ

 SPLT-EL-P-ROP-2W10-CNCT-T-ID  SPLT-ZG-P-ROP-2W13-CNCT-T-ID  T 型コネクタ

 　　-   SPLT-EL-P-ROP-2W13-CNCT-L-ID  L 型コネクタ

 　　-   SPLT-EL-P-ROP-2W13-CNCT-X-ID  X 型コネクタ

 SPLT-ZG-P-ROP-2W10-SPLC-I  SPLT-ZG-P-ROP-2W13-SPLC-I  I 型スプライスコネクタ

 SPLT-EL-P-ROP-2W10-CNCT-I-OD  SPLT-EL-P-ROP-2W13-CNCT-I-OD  I 型コネクタ、固定タイプ

 SPLT-EL-P-ROP-2W10-CNCT-L-OD  SPLT-EL-P-ROP-2W13-CNCT-L-OD  L 型コネクタ、固定タイプ

 SPLT-EL-P-ROP-2W10-CNCT-T-OD  SPLT-EL-P-ROP-2W13-CNCT-T-OD  T 型コネクタ、固定タイプ

 SPLT-EL-P-ROP-2W10-CNCT-X-OD  SPLT-EL-P-ROP-2W13-CNCT-X-OD  X 型コネクタ、固定タイプ 

 SPLT-ZG-P-ROP-W10-MNTCLP-50PC  SPLT-ZG-P-ROP-W13-MNTCLP-50PC  マウントクリップ、50 個入り

 SPLT-EL-P-ROP-W10-END  SPLT-EL-P-ROP-W13-END   エンドキャップ

 SPLT-ZG-P-ROP-W10-RAIL-L1m-50PC  SPLT-ZG-P-ROP-W13-RAIL-L1m-50PC  固定用レール

I 型コネクタ T 型コネクタ X 型コネクタ I 型スプライス
コネクタ 

I 型コネクタ（固定タイプ） L 型コネクタ（固定タイプ） T 型コネクタ（固定タイプ） X型コネクタ（固定タイプ） マウントクリップ エンドキャップ

固定用レール

※特許取得済（切断可能な照明装置及びその製造方法：特許第 5610851 号）
DC24V 仕様、低電圧の LED ロープ（チューブ）ライトです。

10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直
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LED チューブストリング
チューブライトのようですが、透明なチューブの中に LED 球のついたストリングを入れています。
自在に曲げることができ、鋭角的に曲げても断線しにくい作りになっています。

ホワイト イエローゴールド

アクアブルー

消灯時

チューブストリング、
コントローラ付（流れる点滅）、10m（連結可）
透明のチューブに入ったストリングライトです。

点滅コントローラ付で流れるような点滅が可能です（4 回路 5 芯）。

流れの速度を変えたり常時点灯やフラッシュ点滅にすることもできます。

防滴仕様です。

広角パッケージなのでどこから見ても明るく美しく見える LED 球を

採用しています。

■入力電圧：AC100V　■消費電力：16W　■コード色：クリア（透明）

■球数：200　■連結：5 セットまで　■サイズ：灯体部 約 10m　

■チューブの直径：13mm　■全長：約 11.6m　

■コントローラ付電源コード：約 1.5m　■防滴仕様 ※屋外使用可能

アップ コントローラ

コネクタ

太さ：約1.3cm

厚さ：約3.5cm

約6cm

約10m

約25cm

約6cm

コントローラ

約5cm

約5cm

約8cm 約115cm

 商品コード   　　　　カラー

 SPLT-EL-L-TUBESTR-AC-F4-L10m-tCy 　　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-L-TUBESTR-AC-F4-L10m-tLb 　　　　アクアブルー（水色）

 SPLT-EL-L-TUBESTR-AC-F4-L10m-tW 　　　　ホワイト（白）

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。

▼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。

チューブストリング
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水に浮かぶボール

水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付
水に浮かべることができる充電式の LED イルミネーションです。リモコン操作で点滅やフェード等のモードを操作できます。

■サイズ：Φ 30cm ／Φ 40cm　■カラー：RGB　■連結：不可　■保護等級：IP67　■屋外使用可能

■点灯時間：8 時間（6 ～ 7 時間充電満タン）　■充電用 AC/DC アダプタ：入力電圧／ AC100V、出力電圧／ DC5V、容量／ 1A

 商品コード     商品名

 SPLT-ZG-L-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G300  水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付、φ 30㎝

 SPLT-ZG-L-CHRG-FLOAT-BALL-RC-RGB-G400  水に浮かぶボール、RGB、充電式、リモコン付、φ 40㎝

概観（Φ 30cm） 概観（Φ 40cm）

アップ アダプタ リモコン

▼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。

30cm 40cm

点灯イメージ
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LED テープライト（R3）、白基板
変色劣化の少ないシリコンチューブを採用した中空タイプのテープライトです。

リード側は、先バラ 2 芯線、エンド側はエンドキャップ処理となり、連結用の電線は出ていません。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P38 参照）

※樹脂充填中空タイプです。

＜ 5050 型・3528 型 共通＞

■入力電圧：DC12V　■長さ：5m　■球数：300　■カット単位：5cm　■基板色：白　

■連結：不可　■保護等級：IP65　■両面テープ付

※旧型の R2 シリーズ（PVC カバー）は在庫限りで販売終了となります。

防水型 LED テープライト（正面発光）
大きな光量で発熱は比較的少なく、チューブライトよりもカット間隔が短いので、ショーケース内の照明にも向いています。
防水性が高く、イルミネーション用途や屋外の内照式看板等にもおすすめです。

SMD5050 型 (R3)
■消費電力：55W　

■サイズ：テープ部／幅 12 ～ 12.5mm、厚さ 4.5mm

　　　　　エンド部／幅約 14.5mm、厚さ 6.5mm

※ RGB タイプは別売の RGB 調光コントローラが必要です。（P40 参照）

 商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カラー・商品名

 SPLT-SX-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-OD-L5m-wRGB3-SI　　　　　　　 RGB(1670 万色 )

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wB　　　　　　　    ブルー（青）

RGB

電球色 ( イエローゴールド )

ピンク

レッド

ブルー

グリーン

パープル

ホワイト

イエロー

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wC　　　　　　　　 電球色

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wG　　　　　　　　 グリーン（緑）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wPi　　　　　　　　 ピンク

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wPu　　　　　　　    パープル（紫）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wR　　　　　　　　   レッド（赤）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wW　　　　　　　　 ホワイト（白）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-5050R3-m60-ODS-L5m-wY　　　　　　　　   イエロー（黄）

 SPLT-ZG-P-TP-END-W12  　　   エンドキャップ

 SPLT-ZG-P-TP-MNTCLP-H-W12-15PC 　　　マウントクリップ、平置タイプ、幅 12mm、15 個セット

 SPLT-ZG-P-TP-MNTCLP-V-H12-15PC 　　　マウントクリップ、縦置タイプ、高さ 12mm、15 個セット

SMD3528 型 (R3)
■消費電力：24W　

■サイズ：テープ部／幅 10mm、厚さ 4.5mm

　　　　　エンド部／幅約 12.5mm、厚さ 6.5mm

 商品コード    　　 カラー・商品名

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wB 　　　ブルー（青）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wC 　　　電球色  

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wPi 　　　ピンク  

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wPu 　　　パープル（紫）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wR 　　　レッド（赤）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wY 　　　イエロー（黄）

 SPLT-ZG-P-TP-END-W10  　　　エンドキャップ

 SPLT-ZG-P-TP-MNTCLP-H-W10-15PC 　　　マウントクリップ、平置タイプ、幅 10mm、15 個セット

 SPLT-ZG-P-TP-MNTCLP-V-H10-15PC 　　　マウントクリップ、縦置タイプ、高さ 10mm、15 個セット

取付部品（別売）
 5050 型／ 040 型用 商品コード 　　   商品名

 3528 型／ 3014 型／ 020 型用 商品コード　　商品名

 SPLT-ZG-P-TP-END-W12-2HOLE 　　　    エンドキャップ、2 芯用穴あき

 SPLT-ZG-P-TP-END-W12-4HOLE 　　    エンドキャップ、4 芯用穴あき

 SPLT-ZG-P-TP-END-W10-2HOLE 　　　エンドキャップ、2 芯用穴あき

マウントクリップ（平置タイプ） マウントクリップ（縦置タイプ）

エンドキャップ エンドキャップ
（2 芯用穴あき）

エンドキャップ
（4 芯用穴あき）

▼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。

テープライト

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wW 　　　ホワイト（白）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3528R3-m60-ODS-L5m-wG 　　　グリーン（緑）

RGB
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 商品コード    　　　カラー

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-020-m60-OD-L5m-wB 　　　ブルー（青）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3014-m60-OD-L5m-wC 　　　電球色

防水型 LED テープライト（側面発光）
薄型側面発光タイプなので、看板の縁取りやモチーフライトの作成、間接照明など、
発光面を曲げたい場合や限られたスペースへの設置などに便利なライトです。

LED テープライト、SMD040 型、RGB（フルカラー）、
300 球、5m 巻、部品別売り、白基板・黒基板
1m あたり 60 球 (16.7mm ピッチ ) の高輝度 SMD040 型 LED を使用しています。

1 球の SMD040 型 LED には R( 赤 )、G( 緑 )、B( 青 ) の 3 原色の LED チップを搭載しており、フルカラーの表現

が可能です。

終端処理用のエンドキャップ・取付用のマウントクリップは SMD5050 型のものが使用できます。

5cm 毎 (3 球毎 ) にあるカットラインで切断可能です。

※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P38,P40 参照）

※樹脂は充填なし中空タイプです。

■入力電圧：DC12V　■消費電力：48W　■球数：300　■連結：7m 以内を推奨　■長さ：約 5m　

■カット単位：5cm（3 球毎）カットラインで切断可能　■両面テープ付

※先端は 4 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。

※ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。

※信号増幅器（アンプ）をご使用になる場合は大容量 30A タイプをご使用ください。

　12A タイプでは正常に同期されない場合がございます。詳細は P39 をご覧ください。

防水型・屋外向け・白基板

防水型・屋外向け・黒基板

防水型・屋外向け
テープ基板はシリコンのカバーで覆われています。

日亜化学製 LED を使用しており、従来品よりさらに低消費電力です。

IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。

■サイズ：テープ部 / 長さ 約 5m ×幅 12.5mm ×厚さ 4mm

 エンド部 / 幅 15mm ×厚さ 6.5mm

 商品コード    　商品名

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-040R3-NCA-m60-OD-L5m-bRGB3 　防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB( フルカラー )、300 球、5m 巻、黒基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-040R3-NCA-m60-OD-L5m-wRGB3 　防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB( フルカラー )、300 球ｍ 5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD020 型／ 3014 型、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板
使用している LED は、1m あたり 60 球の高輝度 SMD020 型、または SMD3014 型になります。SMD3014 型は、SMD020 型の後継品です。

LED(SMD) 発光部のピッチは約 16.7mm です。1 球の SMD020 型／ 3014 型 LED には、1 個の LED チップを搭載しています。

変色劣化の少ないシリコンチューブを採用、

IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。

■入力電圧：DC12V　■消費電力：020 型 /24W、3014 型（C、G、W）/35W

■球数：300　■連結：不可　

■カット単位：5cm（3 球毎）カットラインで切断可能　■両面テープ付

■サイズ：テープ部 / 長さ 5m ×幅 10mm ×厚さ 4mm

　　　　　　　　　　　　エンド部 / 幅 12.5mm ×厚さ 6.5mm

※点灯には別途 DC 電源が必要です。（P38 参照）

※樹脂充填なし中空タイプです。

先端は 2 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。

ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは別売です。

※ 3014 型は、020 型と比べて明るさが 3 割程度アップしました。

　（消費電力 1.5 倍）

※ 020 型は在庫がなくなり次第、3014 型へ移行します。

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3014-m60-OD-L5m-wG 　　　グリーン（緑）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-020-m60-OD-L5m-wR 　　　レッド（赤）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-3014-m60-OD-L5m-wW 　　　ホワイト（白）

 SPLT-EN-L-TP-D12-SD-020-m60-OD-L5m-wY 　　　イエロー（黄）

電球色 ( イエローゴールド )
3014 型

レッド 020 型

ブルー 020 型

グリーン 3014 型

ホワイト 3014 型 イエロー 020 型

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。

▼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。

040 型
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LED モジュールライト、SMD5050 型、2 灯タイプ
1 モジュールあたり SMD2 球× 30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チッ

プを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。紫外線対策を施しています。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P38 参照）

＜各色共通＞ ■入力電圧：DC12V　■コード・コード色：2 芯線・白　■照射角度：120 度

 ■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 47.8 ×横 15.9 ×奥行 8.18mm

50 モジュール ■消費電力：40W/50 モジュール
 ■長さ：6m　■球数：100　■カラー：ホワイト（白）のみ 

 ■連結：6 セット (300 モジュール、36m) まで可能

30 モジュール ■消費電力：24W/30 モジュール
 ■長さ：3.6m　■球数：60　

 ■連結：10 セット (300 モジュール、36m) まで可能

LED モジュール
熱もほとんど出さず、1 モジュールごとにカットして使用できるため、ショーケース内の照明や
看板などに向いています。当社テープライト用 DC12V 電源で点灯、RGB 調光コントローラで調光が可能です。

LED モジュールライト、SMD5050 型、4 灯タイプ
1 モジュールあたり SMD4 球× 30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。RGB タイプの調光には別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P38,P40 参照）

＜各色共通＞　■入力電圧：DC12V　■長さ：3.6m　■球数：120　■照射角度：120 度

RGB（フルカラー）
1 球の SMD5050 型 LED には R( 赤 )、G( 緑 )、B( 青 ) の 3 原色の LED チップを搭載しています。

■消費電力：38W　■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 55 ×横 40 ×奥行 8.6mm　

■連結：3 セット (100 モジュール、12m) まで可能　

■コード・コード色：4 芯線・白

単色　紫外線対策を施しています。

■消費電力：42W

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 41.7 ×横 43.3 ×奥行 8.5mm　

■コード・コード色：2 芯線・白　■連結：10 セット (300 モジュール、36m) まで

RGB 単色

 商品コード   　 カラー  全光束

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wRGB3 　　RGB(1670 万色 )  -

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wB 　　ブルー（青） 20lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wC 　　電球色（4000K）  -

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wG 　　グリーン（緑） 50lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wR 　　レッド（赤） 35lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u4-M30-wW 　　ホワイト（白） 65lm（1 モジュールあたり）

RGB ブルー 電球色 (4000K) グリーン レッド ホワイト

 商品コード   カラー・モジュール数 全光束

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M50-wW ホワイト（白）・50 35lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wB ブルー（青）・30 10lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wC 電球色（4000K）・30  -

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wG グリーン（緑）・30 28lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wR レッド（赤）・30 18lm（1 モジュールあたり）

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-5050-u2-M30-wW ホワイト（白）6500K・30 35lm（1 モジュールあたり）

ホワイト ブルー 電球色 (4000K) グリーン レッド ホワイト (6500K)

LED モジュールライト、COB 型、1 灯タイプ RGB（フルカラー）
1 モジュールあたり COB1 球× 30 モジュールです。照射角の広いタイプになります。R( 赤 )、G( 緑 )、B( 青 ) の 3 原色の LED チップを 1 個の COB 型 LED に搭載

しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源、RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P38,P40 参照）

＜各サイズ共通＞ ■入力電圧：DC12V　■コード・コード色：4 芯線・4 色　■照射角度：160 度

 ■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 35 ×横 18 ×奥行 8.86mm

50 モジュール ■消費電力：38W/50 モジュール
 ■長さ：6m　■球数：50　■連結：2 セット (100 モジュール、12m) まで可能

30 モジュール ■消費電力：24W/30 モジュール
 ■長さ：3.6m　■球数：30　■連結：3 セット (100 モジュール、12m) まで可能

 商品コード    球数

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-COB-u1-M50-wRGB3 　1 球× 50 モジュール

 SPLT-EN-L-MOD-D12-SD-COB-u1-M30-wRGB3 　1 球× 30 モジュール

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。

▼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。

モジュール
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DC24V 仕様 LED ネオンフレックス　単色

LED ネオンフレックス DS08-F1、
DC24V、幅 8mm、5m
※ 2019/8/30 より品名・商品コードを変更しました。( 旧商品名「SMD2216 型」)

■入力電圧：DC24V　■消費電力：75W　■長さ：5m　■カット単位：38.5mm

■サイズ：幅 8 ×高さ 12mm　■球数：910/5m（182/m）　■連結：不可　

■最小曲げ半径：100mm　■保護等級：IP67

■付属品：エンドキャップ× 1、電源入力ケーブル× 1 マウントクリップ× 20
 商品コード    カラー

 SPLT-SX-L-NX-DS08-F1-24-L5m-B  ブルー（青）

 SPLT-SX-L-NX-DS08-F1-24-L5m-C  電球色（ゴールド）

 SPLT-SX-L-NX-DS08-F1-24-L5m-G  グリーン（緑）

 SPLT-SX-L-NX-DS08-F1-24-L5m-R  レッド（赤）

 SPLT-SX-L-NX-DS08-F1-24-L5m-W  ホワイト（白）

 SPLT-SX-L-NX-DS08-F1-24-L5m-Y  イエロー（黄）

消灯時

アップ

カットマーク

太さの比較

ブルー（青） 電球色
（ゴールド）

グリーン（緑） レッド（赤） ホワイト（白） イエロー（黄）

DS08-F1 用取り付け部品（別売） 電源入力ケーブル
（固定キャップ付）

マウントクリップ

 商品コード   　　　　　　商品名

 SPLT-SX-P-NX-DS08-F1-END 　　　　　エンドキャップ

 SPLT-SX-P-NX-DS08-x1-MNTCLP 　　　　　マウントクリップ

 SPLT-SX-P-NX-DS08-F1-CABLE-PWR 　　　　　   電源入力ケーブル (2 芯先バラ )、固定キャップ付

ネオン管のような粒状感のない光のラインを LED で再現した新しい照明です。

エンドキャップ

 商品コード    カラー

 SPLT-EN-L-NX-DE06-F1-L5m-B  ブルー（青）

 SPLT-EN-L-NX-DE06-F1-L5m-C  電球色（2700K）

 SPLT-EN-L-NX-DE06-F1-L5m-G  グリーン（緑）

 SPLT-EN-L-NX-DE06-F1-L5m-R  レッド（赤）

 SPLT-EN-L-NX-DE06-F1-L5m-W  ホワイト（6500K）

 SPLT-EN-L-NX-DE06-F1-L5m-Y  イエロー（黄）

消灯時 カットライン

エンド側 リード線
（2 芯先バラ）

ブルー（青） 電球色（2700K） グリーン（緑） レッド（赤） ホワイト（6500K） イエロー（黄）

DE06-F1 用取り付け部品（別売）

 SPLT-EN-P-NX-DE06-F1-END  エンドキャップ ( 穴無し )

