LED ネット（網状）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）
玄関先やパーゴラの柱、枝の少ない樹木を簡単に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。

常時点灯

■消費電力：10W
■球数：180

黒コード

アンバー

ブルー

電球色（ピンクゴールド）

電球色（イエローゴールド）

グリーン

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

RGB

■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■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。
※ 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。
商品コード				

カラー

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BA		

アンバー（オレンジ）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BB		

ブルー（青）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BCP		

電球色（ピンクゴールド）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BCY		

電球色（イエローゴールド）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BG		

グリーン（緑）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLB		

アクアブルー（水色）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLG		

アクアグリーン（薄緑）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLPi		

ライトピンク（薄ピンク）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLPu		

ライトパープル（藤色）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BPi		

ピンク

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BPu		

パープル（紫）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BR		

レッド（赤）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BRGB		

RGB（1670 万色）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BW		

ホワイト（白）

常時点灯・カラーチェンジ
150cm

整流器

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

消灯時・束ねた状態

2m

消灯時・アップ

LED180 球

1m

カラーチェンジ

黒コード

電球色 ( イエローゴールド ) ／ホワイト

束ねた状態

2 色に変化するネットです。
■消費電力：12W
■球数：180

■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■連結：不可

■専用パワーコード付
球アップ

商品コード			

カラー

SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BCYW

電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト

SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BWB

ホワイト / ブルー

専用パワーコードの点灯パターン 8 種類（押しボタンで 選択可能）

ホワイト／ブルー

束ねた状態

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）

球アップ

※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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▼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

LED ネット（網状）ライト
常時点灯

シルバーコード

■消費電力：10W

■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■球数：180

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。

レッド

ブルー

電球色（ピンクゴールド）

電球色（イエローゴールド）

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

■シリーズ：プロフェッショナル V4 ／レギュラー
※ 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。
（＊印はレギュラーシリーズのみ）
商品コード			

カラー		

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TA

アンバー（オレンジ）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TB

ブルー（青）

〇

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TCP

電球色 ( ピンクゴールド )

〇

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TCY

電球色 ( イエローゴールド )

〇

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TG

グリーン（緑）

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TPi

ピンク

SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-TW

ホワイト（白）

〇

SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPi

ライトピンク（薄ピンク）＊

〇

SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TLPu

ライトパープル（藤色）＊

〇

SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180-TR

レッド（赤）＊

〇

トゥインクル

レギュラー

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

ライトピンク

ライトパープル

ホワイト

ブルー＋ホワイト点滅

電球色 ( イエローゴールド )
＋ホワイト点滅

1 球付属しています。
ランダムな点滅パターンです。
■消費電力：10W
■球数：180

■サイズ：高さ 1m ×幅 2m

■連結：推奨 1500 球以内（最大 1800 球まで）

■シリーズ：プロフェッショナル V4
※ 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。
商品コード			

カラー

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BBW

ブルー + ホワイト点滅

グリーン＋ホワイト点滅

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BCYW

電球色 ( イエローゴールド )+ ホワイト点滅

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BGW

グリーン + ホワイト点滅

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BLPiW

ライトピンク + ホワイト点滅

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-NET-180-BWW

ホワイト＋ホワイト点滅

ライトピンク
＋ホワイト点滅

ホワイト＋ホワイト点滅

AC 2 芯制御 RGB LED ネットライト ( 網状 )、プロ仕様 (V4)、
180 球、黒コード、専用コントローラ・リモコン付
AC100V 仕様の RGB ネットライトです。付属の専用コントローラ・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
■球数：180

■消費電力：1.5W（灯体：10W ／コントローラ：0.5W） ■カラー：RGB

■コード色：黒

■連結：推奨 720 球（最大 900 球まで） ■シリーズ：プロフェッショナル V4

■サイズ：灯体／高さ 1m ×幅 2m、コントローラ付電源コード長さ／約 150cm、リモコン／ 87 × 40 × 7mm

AC 2 芯制御 RGB 用 DMX コントロー

ラ基板 スタートアドレス設定可能
AC 2 芯制御の灯体を DMX512 信号で制御
するためのコントローラ基板です。
※ P13 参照

※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。
※パワーコードの詳細は 7 ページを参照してください。
＜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

SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-NET-180-BRGB

セット内容

RGB
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RGB・束ねた状態

▼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。

トゥインクル

AC 2 芯制御ネット

専用コントローラー・リモコン

