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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。

先端側は、先バラ 2 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

※樹脂充填なし中空タイプです。

＜ 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

防水型 LED テープライト（正面発光）

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 は別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。（P44 参照）

 商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カラー・商品名

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-RGB3 　　　　　　　　 RGB

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-B 　　　　　　　　 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-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-C 　　　　　　　　  電球色

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-G 　　　　　　　　  グリーン（緑）

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pi 　　　　　　　　   ピンク

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Pu 　　　　　　　　  パープル（紫）

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-R 　　　　　　　　  レッド（赤）

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-W 　　　　　　　　 ホワイト（白）

 SPLT-ELL-LED-TP5050-R3-60W-ODS-Y 　　　　　　　　 イエロー（黄）

 SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM 　　   エンドキャップ

 SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC　  マウントクリップ、平置タイプ、幅 12mm、15 個セット

 SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-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-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-B  　　　ブルー（青）

 SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-C  　　　電球色  

 SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pi  　　　ピンク  

 SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Pu  　　　パープル（紫）

 SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-R  　　　レッド（赤）

 SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-Y  　　　イエロー（黄）

 SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM 　　　エンドキャップ

 SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC　  マウントクリップ、平置タイプ、幅 10mm、15 個セット

 SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-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-LED-TPP-END-W12MM-2HOLE 　　　    エンドキャップ、2 芯用穴あき

 SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM-4HOLE 　　    エンドキャップ、4 芯用穴あき

 SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM-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-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-W  　　　ホワイト（白）

 SPLT-ELL-LED-TP3528-R3-60W-ODS-G  　　　グリーン（緑）

RGB
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 商品コード    　　　カラー

 SPLT-ELL-LED-TP020-60-B  　　　ブルー（青）

 SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-C  　　　電球色

防水型 LED テープライト（側面発光）

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。

末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。（P42,P44 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

※先端側は先バラ 4 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。

※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。

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-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB  　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-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB 　 　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。（P42 参照）

※樹脂充填なし中空タイプです。

※先端側は先バラ 2 芯電線、末端側はエンドキャップ処理です。

※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）

 SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-G  　　　グリーン（緑）

 SPLT-ELL-LED-TP020-60-R  　　　レッド（赤）

 SPLT-ELL-LED-TP3014-60W-OD-W  　　　ホワイト（白）

 SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y  　　　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