 SPLT-EN-P-NX-DE06-F1-END-HOLE  エンドキャップ ( 穴有り )

 SPLT-EN-P-NX-DE06-x1-MNTCLP-S-15PC マウントクリップ ( 小 )、幅 6mm、15 個セット

 商品コード    商品名

エンドキャップ（穴無し）

エンドキャップ（穴有り）

マウントクリップ ( 小 )

マウントクリップ ( 大 )

 SPLT-EN-P-NX-DE06-x1-MNTCLP-L-15PC 　　　　 マウントクリップ ( 大 )、幅 6mm、15 個セット

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P38 参照）

薄型 LED ネオンフレックス DE06-F1、
DC24V、幅 6mm、5m
※ 2019/8/30 より品名・商品コードを変更しました。( 旧商品名「SMD2835 型」)

■入力電圧：DC24V　■消費電力：96W　■長さ：5m　■カット単位：50mm

■サイズ：幅 6 ×高さ 12mm　■リード線長：約 175mm　■球数：600（120/m）　

■連結：不可　■最小曲げ半径：90mm　■保護等級：IP65
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LED ネオンフレックス AW09-D1、AC100V、幅 9mm、長さ 30m
■入力電圧：AC100V　■消費電力：165W　■長さ：30m　■カット単位：50cm　■サイズ：幅 9 ×高さ 15mm　■電源コード長さ：約 50cm

■球数：白・電球色 2880/30m（96/m）、その他の色 2160/30m（72/m）　■最小曲げ半径：40mm　■保護等級：IP68（初期性能）

※終端はエンドキャップ処理になります。

※曲げられる方向は発光面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。
　垂直方向に曲げることはできません。

 商品コード    　　　 カラー

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-A  　　　アンバー（オレンジ）

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-B  　　　ブルー

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-C  　　　電球色

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-G  　　　グリーン

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-Pi  　　　ピンク

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-Pu  　　　パープル

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-R  　　　レッド

AW09-D1(AC100V) 用取り付け部品（別売）
 商品コード   　　　　　　　　　　　商品名

 SPLT-WG-P-NX-AW09-x1-CABLE-INPUT-STRT 　　　　LED ネオンフレックス AW09-D1(AC100V) 用 電源コード

 SPLT-WG-P-AWD09-x1-END 　　　　　　　   　　LED ネオンフレックス AW09-D1(AC100V) 用 エンドキャップ

AC100V 仕様 LED ネオンフレックス AW09　単色
AC100V 仕様、30m 巻の LED ネオンフレックスです。
専用の整流器付きパワーコードがセットされていますので家庭用の 100V 電源でそのまま点灯が可能です。

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-Y  　　　イエロー

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-W  　　　ホワイト（6500K）

 SPLT-WG-L-NX-AW09-D1-L30m-Wn4500K 　　　ナチュラルホワイト（4500K） 

消灯時 カットマーク消灯時アップ

エンド側

接続部分

イエロー

ホワイト（6500K）

レッド

グリーン

電球色

ブルーアンバー（オレンジ）

パープル

ピンク

ナチュラルホワイト（4500K）

エンドキャップ電源コード
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RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm　
※ 2019/8/30 より品名・商品コードを変更しました。( 旧商品名「SMD5050 型」

フルカラー制御可能な RGB の SMD5050 型 LED を搭載した LED ネオンフレックスです。PVC 樹脂のチューブを採用。ある程度曲げて設置することが可能です。

100mm 単位のカットラインの位置でカットが可能です。

■入力電圧：DC24V　■消費電力：2m=36W、5m=82W、15m=180W　■長さ：2m ／ 5m ／ 15m　■カット単位：約 100mm　■サイズ：幅 12 ×高さ 21mm

■球数：120/2m、300/5m、900/15m（60/m）　■コード色：ホワイト（白）　■材質：PVC　■最小曲げ半径：100mm　■保護等級：IP68　

■付属品：2m ／マウントクリップ× 8、5m ／マウントクリップ× 20、

　　　　   15m ／電源・信号入力ケーブル× 1、エンドキャップ× 1、マウントクリップ× 60、インサートツール× 1

※点灯には別売の DC 電源と RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P38,P40 参照）

※曲げられる方向は発行面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

点灯イメージ

電源・信号入力ケーブル

カットマーク

▼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。

15m

RGB3ch LED ネオンフレックス RS12
フルカラー制御可能な RGB の SMD5050 型 LED を搭載した LED ネオンフレックスです。

 商品コード      商品名

 SPLT-SX-L-NX-RS12-F1-24-L2m-RGB3  　　　　　RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm、2m

 SPLT-SX-L-NX-RS12-F1-24-L5m-RGB3  　　　　　RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm、5m

 SPLT-SX-L-NX-RS12-F1-24-L15m-RGB3  　　　　　RGB3ch LED ネオンフレックス RS12-F1、DC24V、幅 12mm、15m

RGB3ch RS12-F1 用取り付け部品（別売）
 商品コード    　　　　商品名

 SPLT-SX-P-NX-RS12-F1-CABLE-RGBV-4PIN 　　　  RS12-F1 用 電源・信号入力ケーブル

15m 消灯時2m 消灯時 5m 消灯時

リード側

エンドキャップ マウントクリップ

灯体間連結ケーブル

 SPLT-SX-P-NX-xS12-F1-END  　　　 RS ／ SS12-F1 共通 エンドキャップ
 SPLT-SX-P-NX-xS12-x1-MNTCLP  　　　 RS ／ SS12 共通 マウントクリップ

 SPLT-SX-P-NX-xS12-F1-CABLE-EX4PIN 　　　 RS ／ SS12-F1 共通 灯体間連結ケーブル

5m2m

エンド側
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SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10-D1、DC24V、幅 10mm、5m、RGB
SPI 制御に対応した RGB LED ネオンフレックスです。1 アドレス ( 約 100mm）ごとに色・明るさを制御できます。

DMX-SPI デコーダ（コントローラ）を使用することで DMX512 による制御も可能です。

■入力電圧：DC24V　■消費電力：67W　■長さ：約 5m　■カット単位：約 100mm　■サイズ：幅 10 ×高さ 20mm　■球数：300（60/m）

■ LED：SMD5050 型 RGB　■ LED ドライバ IC：TM1804(WS2811)　■最小曲げ半径：40mm　■保護等級：IP68（初期性能）

※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。（P38,P66 参照）

※曲げられる方向は発行面に対して水平方向の一方向（元々巻いてある向き）になります。垂直方向に曲げることはできません。

 商品コード     　　 商品名

 SPLT-WG-L-NX-SW10-D1-24-L5m-RGB 　　　　　　　SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10-D1、DC24V、幅 10mm、5m、RGB

 SPLT-WG-P-NX-SW10-x1-CABLE-INPUT-3W-BOTM 　　SW10-D1 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ )、ボトム出しタイプ

 SPLT-WG-P-NX-SW10-x1-CABLE-INPUT-3W-SIDE 　　SW10-D1 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ )、サイド出しタイプ

▼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。

SPI 対応

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10
ネオン管のような光のラインを再現した LED ネオンフレックスの SPI 制御対応版です。

 SPLT-WG-P-NX-SW10-x1-CABLE-INPUT-3W-STRT 　　SW10-D1 用 電源・信号入力ケーブル (3 芯先バラ )、ストレートタイプ

 SPLT-WG-P-NX-SW10-x1-CABLE-JOINT 　　　　　　　SW10-D1 用 灯体間連結ケーブル（灯体接続コネクタｘ 2）

 SPLT-WG-P-NX-xW10-x1-END 　　　　　　　　　　　　SW10-D1 用 エンドキャップ

 商品コード     　　 商品名

SPI 対応 LED ネオンフレックス SW10-D1 用取り付け部品（別売）

カットマーク

接続部分

消灯時 エンド側

リードケーブル
(3 芯先バラ )

電源・信号入力ケーブル
ボトム出しタイプ

灯体間連結ケーブル

エンドキャップ

電源・信号入力ケーブル
ストレートタイプ

電源・信号入力ケーブル
サイド出しタイプ

点灯イメージ・単色 点灯イメージ 2点灯イメージ 1
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LED テープライト・LED モジュール
LED ネオンフレックス 専用パーツ

LED テープライト・LED モジュール・LED ネオンフレックス用電源
使用するテープライトの種類と AC/DC アダプタ、スイッチング電源の容量により、点灯できる長さが異なります。安定した点灯のために、電源の容量は余裕を見てお選びください。

各電源で使用可能な LED テープライト、LED モジュール、LED ネオンフレックスの長さは 28 ページの表を参照してください。

 商品コード・商品名     容量    サイズ

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-D12-36W    
12V、3A、36W 級   高さ：30mm、幅：107mm、奥行：46mm、長さ：全長約 2.7m

 AC/DC アダプタ、DC12V、3A、36W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-D12-60W    
12V、5A、60W 級   高さ：30mm、幅：115mm、奥行：50mm、長さ：全長約 2.7m

 AC/DC アダプタ、DC12V、5A、60W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D12-100W    
12V、8.5A、100W 級＊   高さ：30mm、幅：122.5mm、奥行：97mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、8.5A、100W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D12-150W    
12V、12.5A、150W 級＊   高さ：30mm、幅：159mm、奥行：97mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、12.5A、150W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D12-200W    
12V、17A、200W 級＊   高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、17A、200W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D12-350W    
12V、29A、350W 級＊   高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、29A、350W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D12-600W    
12V、50A、600W 級＊   高さ：63.5mm、幅：268mm、奥行：127mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、50A、600W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-WP-D12-96W-IP67    
12V、8A、96W 級、防水タイプ＊  高さ：38mm、幅：159mm、奥行：97mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、8A、96W 級、防水タイプ

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D24-35W    
24V、1.5A、35W 級＊   高さ：30mm、幅：99mm、奥行：82mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC24V、1.5A、35W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D24-150W    
24V、6.5A、150W 級＊   高さ：30mm、幅：159mm、奥行：97mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC24V、6.5A、150W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D24-200W    
24V、8.8A、200W 級＊   高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC24V、8.8A、200W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D24-350W    
24V、14.6A、350W 級＊   高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC24V、14.6A、350W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D24-600W    
24V、25A、600W 級＊   高さ：63.5mm、幅：268mm、奥行：127mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC24V、25A、600W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D12-35W    
12V、3A、35W 級＊   高さ：30mm、幅：99mm、奥行：82mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC12V、3A、35W 級

＊印の付いている商品は、AC プラグ付き電源コード、DC プラグ ( ジャック ) 付きコードは付属していません。詳細は P40 をご覧ください。
36W 級・60W 級 100W 級35W 級

96W 級、防水タイプ

150W 級

200W 級 350W 級 600W 級

 SPLT-EN-P-ACDC-NP-MW-D5-35W    
5V、7A、35W 級＊   高さ：30mm、幅：99mm、奥行：82mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC5V、7A、35W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D5-100W    
5V、20A、100W 級＊   高さ：30mm、幅：129mm、奥行：97mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC5V、20A、100W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D5-300W    
5V、60A、300W 級＊   高さ：30mm、幅：215mm、奥行：115mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC5V、60A、300W 級

 SPLT-ZG-P-ACDC-NP-MW-D24-100W    
24V、6.5A、100W 級＊   高さ：30mm、幅：129mm、奥行：97mm

 AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )、DC24V、6.5A、100W 級
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灯体種別 5050 型 R3
3528 型 R3(1 列 )
側面発光 020 型

側面発光 040 型 側面発光 3014 型
SPI 対応

幅 14.5mm(60 球 /m)
SPI 対応

幅 23mm(30 球 /m)

長さ 5m 5m 5m 5m 5m 5m / 10m

消費電力 55W 24W 48W 35W 55W 35W / 70W

点 灯 可 能

な長さ

( 推奨値 )

D C
電
源
容
量

(W)

35 1.8m 5.2m 2.2m 3.3m 2.1m 3.5m

36 1.9m 5.4m 2.3m 3.4m 2.1m 3.6m

60 3.2m 9.0m 3.9m 5.7m 3.6m 6.1m

100 5.3m 15.0m 6.5m 9.5m 6.0m 10.2m

150 8.0m 22.5m 9.7m 14.2m 9.0m 15.3m

200 10.6m 30.0m 13.0m 19.0m 12.1m 20.4m

350 18.7m 52.5m 22.7m 33.3m 21.2m 35.7m

600 32.0m 90.0m 39.0m 57.1m 36.3m 61.2m

直列連結可能な長さ 5m
5m 毎に

要電源
10m

※直列連結可能な長さ（モジュール数）は灯体の種類ごとに上限があります。直列連結可能な長さを超える場合は並列に接続してください。

※消費電力は製品の販売単位そのままで点灯させた場合を基準にした値です。短くカットして使用する場合、単位長さ（モジュール数）あたりの消費電力は上昇します。

　カットして使用する場合はより容量に余裕を見て電源を選定してください。

各電源で使用可能な LED テープライト（12V）の長さ

各電源で使用可能な LED モジュール（12V）の数量

灯体種別
5050 型 4 灯

※型番 SPLT-EN ～の製品

5050 型 2 灯
COB 型 1 灯 RGB

※型番 SPLT-EN ～の製品

数量 30 モジュール 30 モジュール

消費電力 42W 24W

点 灯 可 能

な数量

( 推奨値 )

D C

電

源

容

量

(W)

35 16 モジュール 31 モジュール

36 17 モジュール 32 モジュール

60 28 モジュール 53 モジュール

100 47 モジュール 89 モジュール

150 71 モジュール 133 モジュール

200 95 モジュール 178 モジュール

350 166 モジュール 312 モジュール

600 285 モジュール 535 モジュール

直列連結可能な長さ
単色：300 モジュール

RGB：120 モジュール

5050 型 2 灯：300 モジュール

COB 型 1 灯：100 モジュール

各電源で使用可能な LED ネオンフレックス（24V）の長さ

灯体種別
薄型 DE06-F1

幅 6mm
( 旧名称 2835 型 )

DS08-F1
幅 8mm

( 旧名称 2216 型 )

RGB3ch RS12-F1
幅 12mm

( 旧名称 5050 型 )

SPI 対応 SS12-F1
幅 12mm

( 旧名称 5050 型 )

SPI 対応 SW10-D1
幅 10mm

長さ 5m 5m 2m/5m/15m 5m 5m

消費電力 96W 75w 36W/82W/180W 75W 67W

点 灯 可 能

な長さ

( 推奨値 )

D C

電

源

容

量

(W)

35 1.1m 1.5m 1.5m 1.5m 1.7m

36 1.1m 1.6m 1.6m 1.6m 1.8m

60 1.9m 2.6m 2.6m 2.6m 3.0m

100 3.2m 4.4m 4.4m 4.4m 5.0m

150 4.8m 6.6m 6.6m 6.6m 7.5m

200 6.5m 8.8m 8.8m 8.8m 10.0m

350 11.3m 15.5m 15.5m 15.5m 17.5m

600 19.5m 26.6m 26.6m 26.6m 30.0m

直列連結可能な長さ 5m 5m 15m
5m 毎に

要電源
15m
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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。

RGB3ch 調光コントローラ、
12A(4A/ch)、リモコン付き、
明るさ調節不可

RGB3ch 信号増幅器、
12A(4A/ch)、電源別売り

RGB3ch 信号増幅器、
30A(10A/ch)、電源別売り

RGB 調光コントローラ・RGB 信号増幅器
アドレス無しタイプ（全体が色変化するタイプ）の RGB LED テープライト・モジュールライト用コントローラです。

DC12-24V まで対応、DC 電源は別売りです。

※制御可能な長さの目安（5050 型、RGB テープライト 60 球 /m の場合）

　12A タイプ・・・10m（2 巻）　　18A タイプ・・・15m（3 巻）　　30A タイプ・・・20m（4 巻）

※直列に接続できるのは、約 7m までになります。それ以上接続する場合は並列に接続してください。 

また、別売の信号増幅器（アンプ）を増設することで、10m または 20m を超える長さのテープライトを 1 台のコントローラで同期して制御することができます。

※ 12A タイプのコントローラは、コントローラとリモコンは対になっています。対ではないリモコンでコントローラを制御することはできません。

※ 18A タイプのコントローラは、初期状態でコントローラとリモコンは対になっています。

※ 30A タイプのコントローラは、初期状態ではリモコンの操作範囲内にあるすべての当該コントローラが操作の対象となります。

　 コントローラとリモコンを 1 対 1 で紐付けるには、マッチング（ペアリング）の設定を行う必要があります。

 商品コード   　　　 　商品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイズ

 SPLT-ZG-P-CTRL-DC-RGB3-12A-RF 　　　 　RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン付、明るさ調節不可　　　　　　　　　　　　　 高さ：24mm、幅：132mm、奥行：64mm

 SPLT-ZG-P-BTRY-12V23A  　　　　  RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン用電池

 SPLT-ZG-P-AMP-DC-RGB3-12A 　　　　  RGB3ch 信号増幅器、12A(4A/ch)、電源別売り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高さ：24mm、幅：108 ｍｍ、奥行：64mm

