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 商品コード    　　　　 コード色

 SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25-G  　　　   ダークグリーン

 SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25-W  　　　   ホワイト

 商品コード   　　　　　　　　　カラー

 SPLT-ZG-LED-G40E12-1-B 　　　　　　　　ブルー（青）
 SPLT-ZG-LED-G40E12-1-G 　　　　　　　　グリーン（緑）
 SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Pi 　　　　　　　　ピンク
 SPLT-ZG-LED-G40E12-1-R 　　　　　　　　レッド
 SPLT-ZG-LED-G40E12-1-W 　　　　　　　　ホワイト（白）
 SPLT-ZG-LED-G40E12-1-Y 　　　　　　　　イエロー（黄）

LED 電球・コード（E12・E17 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-LED-C7E12-25-B  ブルー（青）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-C  電球色（ゴールド）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-G  グリーン（緑）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-M  5 色マルチ（赤、緑、青、黄、紫）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-Pu パープル（紫）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-R  レッド（赤）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-W ホワイト（白）
 SPLT-ZG-LED-C7E12-25-Y  イエロー（黄）
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ダークグリーン ホワイトE12 ソケット付コード、25 球ソケット（電球別売）
E12 型ソケットが 25 個付いたコードです。

LED・電球どちらも使用可能です。500W（5A）まで連結可能です。

■入力電圧：AC100V　■長さ：電飾部分約 5m、電源コード 1.5m

■ピッチ：200mm　■コード色：ダークグリーン／ホワイト　■防滴仕様

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、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

※ AC100V 仕様の E12 ソケット付コードを使用する場合は、先バラ加工と

　 別途 DC 電源が必要です。（P42 参照）

 商品コード     　　　　カラー

 SPLT-ZG-LED-E12G50-D12V-1W-1-C2700K 　　　   電球色

概観 点灯時

 商品コード  　　SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G 

E17 ソケット付コード、25 球ソケット（電球別売）
E17 型ソケットが 25 個付いた、イルミネーション用のソケット付コードです。

LED・電球どちらも使用可能です。

■入力電圧：AC100V　■長さ：電飾部分約 5m、電源コード 1.5m

■ピッチ：300mm　■コード色：ダークグリーン　■防滴仕様

概観
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フィラメント型 LED 電球、E26、G45 型、2W、1 球
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　■サイズ：直径 45mm

 商品コード    　　　　　　　カラー   調光

 SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-B 　　　　　　    ブルー（青）  〇
 SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C2200K 　　　　　　 電球色 (2200K)  〇

 SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-C3000K 　　　　　　 電球色 (3000K)  〇
 SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1-W6000K 　　　　　　 ホワイト (6000K)  〇

 SPLT-ZG-LED-E26G45-NDM-2W-1-C3000K 　　　　　　 電球色 (3000K)  ×

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

LED 電球・コード（E26 ソケット用）

A60 型
■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：直径約 60.5mm、高さ 約 82mm( ソケット除く )

ST64 型
■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：直径約 63.5mm、高さ 約 111mm( ソケット除く )

E26 ソケット付ケーブル (CS)、1.25sq x 2、
10 ソケット、黒コード、パワーコード別
E26 ソケットが 10 個付いた、コードです。

■入力電圧：AC100V　■長さ：約 10m ／ 5m　■コード色：ブラック

■ピッチ：1m ／ 500mm　　※点灯には別売りのパワーコードが必要です。

 商品コード    　　　　　　　消費電力

 SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-4W-1-cC2700K 　　　　　　 4W

 商品コード    　　　　　　　消費電力

 SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-4W-1-cC2700K 　　　　　　 4W

 商品コード   　　　　　　　　　　　　　　　ピッチ

 SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10-P1m-WOP-B　　　　　　 1m
 SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10-P500-WOP-B　　　　　　 500mm

LED クリア電球 (CS)、E26、
電球色 (2700K)、1 球
■入力電圧：AC100V　■球数：1　■ LED 色：電球色（2700K）

ST58 型
■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：直径約 58.59mm、高さ 約 103mm( ソケット除く )

 SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC-6W-1-cC2700K 　　　　　　 6W

S14 型
■消費電力：2W・4W/ 球

■サイズ：直径約 44.20mm、高さ約 59mm( ソケット除く )

 SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC-6W-1-cC2700K 　　　　　　 6W

G125 型・D125 型
■消費電力：4W・6W/ 球

■サイズ：G125 型　直径約 115.54mm

　　　　　D125 型　直径約 109.14mm

 商品コード    　　　　　　　消費電力

 SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-4W-1-cC2700K 　　　　　　 4W
 SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC-6W-1-cC2700K 　　　　　　 6W

 商品コード    　　　　　　　消費電力

 SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-2W-1-cC2700K 　　　　　　 2W
 SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC-4W-1-cC2700K 　　　　　　 4W

 商品コード    

 SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC- ×× W-1-cC2700K 　　　　　　 G125 型

  　  ( 消費電力 )

 SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC- ×× W-1-cC2700K 　　　　　　 D125 型

        ( 消費電力 )

E26 ソケット付ケーブル (CS) 用 
AC プラグ付パワーコード 2m
■入力電圧：AC100V　■長さ：約 2m　■コード色：ブラック

 商品コード 　　　　　　SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-PWR-ACPLUG-2m

消灯時 6W・点灯時4W・点灯時

6W・点灯時4W・点灯時

4W・点灯時消灯時 6W・点灯時

4W・点灯時消灯時 2W・点灯時

G125 型 D125 型

ピッチ 1m ピッチ 500mm 取付イメージ

消灯時