 SPLT-EN-P-AMP-DC-RGB3-30A 　　　　  RGB3ch 信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  高さ：23mm、幅：130mm、奥行：63mm

関連部品 　< 各種共通＞コード色／ブラック（黒）

 商品コード    商品名   サイズ

 SPLT-ZG-P-DCCABLE-JACK  DC ジャック付コード  長さ：33cm、サイズ：外径 5.5mm、内径 2.1mm

 SPLT-ZG-P-DCCABLE-PLUG  DC プラグ付コード  長さ：28cm、サイズ：外径 5.5mm、内径 2.1mm

 SPLT-ZG-P-ACCABLE-PLUG  AC プラグ付電源コード  長さ：約 100cm

DC ジャック付コード DC プラグ付コード AC プラグ付コード

RGB3ch 調光コントローラ、12A（4A/ch）、
リモコン用電池

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-RGB3-30A-RF-BRTS　　　　　  RGB3ch 調光コントローラ、30A(10A/ch)、リモコン付き、明るさ調節可能　　　　　　　　　　　   高さ：25mm、幅：91mm、奥行：90mm

RGB3ch 調光コントローラ (LED テープラ
イト用 )、30A(10A/ch、360W ＠ 12V)、
リモコン付き、明るさ調節可能

▼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。

調光コントローラ 30A

RGB3ch 調光コントローラ、18A(6A/ch)、リモコン付き、明るさ調節可能、任意色固定可能

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-RGB3-18A-RC-ANYCOL-R2　　 RGB3ch 調光コントローラ、任意色固定可能 R2、18A(6A/ch)、12-24V、リモコン付き、明るさ調節可能　　　  高さ：45mm、幅：176mm、奥行：47mm

調光コントローラ 18A

LED テープライト・LED モジュール
LED ネオンフレックス 専用パーツ
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LED モチーフライト

3D モチーフ、クリスタルスター、
30cm、30 球（連結可）
屋外で使用可能です。

※ツリートップ等への取付用部材は付属しません。

■入力電圧：100V　■消費電力：2W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■球数：30　■連結：20 セットまで可能　

■サイズ：高さ 28 ×幅 29 ×奥行 8cm　■電源コード長：約 200cm

イエローゴールド

ホワイト

ブルー

 商品コード    　　　 カラー

 SPLT-EL-L-MTF-3C-AC-SD-CRYSTAR-G300-tB 　　　ブルー（青）

 SPLT-EL-L-MTF-3C-AC-SD-CRYSTAR-G300-tCy 　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-L-MTF-3C-AC-SD-CRYSTAR-G300-tW 　　　ホワイト（白）

クリスタルモチーフ、スノーフレーク、23cm、14 球× 3 個セット（連結可）
スノーフレーク（雪の結晶）のモチーフライト 3 個セットです。

屋外で使用可能です。

■入力電圧：100V　■消費電力：6W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■球数：42（14 × 3）　■連結：7 セットまで可能　

■サイズ：高さ 23 ×幅 20 ×厚さ 2cm　

■灯体間のコード長：約 102cm　■電源コード長：約 200cm

ブルー

ホワイト

イエローゴールド

 商品コード    　　  カラー

 SPLT-EL-L-MTF-3C-AC-SD-CRYSNOW-G230-tB-3PC　　  ブルー（青）

 SPLT-EL-L-MTF-3C-AC-SD-CRYSNOW-G230-tCy-3PC　　電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-L-MTF-3C-AC-SD-CRYSNOW-G230-tW-3PC　　ホワイト（白）

スティックパスライト、35 球
地面に挿して使用するスティック型です。庭のアプローチなどを簡単に綺麗に飾ることがで

きます。1 セット 5 本入りです。

防雨型 AC アダプタ付きなので、屋外で使用可能です。

RGB（R2）（ゆっくり変化） ＜形状：サクラ・ボール・ローズ＞
RGB（赤、緑、青）の三原色のチップを内蔵した LED で 1670 万色の色を発色します。

それぞれの LED がランダムに色変化します。

■入力電圧：AC100V(->AC24V)　■消費電力：2.4W　■色：RGB（1670 万色）

■球数：35（7 球／本）　■連結：不可　■地上部高さ：約 56cm　

■灯体全長：約 3.1m　■コード長：約 5.5m

ローズボールサクラ

→

消灯時 点灯時

ボール図面

青↔白カラーチェンジ（R2） ＜形状：スター＞
■消費電力：2.4W　■球数：35　■連結：不可　

■サイズ：地上部高さ 56cm ×灯体全長 3.2m ×コード長 5.5m

 商品コード    形状 　カラー

 SPLT-EL-L-STKPATH-A24AC-AT-R2-SKR-35-bRGBs サクラ 　RGB

 SPLT-EL-L-STKPATH-A24AC-AT-R2-BALL-35-bRGBs ボール 　RGB

 SPLT-EL-L-STKPATH-A24AC-AT-R2-ROSE-35-bRGBs ローズ 　RGB

 商品コード    　形状・カラー

 SPLT-EL-L-STKPATH-A24AC-TW-R2-STAR-35-bBWf 　スター・青↔白カラーチェンジ

▼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。

クリスタルスター クリスタルスノーフレーク パスライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。
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。
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電球色（イエローゴールド） ブルー

ホワイト

RGB クリスタルギフトボックス、点滅、28 球
赤いリボンがついた大・中・小の 3 サイズで 1 セットです。色は RGB（赤・緑・青）の三原色のチップを内蔵した

LED で 1670 万色の色を発色します。防滴タイプなので屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■コード色：シルバー ( 銀 )　■高さ、幅、奥行：大 20cm、中 17cm、小 14cm　■球数：28　■連結：不可

 商品コード   　　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-AT-GIFTBOX-RGBq　　　RGB(1670 万色 )

▼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。

グローモチーフ、星 ギフトボックス

LED モチーフライト

トナカイ

3D クリスタルグローモチーフ、スター
プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

＜各色共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー ( 銀 )　■奥行：10cm( 最厚部 )

40cm  ■消費電力：3W　■入力電流：0.03A　■サイズ：高さ 40 ×幅 40cm　■球数：46

60cm  ■消費電力：6W　■入力電流：0.06A　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：96

 40cm 商品コード  60cm 商品コード  カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-STAR-H400-B SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-STAR-H600-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-STAR-H400-Cy SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-STAR-H600-Cy 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-STAR-H400-W SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-STAR-H600-W ホワイト（白）

LED クリスタルトナカイ 60 球
屋外でも使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えます。

＜各タイプ共通＞ ■入力電圧：100V　■入力電流：0.036A

　　　　　　　　　■消費電力：3.6W

　　　　　　　　　■コード色：シルバー ( 銀 )

 ■球数：60　■連結：不可

フィードタイプ
■サイズ：高さ 56 ×幅 106 ×奥行 22cm

 商品コード   　　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-REINDEER-FEED-B 　　　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-REINDEER-FEED-Cy 　　　　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-REINDEER-FEED-W 　　　　　　ホワイト（白）

ブルー

スタンディングタイプ
■サイズ：高さ 93 ×幅 59 ×奥行 22cm

 商品コード   カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-REINDEER-STAND-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-REINDEER-STAND-Cy 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-REINDEER-STAND-W ホワイト（白）

電球色

ホワイト

ブルー ホワイト電球色

リース（蝶々結び）、
点滅コントローラ付、158 球
LED ロープライトを使用した厚みの少ないリース形の 2D モチーフです。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

防滴タイプなので屋外で使用可能です。

■消費電力：14W　■コード色：ブラック ( 黒 )　■球数：158　■連結：不可

■サイズ：高さ約 67cm ×幅約 51cm ×奥行約 2.5cm 商品コード  　　　　　　　　　　　　　カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-F2-WREATH-BWK-GCyR　　緑＋電球色＋赤色 )

点灯時 消灯時
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LED トゥインクルスノーフレーク
常時点灯 LED とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされています。

点滅球は、短い時間間隔でフラッシュのような点滅をランダムに繰り返します。

屋外でも使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

サイズは、30cm、60cm、90cm、96cm の 4 種類あります。

96cm
■消費電力：30W　■コード色：ブラック ( 黒 )

■サイズ：高さ 96 ×幅 96cm ×奥行 2.5cm　

■球数：378　■連結：不可

 商品コード    カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G960-BWf ブルー + ホワイト点滅

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G960-CyWf 電球色（イエローゴールド）+ ホワイト点滅

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G960-WWf ホワイト＋ホワイト点滅

電球色 ( イエローゴールド ) ブルーホワイト

30cm ／ 60cm ／ 90cm
＜各サイズ共通＞　■ブラック ( 黒 )　■奥行：2cm　■連結：不可

30cm　■消費電力：4W　 ■サイズ：高さ 30 ×幅 30cm　■球数：78

60cm　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：172

90cm　■消費電力：16W　■サイズ：高さ 90 ×幅 90cm　■球数：272

 サイズ 商品コード   　　　  カラー　

 30cm SPLT-ZG-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G300-BWf　　　ブルー + ホワイト点滅

 30cm SPLT-ZG-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G300-WWf　　   ホワイト＋ホワイト点滅

 60cm SPLT-ZG-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G600-BWf　　　ブルー + ホワイト点滅

 60cm SPLT-ZG-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G600-WWf　　   ホワイト＋ホワイト点滅

 90cm SPLT-ZG-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G900-BWf　　　ブルー + ホワイト点滅

 90cm SPLT-ZG-L-MTF-2R-AC-TW-SNOWFLAKE-G900-WWf　　   ホワイト＋ホワイト点滅

30cm・ブルー 30cm・ホワイト

90cm・ホワイト

60cm・ブルー 60cm・ホワイト

90cm・ブルー

LED バックライトスノーフレーク　※特許取得
スノーフレーク ( 雪の結晶 ) の形をした金属板の裏面基板に LED が配置されています。

コンパクトな押しボタン式コントローラが付属しています。常時点灯・フェード点滅・通常の点滅・フラッシュ点

滅などの設定が可能です。点滅モードの場合はスピード調整、常時点灯モードの場合は明るさ調節が可能です。

メモリ機能付きなので、電源再投入時も前回と同じパターンで点灯します。

■入力電圧：AC100V（->DC12V）

■球数：30

■サイズ：高さ 26 ×幅 25cm ×奥行 0.2 ～ 2.2cm

ブルー ホワイト

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-BKL-AC-F1-SNOWFLAKE-G260-wB ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-MTF-BKL-AC-F1-SNOWFLAKE-G260-wW ホワイト（白）

 SPLT-ZG-L-MTF-BKL-AC-F1-SNOWFLAKE-G260-wRGB RGB(1670 万色 )

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。

▼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。

トゥインクルスノーフレーク バックライトスノーフレーク

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

消灯時

消灯時

消灯時

消灯時
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2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )
■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色：ブラック（黒）　■連結：不可　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード     商品名      　　　  カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-A6-W LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 ) 　　　ホワイト ( 白 )

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-A6-Cy LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 ) 　　　電球色 ( イエローゴールド )

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )
■入力電圧：AC100V　■消費電力：26W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色：ブラック（黒）　■連結：不可　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード     商品名      　　　  カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-B6-B LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 ) 　　　ブルー（青）
 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-B6-Cy LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 ) 　　　電球色 ( イエローゴールド )

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )
■入力電圧：AC100V　■消費電力：30W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：イエローゴールド、ホワイト

■コード色：ブラック（黒）　■連結：不可　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード     商品名      　　　  カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-C18-Cy LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 ) 　　　電球色 ( イエローゴールド )
 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-C18-W LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 ) 　　　ホワイト ( 白 )

LED モチーフライト
厚みの少ない 2D スノーフレーク（雪の結晶）モチーフライトです。壁面などに簡単に設置できます。

▼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。

2D スノーフレーク

ブルー

ブルー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-A6-B LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 ) 　　　ブルー ( 青 )

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNOWFLAKE-G1000-B6-W LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 ) 　　　ホワイト（白）
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バロック調モチーフライト
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので

AC アダプタ等は不要です。

S 型（小）、31 球
■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W　■サイズ：高さ 15 ×幅 65cm

■球数：31　■連結：58 セットまで可能

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S1-31-wA アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S1-31-wCy 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S1-31-wLb アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S1-31-wLpi ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S1-31-wW ホワイト（白）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S1-31-wY  イエロー（黄）

S 型（大）、57 球
■入力電圧：AC100V　■消費電力：3W　■サイズ：高さ 25 ×幅 73cm

■球数：57　■連結：30 セットまで可能

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wA アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wCy 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wLb アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wLpi ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wW ホワイト（白）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wY  イエロー（黄）

 SPLT-ZG-L-BRQ-AC-SD-PR4-S2-57-wPi ピンク

S 型 ( 小 )・アンバー S 型 ( 大 )・アンバー

S 型 ( 小 )・電球色（イエローゴールド） S 型 ( 大 )・電球色（イエローゴールド）

S 型 ( 小 )・アクアブルー S 型 ( 大 )・アクアブルー

S 型 ( 小 )・ライトピンク S 型 ( 大 )・ライトピンク

S 型 ( 小 )・ホワイト S 型 ( 大 )・ホワイト

S 型 ( 小 )・イエロー S 型 ( 大 )・イエロー

S 型 ( 大 )・ピンク

イエローゴールド

ホワイト

2D ロープモチーフ、バロック調 ( 小 )
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので

AC アダプタ等は不要です。

タイプ A、90cm × 27cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 27 ×幅 90cm

■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 商品コード    　　 カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-A-W900H270-Cy 　　電球色（イエローゴールド）
 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-A-W900H270-W 　　ホワイト（白）

タイプ B、90cm × 30cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 30 ×幅 90cm

■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 商品コード    　　 カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-B-W900H300-Cy 　　電球色（イエローゴールド）
 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-B-W900H300-W 　　ホワイト（白）

イエローゴールド

ホワイト

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。 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。

▼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。

バロック ( 小 )
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2D ロープモチーフ、星付きバロック調（大）
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

タイプ C、170cm × 80cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 80 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック　■連結：不可　■電源コード付

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 商品コード    　　　カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-C-W1700H800-Cy　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-C-W1700H800-W　　　 ホワイト（白）

2D ロープモチーフ、星付きバロック調 ( 大 )
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

タイプ D、170cm × 90cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 90 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック■　連結：不可　■電源コード付

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 商品コード    　　　 カラー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-D-W1700H900-Cy　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-BRQ-D-W1700H900-W　　　 ホワイト（白）

消灯時

イエローゴールド ホワイト

消灯時

イエローゴールド ホワイト

LED モチーフライト
星がついたバロック調のモチーフ。別の形のバロックライトと組み合わせるとさらに複雑なデザインが楽しめます。
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2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm × 46cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 46 ×幅 37cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色：ブラック（黒）　■連結：不可　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード    商品名

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-A-W37H46-Cy LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm × 46cm、電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-A-W37H46-W LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm × 46cm、ホワイト ( 白 )

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm × 66cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 66 ×幅 66cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色：ブラック（黒）　■連結：不可　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード    商品名

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-B-W66H66-Cy LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm × 66cm、電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-B-W66H66-W LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm × 66cm、ホワイト ( 白 )

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：12W　■サイズ：高さ 86 ×幅 70cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、イエローゴールド、ホワイト

■コード色：ブラック（黒）　■連結：不可　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード    商品名

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-C-W70H86-Cy LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm、電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-C-W70H86-W LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm、ホワイト ( 白 )

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

ブルー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-A-W37H46-B LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm x 46cm、ブルー ( 青 )

ブルー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-B-W66H66-B LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm x 66cm、ブルー ( 青 )

ブルー

 SPLT-EL-L-MTF-2R-AC-SNSTAR-C-W70H86-B LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm x 86cm、ブルー ( 青 )
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3D モチーフ、コーンツリー
円錐形のプロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

＜各サイズ共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー ( 銀 )　■連結：不可

　　　　　　　　　■電源コード長：150cm

50cm  ■消費電力：1.5W　■入力電流：0.015A　■サイズ：高さ 50 ×幅 15 ×奥行 15cm　■球数：25

100cm  ■消費電力：5W　■入力電流：0.05A　■サイズ：高さ 100 ×幅 30 ×奥行 30cm　■球数：85

3D モチーフ、クリスタルボール、直径 30cm、30 球
プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

＜各色共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー ( 銀 )　■球数：30

　　　　　　　■サイズ：高さ 33 ×幅 33 ×奥行 33cm　■連結：不可

固定スタンド（別売）　■色：ホワイト ( 白 )　■サイズ：高さ 16 ×幅 25 ×奥行 25cm

ブルー

電球色（イエローゴールド）

ホワイト

ピンク 固定スタンド

 商品コード    　　　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-BALL-G300-B 　　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-BALL-G300-Cy 　　　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-BALL-G300-Pi 　　　　　ピンク

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-BALL-G300-W 　　　　　ホワイト（白）

 SPLT-ZG-P-MTF-3G-AC-SD-BALL-STAND 　　　　　固定スタンド※
※弊社の 3D モチーフ・クリスタルボール ( 直径 30cm) を設置する為のスタンドです。

 50cm 商品コード  100cm 商品コード  カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H500-Cy SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H1000-Cy 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H500-W SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H1000-W ホワイト（白）

150cm  ■消費電力：10W　■入力電流：0.1A　■サイズ：高さ 150 ×幅 45 ×奥行 45cm　■球数：175

200cm  ■消費電力：17W　■入力電流：0.17A　■サイズ：高さ 200 ×幅 60 ×奥行 60cm　■球数：295

 150cm 商品コード  200cm 商品コード  カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H1500-Cy SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H2000-Cy 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H1500-W SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-CORNTREE-H2000-W ホワイト（白）

ホワイト／
使用イメージ

電球色
（イエローゴールド）

コーンツリークリスタルボール

▼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。

LED モチーフライト
3D ボールモチーフと円錐形のコーンツリーです。 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。

※こちらは 200cm のものです
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3D ボール
30cm　■消費電力：3.5W（灯体：3W ／コントローラ：0.5W）
　　　　   ■球数：35　■サイズ：直径約 30cm、高さ ( 金具含 ) 約 33cm

45cm　■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）
　　　　   ■球数：70　■サイズ：直径約 45cm、高さ ( 金具含 ) 約 48cm

 商品コード   　　　　　　                  　　　　サイズ

▼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。

スパイラルコーンツリー
120cm　■消費電力：7.5W（灯体：7W ／コントローラ：0.5W）
　　　　　   ■球数：105　■サイズ：直径約 40cm、高さ 120cm

180cm　■消費電力：13.5W（灯体：13W ／コントローラ：0.5W）
　　　　　    ■球数：210　■サイズ：直径約 60cm、高さ約 180cm

 商品コード   　　　　　　　　　　　   　　　サイズ

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-2W-BALL-G450-RGB-RC 　　　　　　　　  45cm

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-2W-SPCTREE-H1800-RGB-RC 　　180cm

ブルー + ホワイト点滅
45cm

ボール 45cmコーンツリー 180cm

AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフライト
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）
プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。

専用コントローラ・
リモコン付

点灯イメージ

AC ２芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付
専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■入力電圧：100V　■色：RGB　■コード色：ブラック ( 黒 )　■連結：不可　■コントローラ付電源コード：168cm　■屋外使用可能

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーボックス）をご使用ください。

　他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞

・リモコンの操作の範囲は約 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-2W-SPCTREE-H1200-RGB-RC 　　120cm

RGB

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-2W-BALL-G300-RGB-RC 　　　　　　　　  30cm

レッド + ホワイト点滅
180cm

2D ハート、60cm
■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）　■球数：70

■サイズ：高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、

　　　　　電源コード長約 240cm

2D スター、55cm
■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5（金具含）×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、

　　　　　電源コード長約 240cm

 商品コード   　　　　　　                  　　サイズ

 SPLT-ZG-L-MTF-2G-AC-2W-HEART-H600-RGB-RC 　　　　　　　60cm

 商品コード   　　　　　　                  　　サイズ

 SPLT-ZG-L-MTF-2G-AC-2W-STAR-G550-RGB-RC 　　　　　　    55cm

消灯時

消灯時

RGB

RGB

ライトピンク +
ホワイト点滅

イエロー

消灯時
左 45cm　右 30cm

グリーン
30cm

コーンツリー 120cm ハートボール 30cm スター

消灯時
左 180cm　右 120cm

RGB
左 180cm　右 120cm

RGB
左 45cm　右 30cm
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LED モチーフライト

 商品コード   　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　カラー

光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付
実際に乗ることができる充電式の光る LED シーソーです。

リモコン操作で単色や点滅・フェード等のモード操作ができます。下の重心台も発光します。

■カラー：RGBW　■連結：不可　■耐荷重：土台／約 13kg、シーソー／約 18kg　■充電用アダプタ：入力電力／ AC100V、出力電圧／ DC5V　

■サイズ：土台／幅約 675mm( 下部の長い部分 )、幅約 145mm( 上部の短い部分 )、高さ約 380mm、シーソー／幅約 225mm、長さ約 2800mm

　　　　　取っ手／幅約 355mm、高さ約 400mm、リモコン／幅 50mm × 85mm ×厚み 5mm

 SPLT-ZG-L-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L2800　　　　　　　　　　　　　RGBW

消灯時

使用イメージ

点灯イメージ (2 色 )

点灯イメージ ( 単色 )

リモコンアダプタアップ

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■入力電力：AC100V　■消費電力：9W　■サイズ：幅 ( 両手先 )90cm ×高さ 125cm、直径 ( 胴体 )54cm

■連結：不可　■コード色：ブラック　■カラー：ホワイト　■電源コード付

 商品コード   　　　　                  　　　　　　　　　カラー

 SPLT-ZG-L-MTF-3G-AC-SD-SNOWMAN-H1200-W　　　　　　　　　ホワイト（白）

点灯時・正面

セット内容

▼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。

シーソー (FLASH) シーソー (STROBE) シーソー (FADE)

点灯時・側面
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フラミンゴ

特注の注文にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

小ロットでの特注モチーフも承ります

PVC 製グローシート、1m × 5m
モチーフライトの表面材に多く用いられている素材（PVC）があみ状になった

商品です。

■サイズ：長さ 500 ×幅 100cm　■重量（ネット）：800g

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-P-GLOWSEAT-W1mL5m-c PVC 製グローシート、1m × 5m

新規販売商品
1 花ごとに制御可能な新作のスティックパスライトです。

参考画像①
概観

参考画像②
蓮（本体色：黄色）

参考画像③
蓮（本体色：ピンク）

参考画像④
バラ

キリン うり坊 シマウマ

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。
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音楽に合わせて演出するイルミネーションショーを簡単に !
DMX 対応コントローラ、ソフトウェア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  当社は Light-O-Rama,inc. の国内唯一の認定パートナーです

プロジェクター スピーカー

PCの
USB ポートへ

イルミネーション等の
AC仕様の

灯体を接続します

16 チャンネル
ACコントローラ  #1
(AC出力×16ch)

PC
シリアルデータ

変換器

テープライト等の
DC仕様の

灯体を接続します

DCコントローラ  #1
(DC出力×16ch 又は 24ch)

ムービング、PAR ライト等の
DMX仕様の

灯体を接続します

DMXデータ
変換器

イルミネーション等の
AC仕様の

灯体を接続します

16 チャンネル
ACコントローラ  #2
(AC出力×16ch)

イルミネーション等の
AC仕様の

灯体を接続します

16 チャンネル
ACコントローラ  #3
(AC出力×16ch)

各機器間は LANケーブルで接続

スピーカー
イルミネーション等の

AC仕様の
灯体を接続します

16 チャンネル
ACコントローラ  #1
(AC出力×16ch)

再生機

テープライト等の
DC仕様の

灯体を接続します

DCコントローラ  #1
(DC出力×16ch 又は 24ch)

ムービング、PAR ライト等の
DMX仕様の

灯体を接続します

DMXデータ
変換器

イルミネーション等の
AC仕様の

灯体を接続します

16 チャンネル
ACコントローラ  #2
(AC出力×16ch)

イルミネーション等の
AC仕様の

灯体を接続します

16 チャンネル
ACコントローラ  #3
(AC出力×16ch)

各機器間は LANケーブルで接続

接続例　＜ PC から制御する場合＞

接続例　＜再生機から制御する場合＞

・イルミネーションコントローラを PC に接続して運用する場合の接続例です
　PC にインストールした専用ソフトウェアでコントローラを制御します

・16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル ) まで接続可能です
・シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
　（USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです）

・各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

・イルミネーションコントローラを再生機に接続して運用する場合の接続例です
　予め、PC 上の専用ソフトウェアで作成したショー（プログラム）を SD カードに保存して再生機に挿入します

・16 チャンネルのコントローラは AC 仕様、DC 仕様の合計で 240 台 (3840 チャンネル ) まで接続可能です
・シリアルデータ変換器は最低でも 1 台必要です
　（USB のポート数分まで増設可能ですが、制御可能なチャンネル数は、合計で 3840 チャンネルです）

・各コントローラには、個別に電源を供給する必要があります

Light-O-Rama の特徴
（1）　音楽に合わせたイルミネーションショーを簡単に実現

　　照明プログラムに精通していなくても、直感的な操作でプログラム作成が可能です。

（2）　大きな制御チャンネル数

　　DMX では最大 512 チャンネルという制限がありますが、Light-O-Rama ならばチャンネ

　　ル数を気にすることはほぼありません。

（3）　豊富な制御可能対象

　　以下が制御の対象です。

　　・AC 入力の灯体　　　　　　　・DC 入力の灯体　　　　　　　・SPI 仕様の灯体

　　・DMX 仕様の灯体　　　　　　・サーボモータ

（4）　既存の各種通信プロトコルにも対応

　　独自プロトコルである Light-O-Rama ネットワークだけでなく、DMX、E1.31（sACN）

　　の信号にも対応しています。

（5）　プログラムのビジュアライゼーション機能

　　作成したプログラムは、PC 画面上でシミュレーションできます。

（6）　柔軟なスケジュール機能

　　以下のようなスケジューリングが可能です。

　　・外部電源 ON でショー開始　　　　　・10 分、15 分、30 分、60 分ごとにショー開始

　　・曜日、自国の設定によるショー開始

（7）　センサー等の外部入力にも対応

　　スイッチ、人感センサー、音圧センサーなどの外部入力信号により、特定のショーを開

　　始することも可能です。

（8）　多くの音源、ビデオ形式に対応

　　mp3、wav、mpeg 等多くのファイル形式に対応し、プロジェクターを接続してビデオ

　　ファイルを入力すれば簡易的なプロジェクションマッピングとイルミネーションショー

　　の連動も可能です。

▼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。

Light-O-Rama 関連商品を使ったイルミネーションの使用例は、
P82 ～ P83 でご覧いただけます。
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コントローラ　　AC および DC のコントローラは、最大で 240 台、3,840 チャンネルまで 1 つの Light O Rama ネットワークで制御可能です。

AC コントローラ              

 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-AC-16CH-30A-BOX
 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-AC-16CH-30A-PCB

 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-AC-16CH-40A-PCB

ショータイムコントローラ　AC16ch　30A 箱付

AC の灯体を調光制御するための基板、防雨ボックス、

AC プラグ、AC コンセントのセットです。

アドレス設定はソフトウェアから実行。

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能。

■チャンネル数：16 チャンネル

■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク )

■バンク入出力電圧：AC100V, 50/60Hz

■許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、

                           8A/ チャンネル

■ヒューズ容量：15A × 2 本　

ショータイムコントローラ
（基板 + ヒートシンク） AC16ch　30A

AC の灯体を調光制御するための基板とヒートシンク

のセットです。

アドレス設定はソフトウェアから実行。

LOR 信号だけでなく、DMX 信号を認識可能。

■チャンネル数：16 チャンネル

■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク )

■バンク入出力電圧：AC100V, 50/60Hz

■許容電流：30A/ 基板、15A/ バンク、 

                           8A/ チャンネル

■ヒューズ容量：15A × 2 本

ショータイムコントローラ（基板 + ヒートシンク）
液晶付　AC16ch　40A　青基板
AC の 灯 体 を 調 光 制 御 す る た め の 基 板 と ヒ ー ト 

シンクのセットです。

アドレス設定はソフトウェアまたは基板上のスイッ

チから実行。

LOR 信号だけでなく、DMX 信号を認識可能。

ダイミングカーブを設定可能。

■チャンネル数：16 チャンネル

■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク )

■バンク入出力電圧：AC100V, 50/60Hz

■許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、

　　　　　　8A/ チャンネル

■ヒューズ容量：20A × 2 本

 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-AC-4CH-15A-BOX

ショータイムコントローラ　AC4ch　15A 箱付

AC の灯体を調光制御するための基板、防雨ボックス、

AC プラグ、AC コンセントのセットです。

アドレス設定はソフトウェアから実行。

LOR 信号だけでなく、DMX 信号も認識可能。

■チャンネル数：4 チャンネル

■バンク数：1 バンク

■バンク入出力電圧：AC100V,50/60Hz

■許容電流：15A/ 基板、8A/ チャンネル

■ヒューズ容量：15A × 1 本

DC コントローラ              

DC コントローラ（基板）　DC16ch
DC の灯体を調光制御するための基板です。

アドレス設定は基板上のダイヤルで可能。

LOR 信号だけでなく、DMX 信号を認識可能。

■チャンネル数：16 チャンネル

■バンク数：2 バンク (8 チャンネル / バンク )

■バンク入出力電圧：DC5V ～ DC60V

■許容電流：40A/ 基板、20A/ バンク、

                           4A/ チャンネル

■ヒューズ容量：20A × 2 本　

■基板消費電力：450mA

DC コントローラ（基板）24ch、RGB 用
DC の灯体を調光制御するための基板です。

RGB の灯体向けに R,G,B,V+ の端子の配列です。

アドレス設定は基板上のディップスイッチで可

能。

LOR 信号だけでなく、DMX 信号を認識可能。

■チャンネル数：24 チャンネル

■バンク数：2 バンク (12 チャンネル / バンク )

■バンク入出力電圧：DC5V ～ DC30V

■許容電流：60A/ 基板、30A/ バンク、

                           4A/ チャンネル

■ヒューズ容量：30A × 2 本　

■基板消費電力：450mA
 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-DC-16CH-40A

 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-DC-24CH-60A

DMX 対応のコントローラでイルミネーションを制御できます。
一般的に、DMX の制御をするためには専門的な知識が必要ですが、
当社の DMX 信号対応のイルミネーションコントローラは、
PC 上で簡単な操作で音楽に合わせた点滅パターンをプログラムすることが可能です。 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。
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コスミックカラーデバイス

 商品コード　　SPLT-EN-L-MOD-D12-CCR-5050-u3-M50-sRGB

コスミックカラーリボン、
テープライト本体
3 球 1 アドレスで制御可能な

RGB テープライトです。

■消費電力：32W/ 球　

■入力電圧：DC12V

■長さ：5m　■球数：150

■解像度：50 ピクセル

■アドレス数：150 チャンネル

 商品コード 単品 SPLT-LR-L-CCR-TP-D12-5050-m30-L5m-wRGB

 セット SPLT-LR-L-CCR-SET

  （テープライト本体、コントローラ、AC/DC アダプタセット）

LED テープライト、側面発光、
SMD040 型、LOR-CCR 互換、RGB( フルカラー )、
150 球、5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り
コスミックカラーリボンと互換性のある側面発光型

のテープライトです。3 球ごとに 1 ピクセル（アド

レス）を割り当てることができ、プログラム次第で

思いのままの制御が可能です。

商品コード　　SPLT-EN-L-TP-D12-CCR-040-m30-OD-L5m-wRGB3

LED ピクセル CCR 互換
Light O Rama CCR コントローラで制御可能です。

 商品コード　　SPLT-LR-L-CCR-PXL-D12-u1-30-bRGB

LED モジュール、SMD5050 型、
3 球 1 アドレス× 50 モジュール、
LOR-CCR 互換、RGB（フルカラー）
プラスチックケースのタイプもあります。

その他コントローラ

商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-SERVO

8ch サーボコントローラ
入力 6 チャンネル、出力 8 チャンネルのサーボコントローラ

です。出力チャンネルは、サーボモードまたは DIO 論理出力

のどちらでも使用可能です。

出力 8 チャンネルのうち、2 チャンネルは PWM 制御も可能

です。

2 台のレギュレータが搭載されており、4 チャンネル毎に出

力電圧を調整することが可能です。

各サーボチャンネルは独立してパルス巾の設定、スタートアッ

プ時の動作、通信ロスの際の挙動をコンフィグレーションす

ることが可能です。

DMX 信号、Light O Rama 信号、どちらも入力することが可

能です。 

■サイズ：118 × 55mm

 商品コード	 　SPLT-LR-P-CTRL-PIXCON16

SPI コントローラ（SPI 制御用）
16 ポート SPI コントローラです。

LOR ネットワークモードと DMX(E1.31 ／ ArtNet)

モードに対応したピクセルコントローラで、

DMX(E1.31) モードの場合、イーサネット経由で

直接 E1.31(sACN) プロトコルの信号を受け取るこ

とが可能です。

■出力信号：SPI　■出力ポート数：16

■制御ピクセル数： 

DMX(E1.31) モードの場合：1 ポートあたり最大

340 ピクセル (1020 チャンネル／ 2 ユニバース )、 

LOR モードの場合：1 ポートあたり最大 170 ピ

クセル (510 チャンネル )

■対応 IC： 

WS2801、WS2811/WS2812、APA102、

LPD6803、MBI6020、MY9221、MY9231、

SM16716、TLS3001、TM1803、TM1804、

TM1809、他

■対応電圧：DC5V-30V

■電流容量：1 ポートあたり 4A、 

                     1 バンク (8 ポート ) あたり 32A

■サイズ：200 × 121mm

■ Light-O-Rama シーケンスから制御する場合、

Pro ライセンス (Ver.4.3.6 以上 ) が必要

コスミックカラーリボン用コントローラ
コスミックカラーリボンを制御するための専用コン

トローラです。

1 台 の コ ン ト ロ ー ラ で 1 本 の コ ス ミ ッ ク カ ラ ー 

リボンを制御可能。

Light O Rama 信号だけでなく、DMX 信号も認識可

能。

 商品コード 単品 SPLT-LR-P-CCR-CTRL

 セット SPLT-LR-L-CCR-SET

  （テープライト本体、コントローラ、

  AC/DC アダプタセット）

▼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。

Light-O-Rama 関連商品を使ったイルミネーションの使用例は、
P82 ～ P83 でご覧いただけます。

Light-O-Rama コントローラ、その他関連商品
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再生機

ショータイムディレクター G3
SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納。

タイマーとしても使えるプログラム再生機です。

対応ネットワーク数は 2LOR ネットワークです。

トリガ入力 (6 系統 ) で、センサーに感応した時に特

定のプログラムを再生する、などの制御も可能。

 商品コード	 　SPLT-LR-P-STD-G3

インプットパップ
PC 接続時に Light-O-Rama ネットワークにトリガ入

力するための基盤です。

8 系統のトリガ入力に対応しています。

 商品コード	 　SPLT-LR-P-INPTPUP

その他の制御機器
ArtNet8 ユニバースコントローラ

・MADRIX ソフトウェア
   ArtNet 出力可能

その他

ソフトウェア

LightORama  RJ45 から XLR3 ピンへの
変換ケーブル　メス（左）、オス（右）
DMX 環境下で Light O Rama のコントローラをディ

マーとして使用する場合に必要です。

 SPLT-LR-P-CONVCABLE-RJ45-XLR3-FEMALE

 商品コード SPLT-LR-P-CONVCABLE-RJ45-XLR3-MALE

USB シリアルデータコンバーター
ブースト機能付（右）　高速版（左）
PC の USB ポートとコントローラを接続するための

シリアル変換ケーブルです。

 商品コード 高速版 SPLT-LR-P-CONV-USB-HS

 ブースト機能付 SPLT-LR-P-CONV-USB-BST

LORネットワーク対応DMX信号コンバーター
Light O Rama 信号を DMX 信号に変換するコンバー

タです。

 商品コード	 　SPLT-LR-P-CONV-IDMX1000

ショータイムソフトウェア
機器の設定、シーケンス・ショー・スケジュールの作成や再生を行
うための各種ソフトウェアがそろったソフトウェアスイートです。

 商品コード	 	 商品名

Superstar ソフトウェア
コズミックカラーリボン（CCR）用のエフェク
ト作成時の使用します。

 商品コード	 	 	商品名

ミニショータイムディレクター G3
時計機能を内蔵していないため、プログラムのスケ

ジュール実行はできません。対応ネットワーク数は

1LOR ネットワークです。3 系統のトリガ入力に対

応しています。

 商品コード	 　SPLT-LR-P-STD-MINI-G3

コスミックカラーリボン コントローラ用
4 芯ケーブル 1.8m
カットしたコスミックカラーリボンをコントローラ

に接続する際に必要なケーブルです。

 商品コード 　SPLT-LR-P-STD-G3-PINHEAD

ショータイムディレクター G3 用ピンヘッダ
ショータイムディレクター G3 の入力トリガを使用

する際に本体に取り付ける端子台です。

 商品コード 　SPLT-LR-P-CCR-CORD-CTRL-4C

 SPLT-LR-P-SOFT-STS-ADV アドバンスドエディション

 SPLT-LR-P-SOFT-STS-PRO PRO エディション

 SPLT-LR-P-SOFT-STS-UPG-ADV2PRO ライセンスアップグレード※

※アドバンスドエディションから PRO へのアップグレードが可能です。

 SPLT-LR-P-SOFT-SPSTAR24 24CCR エディション

 SPLT-LR-P-SOFT-SPSTAR40 40CCR エディション

 SPLT-LR-P-SOFT-SPSTAR60 60CCR エディション

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。

Light-O-Rama コントローラ、その他関連商品

ショータイムディレクター G4
SD カードに点灯プログラム、MP3 データを格納。

タイマーとしても使えるプログラム再生機です。

対応ネットワーク数は 4LOR ネットワークです。

トリガ入力 (6 系統 ) で、センサーに感応した時に特

定のプログラムを再生する、などの制御も可能。

 商品コード	 　SPLT-LR-P-STD-G4

 商品コード 　SPLT-LR-P-CTB-G3-PINHEAD

ショータイムコントローラ G3 用ピンヘッダ
(30A)
ショータイムコントローラ G3 の入力トリガを使用

する際に本体に取り付ける端子台です。
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Light-O-Rama のコスミックカラーリボン（CCR）互換の LED ピクセルです。

CCR 用コントローラで制御可能です。

ボードやアクリル板、壁看板等への固定が簡単にできます。

※ Light-O-Ramaの一般的なプログラム（ミュージックシーケンス／ショー）を 

 再生するには、別途 PC ＋ USB シリアルデータコンバータ

　  または ショータイムディレクター が必要です。（P55 参照）

■入力電圧：DC12V　■消費電力：36W/30 球　■色：RGB（1670 万色）　■サイズ：φ約 30 × 50mm

■固定する穴の大きさ：φ 26mm　■ピッチ：300mm　■長さ：9m/30 球　■連結数：最大 30 球　

■ 30 アドレス、90ch　■保護等級：IP65

Light-O-Rama CCR 互換
LED ピクセル、モジュール

Light-O-Rama コスミックカラーリボン（CCR）互換 LED ピクセル

 商品コード    商品名

 SPLT-LR-L-CCR-PXL-D12-u1-30-bRGB  LightORama コスミックカラーリボン互換 LED ピクセル

Light-O-Rama コスミックカラーリボン（CCR）互換 LED モジュール
Light-O-Rama のコスミックカラーリボン（CCR）互換の LED モジュールです。1 モジュール（3SMD）ごとに制御可能です。

※ Light-O-Rama の一般的なプログラム（ミュージックシーケンス／ショー）を再生するには、別途 PC ＋ USB シリアルデータコンバータ

　またはショータイムディレクター が必要です。（P55 参照）

＜各種共通＞■入力電圧：DC12V　■色：RGB（1670 万色）　■照射角度：120 度　■ピッチ：20cm　■カット単位：1 モジュールごと　■保護等級：IP65

金属ケース　■消費電力：42W　■長さ：10m　■サイズ：35 × 45 × 5mm　■球数：150/50 モジュール　■ 50 アドレス、150ch　

プラスチックケース　■消費電力：36W　■長さ：8m　■サイズ：35 × 35 × 5mm　■球数：120/40 モジュール　■ 40 アドレス、120ch

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-L-MOD-D12-CCR-5050-u3-M50-sRGB  LED モジュール、SMD5050 型、3 球 1 アドレス x50 モジュール、RGB( フルカラー )、CCR(LOR) 互換、20㎝ピッチ

 SPLT-EN-L-MOD-D12-CCR-5050-u3-M40-wRGB  LED モジュール、SMD5050 型、3 球 1 アドレス x40 モジュール、RGB( フルカラー )、CCR(LOR) 互換、プラスチックケース、20㎝ピッチ

金属ケース
点灯イメージ

金属ケース 消灯時

プラスチックケース
点灯イメージ

プラスチックケース
消灯時

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。

▼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。

Light-O-Rama 関連商品を使ったイルミネーションの使用例は、
P82 ～ P83 でご覧いただけます。
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SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、
WS2811、25 ピクセル、ピッチ 20cm、黒コード
■入力電圧：DC12V　■消費電力：15W　■長さ：520cm　■コード色：黒　■ピクセル数：15　■ LED 数：50　ピッチ：20cm　■連結：2 セットまで

■カット単位：1 ピクセルごと　■ LED ドライバ IC：WS2811　■ 1 ピクセル 1 アドレス　■保護等級：IP65　

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

消灯時

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1 用
灯体間延長ケーブル (2m)、黒コード

 商品コード    商品名

 SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-u1-P200-25-RGB SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、WS2811、25 ピクセル、黒コード

DMX、SPI 制御対応商品
SPI 信号対応 RGB ピクセルストリング R1

点灯時

 商品コード 　　　SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-CABLE-EX-L2m

SPI 対応 RGB ピクセルストリング用 変換ケーブル、黒コード
SPI 対応 RGB ピクセルストリング R1 と R2（次頁）を連結するための変換ケーブルです。

R1 と R2 ではコネクタの形状が異なるため、相互には連結できません。連結する場合は、こちらの変換ケーブルが必要です。

■ R1 のあとに R2 を連結する場合・・・R1 オスｰ R2 メス変換ケーブル

■ R2 のあとに R1 を連結する場合・・・R2 オスｰ R1 メス変換ケーブル

 商品コード     商品名

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-CABLE-CONV-R1M-R2F-b  SPI 対応 RGB ピクセルストリング用 R1 オス－ R2 メス変換ケーブル、黒コード

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-CABLE-CONV-R2M-R1F-b  SPI 対応 RGB ピクセルストリング用 R2 オス－ R1 メス変換ケーブル、黒コード

R1 オスｰ R2 メス
変換ケーブル

R2 オスｰ R1 メス
変換ケーブル

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。

▼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。

ピクセルストリング R1

コネクタ球アップ 球アップ・別角度
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DMX、SPI 制御対応商品
SPI 信号対応 RGB ピクセルストリング R2（RGB）

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様
■入力電圧：DC12V　■カット単位：1 ピクセルごと　■ 1 ピクセル 1 アドレス　■連結：2 セットまで　■保護等級：IP65　

■ピクセルモジュールサイズ：直径 18.5mm、高さ 12mm（キャップ用ベースを含むピクセルサイズ：直径 24.5mm、高さ 14.5mm）
※ R1 シリーズと接続する場合、前頁の変換ケーブルが必要です。
※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

 商品コード 　　　SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-R2-u1-P200-25-tRGB

UCS2903、25 ピクセル、ピッチ 20cm、黒コード
■消費電力：15W　■長さ：500cm　■コード色：黒　■ピクセル数：25　■ LED 数：50　

■ピッチ：20cm　■ LED ドライバ IC：UCS2903（※ 1）

 商品コード 　　　SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-R2-U293-u1-P200-25-bRGB

WS2811、50 ピクセル、ピッチ 10cm、黒コード
■消費電力：30W　■長さ：510cm　■コード色：黒　■ピクセル数：50　■ LED 数：100　

■ピッチ：10cm　■ LED ドライバ IC：WS2811　

 商品コード 　　　SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-R2-u1-P100-50-bRGB

UCS2903、50 ピクセル、ピッチ 10cm、黒コード
■消費電力：30W　■長さ：510cm　■コード色：黒　■ピクセル数：50　■ LED 数：100　

■ピッチ：10cm　■ LED ドライバ IC：UCS2903（※ 1）

 商品コード 　　　SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-R2-U293-u1-P100-50-bRGB

点灯時

点灯時

点灯時

点灯時

（※ 1）LED ドライバ IC が UCS2903 の場合、電源投入時にピクセルが一瞬青く点灯します。

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。

▼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。

ピクセルストリング R2

WS2811、25 ピクセル、ピッチ 20cm、クリアコード
■消費電力：15W　■長さ：520cm　■コード色：クリア ( 透明 )　■ピクセル数：25　■ LED 数：50

■ピッチ：20cm　■ LED ドライバ IC：WS2811　※コード色はクリアですが側面片側に赤いラインが入っています。

消灯時 球アップ 使用イメージ

消灯時 球アップ 使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

球アップ

球アップ

消灯時

消灯時

コネクタ・黒コード コネクタ・クリアコード
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DMX、SPI 制御対応商品
SPI 信号対応 RGB ピクセルストリング R2（ホワイト）

SPI 対応ピクセルストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、UCS2903、
ホワイト、黒コード
■入力電圧：DC12V　■カット単位：1 ピクセルごと　■ 1 ピクセル 1 アドレス　■連結：2 セットまで　■コード色：黒　

■ LED ドライバ IC：UCS2903　■保護等級：IP65　

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

消灯時 点灯時

 商品コード     商品名

 SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-R2-U293-u1-P200-25-bW  SPI 対応ピクセルストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、UCS2903、25 ピクセル、ピッチ 20cm、ホワイト、黒コード

50 ピクセル、ピッチ 10cm
■消費電力：30W　■ピクセル数：50　■ LED 数：100　■ピッチ：10cm　■コード全長：約 510cm

 商品コード     商品名

 SPLT-EL-L-PXL-D12-SP-R2-U293-u1-P100-50-bW  SPI 対応ピクセルストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、UCS2903、50 ピクセル、ピッチ 10cm、ホワイト、黒コード

消灯時 点灯時

球アップ点灯時
（広げた状態）

▼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。

25 ピクセル 50 ピクセル

25 ピクセル、ピッチ 20cm
■消費電力：15W　■ピクセル数：25　■ LED 数：50　■ピッチ：20cm　■コード全長：約 500cm
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DMX、SPI 制御対応商品
SPI 信号対応 RGB ストリング（ピクセル）用取り付け部品

SPI 対応 RGB ストリング ( ピクセル ) 用キャップ、25 個セット
キャップ形状は、C9 型と G30 型の 2 種類です。

C9 型・・・■中心部の直径：26mm　■台座からの高さ：46mm　■台座を含む高さ：58mm

G30 型・・・■球体の直径：30mm　■台座からの高さ：25mm　■台座を含む高さ：37mm

 商品コード    商品名

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-CAP-C9-25PC  SPI 対応 RGB ピクセルストリング用キャップ、C9 型、25 個セット

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-CAP-G30-25PC SPI 対応 RGB ピクセルストリング用キャップ、G30 型、25 個セット

C9 型・使用イメージ C9 型・セット内容 G30 型・使用イメージ G30 型・セット内容

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2 用灯体間延長ケーブル
■コード色：ブラック（黒）、クリア（透明）　■長さ：1m

 商品コード     商品名

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-R2-CABLE-EX-L1m-b  SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2 用灯体間延長ケーブル (1m)、黒コード

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-R2-CABLE-EX-L1m-t  SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2 用灯体間延長ケーブル (1m)、クリアコード

SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2 用 T 型中継電源ケーブル
■コード色：ブラック（黒）　■サイズ：23 × 20cm、23 × 200cm

 商品コード     商品名

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-R2-CABLE-T-INPWR-b  SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2 用 T 型中継電源ケーブル、23 × 20cm、黒コード

 SPLT-EL-P-PXL-D12-SP-R2-CABLE-T-INPWR-b-L2m  SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2 用 T 型中継電源ケーブル、23 × 200cm、黒コード

黒コード クリアコード

23 × 20cm 23 × 200cm コネクタ部分

2 芯先バラ

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。

▼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。

キャップ取付状態キャップ取付方法

コネクタ部分 コネクタ部分
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DMX、SPI 制御対応商品
DC5V 仕様 SPI 対応 RGB ストリング

SPI 対応 RGB ストリング、1 球 1 アドレス、DC5V 仕様、WS2811、50 球
SPI 制御に対応した RGB ストリングです。1 球ごとにアドレスを持ったフルカラー（RGB）の LED を搭載しており、1 球単位で色・明るさを制御できます。

DMX-SPI デコーダを使用することで DMX512 による制御も可能です。

■入力電圧：DC5V　■消費電力：15W　■入力電流：3A　■球数：50　■連結：可能 ( ※ 1)　■カット単位：1 球　■ LED ドライバ IC：WS2811

■アドレス数：50 アドレス（150 チャンネル）　■付属品：信号・電源入力コード (1m) × 1　

■サイズ：灯体部 約 5m,\ ×全長 約 5.2m ×× LED のピッチ 約 10cm

 中継電源入力コードの長さ 約 11cm

 信号・電源入力コード（付属品）の長さ 約 1m

 球の直径 8mm、LED ヘッドの直径 約 13mm

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

※灯体部分は防滴仕様ですが連結コネクタ部分は防滴仕様ではありません。

（※ 1）連結用コネクタで連結が可能ですが、1 本 50 球ごとに DC5V 電源を供給する必要があります。

　　　 連結を行う場合は、リード側またはエンド側の中継電源入力コード（2 芯先バラ）から電源供給を行ってください。

　　　 DMX1 ユニバース（512 チャンネル）で制御の場合は 最大 3 本（150 球）まで連結が可能です。

 商品コード     商品名

 SPLT-ZG-L-STR-D5-SP-W281-u1-50-bRGB  SPI 対応 RGB ストリング、1 球 1 アドレス、DC5V 仕様、WS2811、50 球

DMX-SPI コントローラ使用時

概観 LED 球

コネクタ部分 リード側 エンド側

セット内容

▼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。

5V SPI ストリング
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SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、
TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球
■入力電圧：DC12V　■消費電力：35W　■長さ：5m　■球数：150/5m（30/m）　■カット単位：10cm　■ 3 球 1 アドレス　■両面テープ付

■球間ピッチ：33.3mm（10cm で 3 球）　■入力信号：SPI　■ LED ドライバ IC：TM1804　■カラー：ホワイト、RGB　■色温度（ホワイト）：6000K

■サイズ：テープ部 / 幅 23 ～ 24.5 ×厚さ約 7.5mm

 エンド部 / 幅 27 ～ 28.5 ×厚さ 11 ～ 13mm

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

ホワイト消灯時

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-L-TP-S5050-D12-SP-T184-m30-W23L5m-W SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球、ホワイト

 SPLT-EN-L-TP-S5050-D12-SP-T184-m30-W23L5m-RGB SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球、RGB

RGB

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V
TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球
■入力電圧：DC12V　■消費電力：70W　■長さ：10m　■球数：300 球 /10m（30 球 /m）　■カット単位：10cm　■ 3 球 1 アドレス　■両面テープ付

■球間ピッチ：33.3mm（10cm で 3 球）　■ LED ドライバ IC：TM1804　■カラー：ホワイト、RGB　■色温度（ホワイト）：6000K

■サイズ：テープ部 / 幅 23 ～ 24.5 ×厚さ約 7.5mm

　　　　　エンド部 / 幅 27 ～ 28.5 ×厚さ 11 ～ 13mm

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

消灯時 ホワイト RGB

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-L-TP-S5050-D12-SP-T184-m30-W23L10m-W SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球、ホワイト

 SPLT-EN-L-TP-S5050-D12-SP-T184-m30-W23L10m-RGB SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球、RGB

取り付け部品（別売） DMX-SPI コントローラ

 商品コード   　商品名

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-DX-SP-DS-L 　DMX-SPI コントローラ (DS-L)、DC5-24V 対応

DMX、SPI 制御対応商品
SPI 信号対応 LED テープライト

※ P66 参照

▼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。

RGB,5m RGB,10m ホワイト、5m ホワイト、10m
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DMX、SPI 制御対応商品
SPI 信号対応 LED テープライト

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型 3 球 1 アドレス、DC12V 仕様、
WS2811、幅 14.5mm、RGB、300 球、5m 巻、白基板、部品別売り
変色劣化の少ないシリコンチューブを採用しています。

■入力電圧：DC12V　■消費電力：55W　■長さ：5m　■球数：300/5m（60/m）　■カット単位：50mm　■ 3 球 1 アドレス　■両面テープ付

■サイズ：テープ部 / 幅 14.5 ×厚さ 4 ～ 4.5mm、エンド部 / 幅 16.5 ×厚さ 6.5mm　■球間ピッチ：16.7mm（5cm で 3 球）　■ LED ドライバ IC：WS2811　

■カラー：RGB（1670 万色）　■保護等級：IP65

※ DC 電源、SPI コントローラまたは DMX-SPI デコーダは別売です。（P38,P65,P66 参照）

取り付け部品（別売）
マウントクリップ

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-L-TP-D12-SP-W281-5050-m60u3-OD-L5m-wRGB SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型 3 球 1 アドレス、DC12V 仕様、WS2811、RGB、300 球、5m 巻、白基板、部品別売り

点灯イメージ

消灯時 カットマーク 先バラコード

DMX 制御可能

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-P-TP-MNTCLP-H-W14-15PC   LED テープライト用マウントクリップ、平置タイプ、幅 14mm、15 個セット

 SPLT-EN-P-TP-END-W14    LED テープライト用エンドキャップ、幅 14.5mm(SPI 対応テープライト用 )

エンドキャップ（穴なし）

 SPLT-EN-P-TP-END-W14-4HOLE   LED テープライト用エンドキャップ、幅 14.5mm、4 芯用穴あき (SPI 対応テープライト用 )

エンドキャップ（4 芯用穴あき）

▼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。

SPI テープライト、WS2811
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DMX 対応スノーフォール R2、RGB
DMX512 によるフルカラー（RGB）制御に対応した、多彩な表現が可能なスノーフォールです。

＜各サイズ共通＞■入力電圧：DC12V　■リードケーブル：長さ 約 70mm（コネクタ含む）　※ DC 電源は別売です。（P38 参照）

80cm  ■消費電力：10W　■球数：24（両面 48）　■アドレス数（チャンネル数）：8 アドレス（24 チャンネル）

　　　    ■連結：推奨 8 セットまで（中継電源無し・延長ケーブル無しの場合） （※ 1）　■サイズ：灯体部 直径 20mm（キャップ部分は 23mm）　■長さ：825mm

160cm  ■消費電力：20W　■球数：48（両面 96）　■アドレス数（チャンネル数）：16 アドレス（48 チャンネル）

　　　　■連結：推奨 6 セットまで（中継電源無し・延長ケーブル無しの場合） （※ 1）　■サイズ：灯体部 直径 20mm（キャップ部分は 23mm）　■長さ：1625mm

（※ 1）連結数が推奨数を超す場合は構成図を参照してください。

80cm 点灯時 80cm 消灯時 160cm 点灯時 160cm 消灯時

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-L-SNF-R2-D12-DX-RGB-L800   DMX 対応スノーフォール R2、RGB、80cm

 SPLT-EN-L-SNF-R2-D12-DX-RGB-L1600  DMX 対応スノーフォール R2、RGB、160cm

アドレスライタ コントローラ接続 T 型ケーブル

灯体間延長ケーブル

信号分岐 T 型ケーブル

中継電源 T 型ケーブル

取り付け部品（別売）
 商品コード   　　　商品名

 SPLT-EN-P-SNF-R2-DX-WRITER 　　　アドレスライタ

 SPLT-EN-P-SNF-R2-DX-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END 　　　コントローラ接続 T 型ケーブル、エンドキャップ付

 SPLT-EN-P-SNF-R2-DX-CABLE-EX-L1m　　   灯体間延長ケーブル、1m

 SPLT-EN-P-SNF-R2-DX-CABLE-T-SPLIT 　　　信号分岐 T 型ケーブル

 SPLT-EN-P-SNF-R2-DX-CABLE-T-EXSIG-INPWR　   中継電源 T 型ケーブル

DMX、SPI 制御対応商品
DMX 対応スノーフォール

 SPLT-EN-P-SNF-R2-DX-END-F 　　　エンドキャップ（メスコネクタ用）

エンドキャップ

▼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。

DMX スノーフォール、80cm DMX スノーフォール、160cm
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DMX デコーダ、RGB3ch 用、DC12-24V 仕様、12A(4A ／ ch)
DC 仕様の RGB3 チャンネル灯体向けです。
再生機や調整卓からの DMX512 信号を受け取り、RGB3 チャンネルの灯体を制御することができます。
■入力電圧：DC12V-DC24V　■出力電圧：DC12V-24V　■出力電流：最大 4A/ チャンネル　■サイズ：高さ 40 ×幅 165 ×奥行 75mm

DMX、SPI 制御対応商品
DMX（SPI）デコーダ

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-P-DECODE-DC-DX-RGB3-12A  DMX デコーダ、RGB3ch 用、DC12-24V 仕様、12A(4A ／ ch)

DMX-SPI デコーダ、SPI 対応ストリング用、10IC 対応、DMX スタートアドレス設定不可、
DC5-24V 仕様、512 チャンネル
SPI 対応 RGB ストリング（ピクセル）に対応しています。
■入力電圧：DC5-24V　■出力電圧：DC5-24V　■サイズ：高さ 26 ×幅 174 ×奥行 53mm　■対応 LED ドライバ IC：WS2811、他（※ 1）

 商品コード    商品名

 SPLT-EN-P-DECODE-DC-DX-SP-10IC-512CH DMX-SPI デコーダ、SPI 対応ストリング用、10IC 対応、DMX スタートアドレス設定不可、DC5-24V 仕様、512 チャンネル

DMX-SPI コントローラ、TM1804 ／ WS2811 対応、DC5-36V、9A
SPI 灯体用の簡易コントローラ機能と DMX-SPI デコーダ機能を兼ね備えたコントローラ兼デコーダです。
60 種類の組み込みプログラムで SPI 灯体の簡易的な制御が可能です。
■入出力電圧：DC5-36V　■電流容量：最大 9A　■サイズ：高さ 34.8 ×幅 177 ×奥行 41.5mm　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903 ／ P943、他（※ 1）

 商品コード    商品名

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-DX-SP-T184 DMX-SPI コントローラ、TM1804 ／ WS2811 対応、DC5-36V、9A

概観 セット内容 アップ

概観 サイド 端子台 (1)

端子台 (2)

DMX 入出力端子台セット内容

（※ 1）灯体との相性により、IC の種類が一致していても制御できない場合もあります。
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DMX-SPI コントローラ DS-L、DC5-24V 対応
SPI 灯体用の簡易コントローラ機能と DMX-SPI デコーダ機能を兼ね備えたコントローラ兼デコーダです。DC5-24V に対応しています。

■入出力電圧：DC5-24V　■電流容量：最大 8A　■内蔵パターン数：32　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903 ／ LPD6803、他（※ 1）

■サイズ：高さ 23 ×幅 170 ×奥行 50mm

 商品コード                      商品名

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-DX-SP-DS-L                         DMX-SPI コントローラ DS-L、DC5-24V 対応

SPI コントローラ SC、DC5-24V 対応
SPI 灯体用の簡易コントローラです。DC5-24V に対応しています。

■入出力電圧：DC5-24V　■電流容量：最大 8A　■内蔵パターン数：32　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903 ／ LPD6803、他（※ 1）

■サイズ：コントローラ本体 / 高さ 18 ×幅 108 ×奥行 33mm　リモコン / 厚み 8 ×幅 58 ×奥行 106mm　リモコンホルダー / 幅 63 ×奥行 68mm

 商品コード    　　　　　　商品名

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-SP-SC-RC-R9  　　　　　 SPI コントローラ SC、DC5-24V 対応、R9 リモコンセット

DMX、SPI 制御対応商品

SPI ミニコントローラ、リモコン付
コンパクトな本体に 229 種類もの点灯パターンを搭載した SPI 制御対応の簡易コントローラです。
ケーブルと一体となった極小タイプのコントローラなので、設置場所を選びません。操作は付属のリモコンで行います。

■入力電圧：DC12V　■対応 LED ドライバ IC：TM1804 ／ WS2811 ／ UCS2903（※ 1）

■サイズ：コントローラ／幅：60mm、奥行：11mm、厚み：5mm、長さ：約 290mm　リモコン／幅：39mm、奥行 85mm、厚み：5mm

セット内容 コネクタ部分 リモコン

 商品コード     商品名

 SPLT-EN-P-CTRL-DC-SP-MINI-RF        　　　　 SPI ミニコントローラ、リモコン付

概観 別角度 DMX 入出力

電源入出力・SPI 出力

出力側

入力側

概観セット内容

▼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。

ミニコントローラ ( テープ ) DMX-SPI コントローラ 1- ～ 15ミニコントローラ ( ピクセル ) DMX-SPI コントローラ 16 ～ 32

（※ 1）灯体との相性により、IC の種類が一致していても制御できない場合もあります。
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LED モジュール、SMD5050 型、
3 球 1 アドレス x50 モジュール、
RGB( フルカラー )、LOR 互換

■消費電力：36W　

■入力：DC12V

■サイズ：高さ 45 ×幅 35 ×奥行 5mm

■灯体部全長：約 10m

■球数：150

■ 50 アドレス 、150ch　■ IP65 

ArtNet 対応 8 ユニバースコントローラ

■入力：AC100V　■非防水

3 球 1 アドレス 光の流れるテープライト 

■消費電力：38W　

■入力：DC12V　■長さ：3m

■ LED 数：60/m　■ IP65

CCR 互換 RGB 側面発光テープライト

■消費電力：48W　

■入力：DC12V

■長さ：5m　■ LED 数：150

■ 50 アドレス、150ch　■ IP65

DMX 対応 RGB ピクセル (RGB 灯体、
3W/ 個、3DMX アドレス / 個 )
■消費電力：3W/ 個　

■入力：DC12V

■サイズ：灯体部分φ 65mm

■連結数：最大 20 球

■ 1 アドレス / 球　■ IP65

DMX 対応 RGB ピクセル用ボールカバー
■サイズ：4 種類

　　　　　φ 20cm、φ 30cm、

　　　　　φ 40cm、φ 50cm

3 球 1 アドレス  光の流れるテープライト用
簡易コントローラ

■入力：DC12V

■サイズ：本体 /25 × 132 × 70mm

　　　　　リモコン /15 × 35 × 90mm

■内臓プログラム 133 パターン

■非防水

1 球 1 アドレス 光の流れるテープライト

■消費電力：最大 15W/m　

■入力：DC5V　■長さ：2m　

■ LED 数：60 球 /m 

■ 2oz 基板、1 アドレス / 球　

■ IP65

DMX、SPI 制御対応商品

エンドキャップ、幅 17mm、4 芯用穴
あき（3 球 1 アドレス光の流れるテー
プライト用）

■内径：高さ 4.5 ×幅 17mm

エンドキャップ、幅 17mm（3 球 1 ア
ドレス光の流れるテープライト用）

■内径：高さ 4.5 ×幅 17mm

LED モジュール、SMD5050 型、
3 球 1 アドレス x40 モジュール、
RGB( フルカラー )、CCR(LOR) 互換、
プラスチックケース、20㎝ピッチ
■消費電力：36W　
■入力：DC12V
■サイズ：高さ 35 ×幅 35 ×奥行 5mm
■灯体部全長：約 8mm
■球数：120
■ 40 アドレス、120ch　■ IP65 

コスミックカラーリボン、テープライト本体
■消費電力：32W

■入力：DC12V

■サイズ：5m　■球数：150

■ 50 アドレス、150ch　■ IP65

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。

▼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。

1 球 1 アドレステープライト コスミックカラーリボン LOR 互換モジュール LOR 互換モジュール（プラ）

▼ 3 球 1 アドレス 光の流れるテープライト
　 関連商品

▼ 3 球 1 アドレス 光の流れるテープライト
　 関連商品

▼ 3 球 1 アドレス 光の流れるテープライト
　 関連商品

▼ DMX 対応 RGB ピクセル
　 関連商品

DMX スプリッター、4 分配
■入力：DC12V

■サイズ：

高さ 24 ×幅 111 ×奥行 63mm

SPI 信号増幅器 ( アンプ )、DC5-24V 対応、
( 動作電圧 DC5V)、WS2811、8 ポート出力
■消費電力：0.1W

■入力：DC5V

■サイズ：

高さ 23.5 ×幅 91.5 ×奥行 61mm

※電源入力部は DC ジャックです。

　外径 5.5 Φ、内径 2.1 Φの

　DC プラグに対応しています。

DMX スプリッター、8 分配
■入力：DC12V

■サイズ：

高さ 45 ×幅 340 ×奥行 150mm

 SPI コントローラ (DS-L/SC) 用リモコン R9
■サイズ：

リモコン /8 × 58 × 106mm

リモコンホルダー /63 × 68mm

※ DMX-SPI コントローラ DS-L、

　SPI コントローラ SC に使用可能
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LED 水中ライト　RO シリーズ

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯
■消費電力：18W（3W × 6 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：6　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 123 ×高さ 165mm

■重量：1.6kg　■照射角度：10°・30°・45°・60°・90°　■コード長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます　

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード　　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGRO-L-UW-D12-DX-RND-18W-6-RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯
■消費電力：27W（3W × 9 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：9　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 150 ×高さ 185mm

■重量：2.2kg　■照射角度：10°・30°・45°・60°・90°　■コード長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

点灯イメージ　照射角 45°セット内容

点灯イメージ　照射角 45°セット内容

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯
■消費電力：9W（3W × 3 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：3　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 81 ×高さ 154mm

■重量：1.3kg　■照射角度：25°・40°　■コード長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます　　

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）
 商品コード　　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An ×× -CL ×× m

▼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。

 商品コード　　　　　　　　　　　　　商品名 

取り付け部品（別売）

※ P70 参照

セット内容　コード 5m 点灯イメージ　照射角 40° アップ

アップ

アップ

セット内容

 SPLT-ZGRO-P-UWG-DX-CODER　　 DMX 対応 LED 水中・地中ライト RO-1 用 

　　　　　　　　　　　　　　　　アドレスセッター

9W・3 灯① 18W・6 灯 27W・9 灯

点灯時

点灯時

点灯時

 商品コード　　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGRO-L-UW-D12-DX-RND-27W-9-RGB-An ×× -CL ×× m

9W・3 灯②

使用イメージ
12V・9W・照射角 40°
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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。

DMX 対応 LED 水中ライト JG-1、
DC24V・10W、RGB × 9 灯
■消費電力：10W　■入力電圧：DC24V

■サイズ：Φ 160mm　■高さ：89mm　■重量：1.4kg

■ LED 色：RGB　■ LED 数：9　■照射角：45°、110°　 

■環境温度：-20℃～ 45℃　■先バラコード

※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード    　　　 種類

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-RND-10W-9-RGBx-An45 　　　45°挟角

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-RND-10W-9-RGBx-An110 　　　110°広角 45° 狭角 110° 広角

取り付け部品（別売）

 商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  商品名

 SPLT-ZGJ-L-UW-END    DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 エンドキャップ

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-CABLE-XLR3   DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 コントローラ接続ケーブル (DMX 信号入力、電源入力、灯体接続用 )

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-CABLE-SIG-L2m  DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、2m

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-CABLE-SIG-L3m  DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、3m

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-CABLE-SIG-L5m  DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、5m

 SPLT-ZGJ-L-UW-D24-DX-CABLE-SIG-L10m  DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、10m

エンドキャップ コントローラ
接続ケーブル

信号ケーブル、2m 信号ケーブル、3m 信号ケーブル、5m 信号ケーブル、10m

▼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。

水中ライト

アドレスセッター

 SPLT-ZGJ-P-CODER-DX    DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 アドレスセッター

LED 水中ライト　JG シリーズ

使用イメージ
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LED 地中ライト

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC12V・9W、RGB(3in1) ｘ 3 灯
■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：3　■重量：0.7kg　■ケーブル長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

■照射角度：10°・30°・45°・60°・90°　■サイズ：Φ 130 ×高さ 90mm　　※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-L-UG-D12-DX-RND-9W-3-RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC24V・18W、RGB(3in1) ｘ 6 灯
■消費電力：18W　■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB（3in 1）　■ LED 数：6　■重量：1.1kg　■ケーブル長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

■照射角度：10°・30°・45°・60°・90　■サイズ：Φ 160 ×高さ 90mm　※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-L-UG-D24-DX-RND-18W-6-RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC24V・54W、RGB(3in1) ｘ 18 灯
■消費電力：54W　■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB（3in 1）　■ LED 数：18　■重量：3.7kg　■ケーブル長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

■照射角度：10°・30°・45°・60°・90　■サイズ：Φ 260 ×高さ 120mm　※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

LED 地中ライト、AC100V・20W、電球色× 1 灯
■消費電力：10W　■入力電圧：AC100V　■サイズ：Φ 250mm　高さ：95mm　■重量：1.7kg　■ LED 色：電球色　■ LED 数：1

■照射角度：90°　■環境温度：-20℃～ 45℃　■先バラコード

商品コード　　　　SPLT-ZGJ-L-UG-AC-SD-RND-20W-1-C

概観 別角度 サイド

概観 別角度 背面

概観 別角度 背面

概観点灯時

▼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。

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-L-UG-D24-DX-RND-54W-18-RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 水中・地中ライト RO-1 用
アドレスセッター
■入力電圧：DC12V（AC/DC アダプタ付属）　

■サイズ：本体 / 幅 99 ×高さ 39 ×奥行 67mm、

　　　　　アダプタ / コード長さ約 1950mm

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-P-UWG-DX-CODER  

セット内容 アップ

DMX 出力

12V・9W 24V・18W 24V・54W

別角度
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LED スポットライト

LED スポットライト、DC12V、
RGB3ch(3in1)、3W × 3 灯
■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　■ LED 色：RGB

■照射角：20°、40°　■ LED 数：3　■筐体色：黒、白

■保護等級：IP65

■サイズ：直径 50 ×奥行 97mm　■ケーブル長：約 200cm

※ DC12V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P38,P40 参照）

 商品コード    　　種類

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-bRGB3-An20 　　20°・黒筐体

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-bRGB3-An40 　　40°・黒筐体

LED スポットライト、DC12V、3W × 3 灯
■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　

■ LED 色：電球色、ホワイト　■照射角：20°、40°

■色温度：電球色 3000K、ホワイト 6000K

■ LED 数：3　■筐体色：黒 ( ※ 1)　■保護等級：IP65

■サイズ：直径 50 ×奥行 97mm　■ケーブル長：約 190cm

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード    カラー 種類

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-bC-An20 電球色 20°

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-bC-An40 電球色 40°

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-bW-An20 ホワイト 20°

（※ 1）白筐体もあります（受注生産）

黒筐体 白筐体 サイズ

RGB

電球色 ホワイト
 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-wRGB3-An20 　　20°・白筐体

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-wRGB3-An40 　　40°・白筐体

設置場所を選ばない小型スポットライトです。3W の LED を 3 個搭載し、小さい作りですがとても明るく色のにじみもほとんどあり

ません。保護等級 IP65 の防塵・防水性を持ち屋外での使用も可能です。

姿図 配光図（照射角 20°） 配光図（照射角 40°）

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-9W-3-bW-An40 ホワイト 40°

▼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。

RGB、照射角 20 度 RGB、照射角 40 度
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狭角 3.5 度ムービングライト
■入力電圧：AC100V　■消費電力：95W（LED60W）　■サイズ：高さ 308 ×幅 242 ×奥行 130mm（台座部分含む）　■重量：3.8kg　

■電源コード長：約 1m　■ LED 色：R/G/B/W　■ LED 数：1　■照射角：3.5 度　■チャンネル：DMX16/13/8/6ch 制御　■屋内用

■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター / スレーブモード

 商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品名

 SPLT-ZG-L-SL-MVHEAD-AC-DX-60W-RGBW-An3　　　　　　　　挟角 3.5 度ムービングライト、LED60W、RGBW、DMX16ch、サウンドアクティブ

LED ムービングライト（屋内用）

LED ムービングヘッド (BY7010)
発光部分 7 か所を個別制御が可能です。

■入力電圧：AC100V（50/60Hz）　■消費電力：90W　■光源：10W ホワイト LED × 7 灯　■照射角度：5-40 度　■パン角：540 度　■チルト角：250 度

■チャンネル：DMX12/19ch 制御（2 モード）　■調光：0-100％　■ストロボ周波数：1-25Hz　■保護等級：IP20　■カラーホイール 6 色（RGB ＋中間色）

■サウンドアクティブ可　■サイズ：高さ 280 ×幅 185 ×奥行 168mm　■重量：4kg

■モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、オートモード、マスター / スレーブモード

 商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商品名 

 SPLT-ZGB-L-MVHEAD-AC-DX-10Wx7-bW-SA　　　　　LED ムービングヘッド (BY7010)、出力 10Wx7 灯 (70W)、ホワイト LED、RGB カラーホイール、照射角 5-40 度、DMX19ch 制御、サウンドアクティブ可

概観 サイド 背面 コード差込口

点灯イメージ 点灯イメージ（赤） 点灯イメージ（緑） 点灯イメージ（青）

概観 サイド コード差込口メニューボタン

点灯イメージ (RGB） 点灯イメージ（ホワイト） 点灯時（正面）

▼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。

BY7010

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。
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LED ムービングヘッド（BK-B150）
■入力電圧：AC100V　■消費電力：250W　■光源：150W ホワイト LED（6800K）　■照射角度：2 度　■パン角：540 度　■チルト角：270 度

■チャンネル：DMX13ch 制御　■調光：0-100%　■ストロボ周波数：1-25Hz　■カラーホイール 11 色　■ 8 面プリズム　■ゴボ 17 種

■サイズ：高さ 490 ×幅 300 ×奥行 200mm　■重量：12kg

 商品コード    商品名

 SPLT-ZGB-L-MVHEAD-AC-DX-150Wx1-bW-Pr8 LED ムービングヘッド (B150)、出力 150W × 1 灯、ホワイト LED、8 面プリズム、カラーホイール 11 色、ゴボ 17 種、照射角 2 度、DMX13ch 制御

概観 サイド メニューボタン コード差込口

点灯イメージ（赤） 点灯イメージ
（ミックス）

点灯イメージ
（ミックス）

点灯イメージ（星） 点灯イメージ（丸） 点灯イメージ（花）

LED ムービングヘッド（Billow6000）
灯部・本体部分ともに 360 度回転するため、ダイナミックな演出が可能です。

■入力電圧：AC100V（50-60Hz）　■消費電力：650W　■光源：25W RGB ＋電球色 LED（4-in-1）× 24 灯　■照射角度：3 度　■パン角・チルト角：無制限

■チャンネル：DMX17/21/41/126ch 制御　■調光：0-100%　■ストロボ周波数：0-25Hz　■サウンドアクティブ可

■サイズ：高さ 455 ×幅 600 ×幅 295mm　■重量：25.5kg

 商品コード    　商品名

 SPLT-ZGB-L-MVHEAD-AC-DX-25Wx24-bRGBC-SA 　LED ムービングヘッド (Billow6000)、出力 25Wx24 灯 (600W)、RGB+ 電球色 LED、照射角 3 度、DMX17-126ch 制御、サウンドアクティブ可

概観 サイド メニューボタン コード差込口

点灯イメージ（赤） 点灯イメージ（緑） 点灯イメージ（青） 点灯イメージ（電球色）

▼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。

BK-B150 Billow6000

LED ムービングライト（屋内用）
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防雨型プロジェクター、レーザーライト

防雨型 RGB 小型レーザープロジェクター
防雨型の RGB レーザープロジェクターで、屋外使用も可能です。色の変化、スピード調整等が可能でタイマー機能もついています。

■入力電圧：AC100V　■ LED 色：R/G/B/　■ LED 数：3　■タイマー機能付き　■保護等級：IP65　■重量：0.6kg( 本体のみ )　■屋外使用可能

■サイズ：本体／幅約 77 ×高さ約 155 ×奥行約 125mm、アダプタ／幅約 17 ×厚み 28 ×奥行 80mm、リモコン／幅約 45 ×厚み約 18 ×奥行約 100mm

　　　　　挿入部分／長さ約 25cm、土台／幅 119mm、電源コード／長さ約 302cm

 商品コード      商品名

 SPLT-ZG-D-SL-LASER-PROJ-AC-WP-RGB   防雨型 RGB 小型レーザープロジェクター

概観セット内容 リモコン 点灯イメージ

防雨型 白色 LED スノーフレークプロジェクター
スノーフレーク（雪の結晶）を投影できる防雨型プロジェクターです。明るさ、スピードの調整が可能です。

■入力電圧：AC100V　■ LED 色：ホワイト　■ LED 数：6　■耐久温度：-4°から 90°　■タイマー機能付き　■重量：0.7kg( 本体のみ ) ■屋外使用可能

■サイズ：本体／幅 180 ×高さ 205 ×奥行 160mm、アダプタ／幅約 78 ×厚み約 35 ×奥行約 25mm、リモコン／幅約 40 ×厚み約 0.6 ×奥行約 86mm

　　　　　挿入部分／長さ 22cm、電源コード／長さ約 494cm

 商品コード      商品名

 SPLT-ZG-L-SL-PROJ-AC-WP-W-SNOW    防雨型 白色 LED スノーフレークプロジェクター

リモコン 点灯イメージセット内容 概観

▼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。

RGB スノーフレーク

RGB レーザー、4W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA 対応 )
DMX 制御、ILDA 制御のほか、サウンドアクティブ、付属 SD カード収録プログラム ( アニメーション ) の再生、組み込み内蔵パターン再生が可能なアニメーショ

ンレーザーライトです。

■入力電圧：AC100V（50/60Hz）　■消費電力：赤 1W ／緑 1W ／青 2W　■ LED 色：RGB　■重量： 13.83kg( 本体のみ 7.78kg)　■波長：405-685nm

■サイズ：本体／幅約 211mm ×高さ約 170mm ×奥行約 280mm、電源コード／長さ約 125cm

 商品コード      商品名

 SPLT-ZGBK-D-LASER-AC-DX-4W-RGB    RGB レーザー、4W(DMX、サウンドアクティブ、ILDA 対応 )

セット内容 アップ 概観

点灯イメージ 使用イメージ 1 使用イメージ 2 使用イメージ 3
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LED PAR ライト

DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト )、丸型 19cm、AC100V、
RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 25 度・45 度
室外でも使用可能な防雨型の DMX 対応 LED PAR ライトです。本体にプリセットのプログラムも内蔵されています。（点滅・フェード色変化・段階的色変化・ストロボなど）

■入力電圧：AC100V　■消費電力：145W　■カラー：RGBW(4in1)　■コード色：ブラック　■ LED 数：18　■照射角度：25 度、45 度

■連結：DMX 信号ケーブルの連結は可能（電源は不可）　■サイズ／高さ 193 ×幅 187 ×奥行 192mm（ステー含まず）　■保護等級：IP65

■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側／ OUT 側 各 1 本

 商品コード    　　商品名

 SPLT-ZGS-L-PAR-AC-DX-145W-18-RGBW-An25 　　DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト )、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 25 度

背面概観点灯イメージ

LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、RGB、DC24V、18W
■入力電圧：DC24V　■消費電力：18W　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED 数：6　■照射角度：30 度　■光束：R=105lm、G=255lm、B=33lm

■サイズ：高さ 198 ×幅 145 ×奥行 145mm（ステー含む）　■保護等級：IP65

※ DC24V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P38,P40 参照）

 商品コード     商品名

 SPLT-SX-L-WW-D24-SD-RND-18W-6-RGB3  LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、RGB、DC24V、18W

背面概観点灯イメージ

LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、DC24V、12W
■入力電圧：DC24V　■消費電力：12W　■カラー：電球色（イエローゴールド）、ホワイト　■ LED 数：6　■照射角度：30 度　

■サイズ：高さ 198 ×幅 145 ×奥行 145mm（ステー含む）　■保護等級：IP65

※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード     商品名

 SPLT-SX-L-WW-D24-SD-RND-12W-6-C  LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、電球色 ( イエローゴールド )、DC24V、12W

背面概観点灯イメージ（電球色）

 SPLT-SX-L-WW-D24-SD-RND-12W-6-W  LED ウオールウオッシャー（PAR ライト）、6 灯、ホワイト、DC24V、12W

点灯イメージ（ホワイト）

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。

▼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。

丸形、145W

 SPLT-ZGS-L-PAR-AC-DX-145W-18-RGBW-An45 　　DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト )、丸型 19cm、AC100V、RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65、レンズ角 45 度
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COB 型 LED ウオールウオッシャー
RGB で色変化が可能な広角の投光器です。DMX512 信号に対応しています。

60W
■消費電力：50W

■ LED：R/G/B

■ LED 数：1(COB)

■サイズ：高さ 235 ×幅 286 ×奥行 150mm
　　　　（ステー含まず）
■重量：3kg

30W
■消費電力：21W

■ LED：R/G/B

■ LED 数：1(COB)

■サイズ：高さ 185 ×幅 225 ×奥行 120mm
　　　　（ステー含まず）
■重量：2kg

120W
■消費電力：102W

■ LED：R/G/B

■ LED 数：2(COB)

■サイズ：高さ 360 ×幅 287 ×奥行 100mm
　　　　（ステー含まず）
■重量：5.8kg

200W
■消費電力：144W

■ LED：R/G/B

■ LED 数：4(COB)

■サイズ：高さ 325 ×幅 453 ×奥行 190mm
　　　　（ステー含まず）
■重量：9.2kg

DMX 対応 COB 型 RGB
LED ウオールウオッシャー R2、
矩形、黒筐体、AC100V
＜各種共通＞　■入力電圧：AC100V　■カラー：RGB

■連結：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可）　■保護等級：IP65

■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側／ OUT 側 各 1 本

※ DMX アドレスの設定、または簡易制御のためには

　アドレスセッターが必要です（別売）

点灯イメージ

 商品コード     商品名

 SPLT-ZG-L-WW-AC-DX-COB-R2-RCT-60W-1-bRGB　　　　　　 DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、1 灯、60W

 SPLT-ZG-L-WW-AC-DX-COB-R2-RCT-120W-2-bRGB　　　　　   DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、2 灯、120W

 SPLT-ZG-L-WW-AC-DX-COB-R2-RCT-200W-4-bRGB　　　　　   DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、4 灯、200W

専用部品
 商品コード     商品名

 SPLT-ZG-P-WW-AC-DX-COB-R2-CODER  DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 専用 アドレスセッター (R2.1 使用不可 )

アドレスセッター

参考（配光図）

（30W ホワイト） （60W ホワイト）

▼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。

30W 60W 120W 200W

 SPLT-ZG-P-WW-AC-DX-COB-R2-CABLE-EX-L5m  DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 用延長ケーブル 5m

 SPLT-ZG-P-WW-AC-DX-COB-R2-CABLE-EX-L10m  DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 用延長ケーブル 10m

延長ケーブル 5m

延長ケーブル 10m

延長ケーブル 1m

延長ケーブル 2m

 SPLT-ZG-P-WW-AC-DX-COB-R2-CABLE-EX-L1m  DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 用延長ケーブル 1m

 SPLT-ZG-P-WW-AC-DX-COB-R2-CABLE-EX-L2m  DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2 用延長ケーブル 2m

 SPLT-ZG-L-WW-AC-DX-COB-R2-RCT-30W-1-bRGB　　　　　　 DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウオッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、1 灯、30W

※ 30W、60W、200W はプログラムのスタンドアローン再生が可能な R2.1 モデルもあります。
　（プログラム選択にはアドレスセッターが必要です）
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LED 投光器

LED 投光器、矩形、スリム筐体 ( 黒 )、50W
■入力電圧：AC100V　■消費電力：50W

■サイズ：高さ 285 ×幅 240 ×奥行 55mm（ステー含まず）

■重量：2.2kg　■ LED 色：電球色、ホワイト　■ LED 数：1

■色温度：電球色 3200K、白 6500K　

■明るさ：電球色 4250lm、白 4420lm

■照射角度：120 度　■筐体色：ブラック　■保護等級：IP65

 商品コード    　　カラー

 SPLT-SX-L-FD-AC-SD-RCT-SL-50W-1-bC 　　電球色

 SPLT-SX-L-FD-AC-SD-RCT-SL-50W-1-bW 　　ホワイト

概観 背面

電球色 ホワイト

LED 投光器、矩形、スリム筐体 ( 黒 )、100W
■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W

■サイズ：高さ 336 ×幅 293 ×奥行 82mm（ステー含まず）

■重量：4kg　■ LED 色：電球色、ホワイト　■ LED 数：2

■色温度：電球色 3200K、白 6500K　

■明るさ：電球色 8360lm、白 8690lm

■照射角度：120 度　■筐体色：ブラック　■保護等級：IP65

 商品コード    　　カラー

 SPLT-SX-L-FD-AC-SD-RCT-SL-100W-2-bC 　　電球色

 SPLT-SX-L-FD-AC-SD-RCT-SL-100W-2-bW 　　ホワイト

概観 背面

電球色 ホワイト

▼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。

看板灯

イベント会場の照明、看板灯、樹木のライトアップなどの用途にオールマイティに使えます。
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LED ウオールウオッシャー、LED ガーデンライト

LED ウオールウオッシャー、DC24V、RGB(3ch)、18 灯、照射角 12 度
壁面のライトアップに最適な、細長い形状の LED ウォールウォッシャーです。

＜各サイズ共通＞

■入力電圧：DC24V　■カラー：R ＋ G ＋ B　■照射角度：12 度　■保護等級：IP65

50cm　■消費電力：23W　■サイズ：高さ 52 ×幅 556 ×奥行 54mm

100cm　■消費電力：45W　■サイズ：高さ 52 ×幅 1046 ×奥行 54mm

※ DC24V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P38,P40 参照）

 商品コード      サイズ

 SPLT-SX-L-WW-D24-SD-BAR-23W-L500-18-RGB3-An12  50cm

 SPLT-SX-L-WW-D24-SD-BAR-45W-L1000-36-RGB3-An12  100cm

50cm

100cm

LED ガーデンライト（スパイク付）、6 灯、RGB、DC24V、12W
DC24V 仕様の RGB フルカラー LED ガーデンライトです。地面に挿して設置できるので、庭園のライトアップなどに最適です。

■入力電圧：DC24V　■消費電力：12W　■カラー：RGB（1670 万色）　■ LED 数：6　■サイズ：高さ 492 ×幅 140 ×奥行 75mm　■重量：1.3kg

※ DC24V 電源、RGB3ch コントローラは別売です。（P38,P40 参照）

概観 背面 点灯イメージ 点灯時（正面）

点灯イメージ

 商品コード     サイズ

 SPLT-SX-L-GD-D24-SD-RND-12W-6-RGB3  LED ガーデンライト（スパイク付）、6 灯、RGB、DC24V、12W

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。

▼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。

長型 50cm 長型 100cm
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ブラックライト

UV PAR ライト、DMX 対応、丸型 20cm、AC100V、COB 型 LED 100W × 1 灯
■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■ LED：COB 型 100W　■ PWM 調光周波数：1500Hz　■操作信号：DMX512　■チャンネルモード：1ch/3ch

■モード：スタンドアロンモード、マスター / スレーブモード　■エフェクト：フェード、ストロボ　■照射角度：60 度　■保護等級／ IP65　

■サイズ／幅 200 ×高さ 200 ×奥行 190mm（ステー含まず）　重量：4.5kg（ステー・電源コード含む）

 商品コード     商品名

 SPLT-ZGS-L-PAR-AC-DX-100W-1-Uv   UV PAR ライト、DMX 対応、丸型 20cm、AC100V、COB 型 LED 100W × 1 灯

概観 背面 点灯イメージ（正面）点灯イメージ

UV 広角投光器、矩形、AC100V、COB 型 LED 50W × 1 灯
■入力電圧：AC100V　■消費電力：50W　■カラー：紫（UV)　■ LED 数：1（COB）　

■サイズ：幅 285 ×高さ 232 ×奥行 150mm（ステー含まず）　重量：3kg（ステー・電源コード含む）

 商品コード     商品名

 SPLT-ZG-L-WW-AC-SD-COB-RCT-50W-1-Uv  UV 広角投光器、矩形、AC100V、COB 型 LED 50W × 1 灯

概観 背面 点灯イメージ（正面）点灯イメージ

UV 広角投光器、矩形、AC100V、COB 型 LED 100W（50W × 2 灯）
■入力電圧：AC100V　■消費電力：100W　■カラー：紫（UV)　■ LED 数：2（COB）　

■サイズ／幅 285 ×高さ 360 ×奥行 105mm（ステー含まず）　重量：5.7kg

 商品コード     商品名

 SPLT-ZG-L-WW-AC-SD-COB-RCT-100W-2-Uv  UV 広角投光器、矩形、AC100V、COB 型 LED 100W（50W × 2 灯）

概観 背面 点灯イメージ（正面）点灯イメージ

▼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。

PAR ライト

（UV PAR ライト／投光器／スポットライト）

UV スポットライト、DC12V、1W × 3 灯 (3W)、直径 50mm、黒筐体、390-410nm
■入力電圧：DC12V　■消費電力：9W　■カラー：紫（UV)　■ LED 数：3　■照射角：20°、40°　■筐体色：黒　

■サイズ：直径 50 ×奥行 97mm　■保護等級：IP65　　※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

点灯イメージ（照射角 40°） 使用イメージ（照射角 40°）概観 アップ

 商品コード     商品名

 SPLT-CB-L-SPO-D12-SD-3W-3-bUv400-An ××  UV スポットライト、DC12V、1W ｘ 3 灯 (3W)、直径 50mm、黒筐体、390-410nm、照射角××度
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イルミネーション取り付け部品
イルミネーションの飾り付けにあると便利な電源延長ケーブル、分岐ケーブル等の部品類です。

電源部  延長・分岐ケーブル
100V・防滴タイプで、屋外で使用可能です。

＜各種共通＞　■入力電圧：AC100V　■コード色：ブラック

■入力電流：15A　■定格電力容量：1500W

防滴タイプ延長電源ケーブル
メス側のコンセントにはキャップも付いているので、

未使用時も安心です。

10m 20m

5m  商品コード  　　 長さ

 SPLT-ZG-P-ACCABLE-EX-L5m　　5m

 SPLT-ZG-P-ACCABLE-EX-L10m　 10m

 SPLT-ZG-P-ACCABLE-EX-L20m　  20m

3 分岐電源コード2 分岐電源コード

防滴タイプ電源分岐ケーブル 
2 分岐　■長さ：リード側 65cm、エンド側 25cm

3 分岐　■長さ：リード側 30cm、エンド側 30cm

6 分岐　■長さ：リード側 20cm、エンド側 10cm、20cm

 商品コード   商品名

 SPLT-EL-P-ACCABLE-BR2  防滴タイプ 2 分岐コード

 SPLT-EL-P-ACCABLE-BR3  防滴タイプ 3 分岐コード

 SPLT-EL-P-ACCABLE-BR6  防滴タイプ 6 分岐コード

6 分岐電源コード

イルミネーション連結部 延長ケーブル・連結部分岐ケーブル
＜使用可能な商品＞
  プロフェッショナル（V3・V4 シリーズ）／レギュラーシリーズ

・ストリング（ストレート）ライト　＜常点／トゥインクル／カラーチェンジ＞

・アイシクル（つらら）ライト　＜常点／トゥインクル／カラーチェンジ＞

・ネットライト　＜常点／トゥインクル／カラーチェンジ＞

・縦横連結可能カーテンライト　　　・バロック調モチーフライト　など

※点滅コントローラ付の商品やプロフェッショナル（V2）シリーズの商品には使用できません。

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。

※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

＜各種共通＞　

■プロフェッショナルシリーズ（V3・V4 シリーズ）のイルミネーション本体と

同じ IP67 仕様です。　■コード色：ブラック

連結部延長ケーブル
■長さ：100cm ／ 300cm

 商品コード    長さ

 SPLT-ZG-P-PRRG-CABLE-EX-L1m  100cm

 SPLT-ZG-P-PRRG-CABLE-EX-L3m  300cm

連結部分岐ケーブル
3 分岐 ■コネクタを含む全長：約 53cm
 ■分岐元ケーブル長：約 11cm

 ■分岐先ケーブル長：約 29cm

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-P-PRRG-CABLE-BR3  連結部 3 分岐ケーブル

連結部 3 分岐ケーブル

防滴タイプ 3 分岐点滅コントローラ、1.3A × 3 出力、メモリ機能付き、AC ソケットケーブル一体型
3 系統出力の防滴タイプ点滅コントローラです。3 つあるそれぞれの出力を同期して順番に点滅させたり、同時にフェードさせたりできます。

（LED イルミネーションの場合、フェードが滑らかに出ない場合があります。）

各出力は 1.3A（アンペア）まで、合計で 4A（アンペア）までのイルミネーションを接続できます。

屋外で使用可能です。メモリ機能付きのコントローラを搭載しているので、電源断の後、再点灯しても以前の点滅の仕方になります。

※本品は 100V 仕様の常時点灯イルミネーション専用コントローラです。

　AC100V コンセントに繋いで点灯するイルミネーションでも、

　他の電圧に変圧して点灯させるタイプのイルミネーションは正常に制御することができません。

■入力電圧：AC100V 50/60Hz　■出力電圧：100V　■出力電流：1 系統最大 1.3A × 3

■サイズ：コントローラ本体 /88 × 50 × 28mm

 AC プラグ付ケーブル（入力）/ 約 110cm、AC ソケット付ケーブル（出力）/ 約 40cm × 3 本

 商品コード 　　　SPLT-ZG-P-CTRL-AC-F3-BR3-4A-ITG

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。
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LED キャップ（アタッチメント）
LED 球に取り付けて使うキャップです。

LED イルミネーション用 EVA ボール
EVA 樹脂のボールです。取り付け口はないので、お使いになる灯体の

大きさに応じて穴を開けてから取り付けてください。　■色：クリア

 商品コード  　　　   商品名

 SPLT-ZG-P-EVA-BALL-G40 　　　　LED イルミネーション用 EVA ボール、φ 40mm

 SPLT-ZG-P-EVA-BALL-G80 　　　　LED イルミネーション用 EVA ボール、φ 80mm

LED キャップ、ローズ
取り付けの際はホットボンド等で固定する必要があります。

■色：クリア

50mm 60mm

50mm
LED：電球色使用

60mm
LED：電球色使用

 商品コード   サイズ

 SPLT-EL-P-LEDCAP-ROSE-G50-c 50mm（幅：最大約 50mm、高さ：約 35mm）

 SPLT-EL-P-LEDCAP-ROSE-G60-c 60mm（幅：最大約 65mm、高さ：約 40mm）

フラワー

スター

スノー

ミニフラワー

ハート

さくら

LED キャップ、その他
 商品コード   　  種類   サイズ

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-FLOWER-Mw-50PC 　　フラワー、50 個セット  51mm × 51mm

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-SNOW-Mw-50PC 　　スノー、50 個セット  47mm × 40mm

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-HEART-Mw-100PC 　　ハート、100 個セット  30mm × 26mm

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-STAR-Mw-100PC 　　スター、100 個セット  34mm × 31mm

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-FLOWER-MINI-Lpi-100PC 　　ミニフラワー、ライトピンク、100 個セット 32mm × 32mm

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-SAKURA-Mw-100PC 　　さくら、100 個セット  45mm × 45mm

LED キャップ対応表
＜対象のイルミネーション＞

・ストリング（ストレート）ライト ・アイシクル（つらら）ライト

・縦横連結可能カーテンライト ・ストリーム（流れ点滅）ライト
※ネットライト・ウォーターフォール（ナイアガラ）・バロック調ライト・モチーフライ

　ト等にはアタッチメントの取り付けはできません。

＜凡例＞

　　〇　　 ・・・ 取り付け可能です。

　　△　　 ・・・ ゆるみが出てしっかりと固定できない場合があります。

　　▼　　 ・・・ かなりタイトな為、奥までしっかりと固定できない場合が

あります。

　要固定　 ・・・ ホットボンド等で固定する必要があります。

　要固定▼・・・ 取付用パッドを外した上で、ホットボンド等で固定する必

要があります。

　　×　　 ・・・ 取り付けられません。

LED アタッチメント（LED キャップ）対応表

LED アタッチメント

商品名（型番）

イルミネーション本体
プロ仕様 V4

（ プ ロ フ ェ ッ

ショナル V4）

の対象商品

プロ仕様 V3

（ プ ロ フ ェ ッ

ショナル V3）

の対象商品

レギュラー

仕様の

対象商品

乾電池式 50 球

ストリング

乾電池式 10 球

ストリング

ローズ、50mm（SPLT-EL-P-LEDCAP-ROSE-G50-c） 要固定▼ 要固定 要固定 要固定 要固定

ローズ、60mm（SPLT-EL-P-LEDCAP-ROSE-G60-c） 要固定▼ 要固定 要固定 要固定 要固定

フラワー（SPLT-ZG-P-LEDCAP-FLOWER-Mw-50PC） 〇 〇 〇 〇 〇

スノー（SPLT-ZG-P-LEDCAP-SNOW-Mw-50PC） 〇 〇 〇 〇 〇

ハート（SPLT-ZG-P-LEDCAP-HEART-Mw-100PC） ▼ 〇 〇 〇 〇

スター（SPLT-ZG-P-LEDCAP-SNOW-Mw-50PC） ▼ 〇 〇 〇 〇

ミニフラワー、ライトピンク

（SPLT-ZG-P-LEDCAP-FLOWER-MINI-Lpi-100PC） ▼ ▼ 〇 〇 〇

さくら（SPLT-ZG-P-LEDCAP-SAKURA-Mw） 〇 〇 〇 〇 〇

ボール型、6.0mm、透明

（SPLT-ZG-P-LEDCAP-BALL-Gi60e185-T-100PC） × △ 要固定 要固定 要固定

ボール型、6.0mm、白

（SPLT-ZG-P-LEDCAP-BALL-Gi60e185-W-100PC） × △ 要固定 要固定 要固定

LED キャップ、ボール型
LED 取付口の内径は 6.0mm、外径は 18.5mm です。

■ 1 セット：100 個入り

 商品コード   商品名

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-BALL-Gi60e185-T-100PC LED キャップ、ボール型、内径 6.0mm、外径 18.5mm、透明 ( クリア )、100 個セット

 SPLT-ZG-P-LEDCAP-BALL-Gi60e185-W-100PC LED キャップ、ボール型、内径 6.0mm、外径 18.5mm、白、100 個セット

クリア ホワイト

Φ 40mm Φ 80mm

Φ 40mm
使用イメージ

Φ 80mm
使用イメージ

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。

▼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。

キャップ、ローズ キャップ、さくら
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使用例、納入実績
当社の商品を使用していただいている現場やイベントの一部です。QR コードを読み込むと動画や写真をご覧いただけます。

＊印で主に使用されている当社の商品をご紹介しています。

【江の島　湘南の宝石～江の島を彩る光と色の祭典～】
関東三大イルミネーションに認定された日本有数のイルミネーションです。

江の島シーキャンドルを中心に江の島島内各所がイルミネーションに彩られます。

＊特注つらら、ストリング（常点・トゥインクル）、スノーフォール、モジュール

【Google	Pixel	presents	表参道イルミネーション 2018】

表参道のけやき並木 150 本に温かみのあるシャンパンゴールドの LED 約 90 万球を装飾

しました。

＊常点ストリング（特注色）、Light-O-Rama（制御装置）

【日本庭園	由志園　サマーイルミネーション2018】
竹取物語をテーマに 1 万坪の広大な日本庭園が七色の光
でライトアップされます。美しい自然と最先端技術のコ
ラボレーションを楽しむことができます。
＊ピクセルストリング、　ストリング、水中ライト、
　ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【日本庭園	由志園　黄金の島ジパング
		七色に光り輝く庭園	- カラフル GARDEN-】
120 万球の光の世界。7 つの演出で彩る最新の和のイルミ

ネーションです。

＊特注ストリング、ピクセルストリング、Light-O-Rama（制御装置）

【マザー牧場
		イルミネーション 2018-2019	光の花園】
大幅なリニューアルを実施し生まれ変わりました。標高

300m から絶景とともにイルミネーションを楽しめます。

＊ストリング、ネットライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【あしかがフラワーパーク　光の花の庭
		フラワーファンタジー 2018】

「イルミネーションアワード」3 年連続全国第 1 位のイル

ミネーションです。

＊ストリング、ロープライト、LED ウオールウオッシャー、

　Light-O-Rama（制御装置）

【樫山工業株式会社　雪の女王～氷のお城～】
6 年ぶりにプリンセスシリーズを実施。

高さ 11m のお城の前で雪の女王や動物たちが幻想的な世

界を演出しています。

＊ストリング、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【モレラ東戸塚
		HIGASHI-TOTSUKA	Music	Light
		～音楽と光と映像のコラボレーション～】
都心からのアクセスがよく気軽に足を運べます。

＊ストリング、つらら、ストリーム、モチーフライト、

　Light-O-Rama（制御装置）
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【茨城県フラワーパーク　WINTER	ROSE	MOUNTAIN】
テーマは「バラの妖精が魔法をかける、光と音のファンタジー」。

エリアを拡大し、よりスケールアップしたイルミネーションとなりました。

＊ストリング、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【東京ドイツ村　ウインターイルミネーション 2018-2019
		ドイツ村の奇跡	The	Power	of	Smile】
会場を巡るだけで元気が湧くようなイルミネーションとなっています。

＊ストリング、ネットライト、モチーフライト、ロープライト、Light-O-Rama（制御装置）

【山中湖	花の都公園
		2018	イルミネーションファンタジウム～冬の煌めき～】
富士山とイルミネーションのコラボレーションを楽しむ

ことができます。

＊ストリング、ネットライト、カーテンライト、ロープライト

【いくとぴあ食花
		GROWING	ILLUMINATION	2018	SUMMER】
フジの花をイメージしたイルミネーションや、光と音の

ショーを実施しています。

＊ストリング、つらら、Light-O-Rama（制御装置）

【いくとぴあ食花
		GROWING	ILLUMINATION	2018	WINTER	～Light	Forest～】
いくとぴあ食花の大型庭園「キラキラガーデン」を舞

台に行われる冬のイルミネーションです。

＊ストリング、スノーフォール、モチーフライト

【かまくら長谷の灯り】
テーマはつながり ’" つながり＝輪 "

長谷・極楽寺エリアの 8 名所が夜間一斉ライトアップ。

鎌倉の美しい文化と自然を感じる「灯かり」の世界です。

＊キャンドルライト、投光器、乾電池式ストリング

【国営昭和記念公園
		Winter	Vista	Illumination	2018】
約 15,000 個のグラスが輝く巨大なシャンパングラスツ

リーや、イチョウ並木のライトアップ等が見所です。

＊ストリング、ロープライト、投光器

【横浜駅西口
		Beautiful	moment	-ハートに灯す冬の想い-】
港町・横浜ならではの西洋風の香りをイメージしたモチー

フのイルミネーションで彩られました。

＊ストリング、モチーフライト、Light-O-Rama（制御装置）

使用例、納入実績
当社の商品を使用していただいている現場やイベントの一部です。QR コードを読み込むと動画や写真をご覧いただけます。

＊印で主に使用されている当社の商品をご紹介しています。
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本カタログ掲載商品は商品の性能の向上や改良により、仕様やデザイン、型番等が
予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご確認ください

ご使用上の注意とお願い
■商品が届きましたら、はじめに中身をご確認ください。

■取り付ける前に、正常に点灯するかをご確認ください。

■飾り付けに伴う電気工事を行う場合は、有資格者にお任せください。

■電源接続の際は、電気容量、最大連結数等をご確認の上、接続・取り付けを行ってください。

■商品は仮設用器具にあたりますので常設はご遠慮ください。

■屋外使用と記載されている商品は防滴構造ですが、必ず商品の連結部分や末端部分に防水処理を施してください。

■商品は乱暴に扱わないでください。断線し、隙間からの浸水で故障する可能性があります。

■取り付けの際は、商品を無理に引っ張ったり、留め具や針金をきつく締めすぎないでください。

■漏電の原因になりますので、フレームやフェンス等金属への直接設置や、地面への設置の際は、

　絶縁処理を行ってください。

■吊り下げて使用する場合は、被覆付きワイヤー等を使用し、本体に無理な負荷がかからないようにしてください。

■電源箇所やコードをきつく曲げたり、束ねたままで使用しないでください。

■保証期間を過ぎたものはご使用にならないでください。

ご購入に関しまして
＜運送費＞

■運送費は通常発送の場合、発送地域やご購入商品により、当社規定の運送費を申し受けます。

　お買い上げ金額に応じて、送料が無料になります。

■航空便や時間指定便をご指定の場合、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

＜納期＞

■ご注文の際は、大量少量に関わらず、あらかじめ在庫確認をお願いいたします。

■ご注文の時期によって、入荷待ち等でお届けが遅くなったり、欠品となる場合がございますのでご了承ください。

＜返品・交換について＞

■全ての商品の発送について、細心の注意を払っておりますが万が一、ご注文と違う商品や破損した商品が届いた

　場合には、商品到着後 1 週間以内にご連絡ください。

　当社の責による誤配、破損と確認でき次第、正しい（または新しい）商品と無料で交換させていただきます。

　商品が欠品の場合には返金となります。

■商品の保証期間は、商品ごとの保証期間とし、商品の交換のみとさせていただきます。

　取り替えにかかる諸経費は保証いたしかねます。

■下記に該当する場合は、保証期間内でも、返品の受付ができませんのでご注意ください。

　・人為的損傷による場合。（お客様自身、取付業者を含みます）

　・商品の加工、改造が見受けられる場合。

　・自然災害、悪戯、事故等による故障の場合。

　・定期点検、メンテナンス不足による場合。

　・商品に適合しない電圧でのご使用の場合。

　・沿岸部や極端に湿度の高い環境、有害ガスの発生する環境でのご使用の場合。

　・箱や袋から商品を出し、元の状態に戻せない場合。箱や袋を紛失した場合。

スパークリングライツ株式会社　http://www.xmas-deco-lights.com
〒 194-0038　東京都町田市根岸 1-13-20　TEL 042-794-4605　FAX 042-794-4606
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