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

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。

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 の調光には別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。
（P42,P44 参照）
＜各色共通＞

■入力電圧：DC12V

■照射角度：120 度

RGB

単色

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：70W/50 モジュール ■球数：200

■長さ：7.2m

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 40 ×横 40 ×奥行 10mm
■連結：1 セット (50 モジュール、7.2m) まで可能

■コード：4 芯電線

単色
■消費電力：42W/30 モジュール ■球数：120

■長さ：3.6m

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

商品コード			

カラー		

RGB(1670 万色 )		

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-B

ブルー（青）

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-C

電球色（4000K）		

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-G

グリーン（緑）

50lm（1 モジュールあたり）

レッド（赤）

35lm（1 モジュールあたり）

ホワイト（白）

65lm（1 モジュールあたり）

■コード・コード色：2 芯電線・白 ■連結：10 セット (300 モジュール、36m) まで SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-R
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-W

RGB

ブルー

全光束

SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB

電球色 (4000K)

グリーン

-

20lm（1 モジュールあたり）

レッド

-

ホワイト

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。
※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）
■入力電圧：DC12V

■消費電力：24W/30 モジュール ■球数：60

■長さ：3.6m

■ 1 モジュールあたりのサイズ：縦 47.8 ×横 15.9 ×奥行 8.18mm
■連結：10 セット (300 モジュール、36m) まで可能

■照射角度：120 度

■コード・コード色：2 芯電線・白

ブルー

電球色 (4000K)

商品コード			

カラー・モジュール数

全光束

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-B		

ブルー（青）・30

10lm（1 モジュールあたり）

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-C		

電球色（4000K）・30		

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-G		

グリーン（緑）・30

28lm（1 モジュールあたり）

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-R		

レッド（赤）・30

18lm（1 モジュールあたり）

SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-W

ホワイト（白）6500K・30

35lm（1 モジュールあたり）

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。（P42,P44 参照）
＜各サイズ共通＞ ■入力電圧：DC12V

■コード：4 芯電線

■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

30 モジュール

■球数：50

■連結：2 セット (100 モジュール、12m) まで可能

■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			

32

▼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。

4 灯・RGB モジュール

COB 型モジュール

球数

SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-RGB

1 球× 50 モジュール

SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-30-RGB

1 球× 30 モジュール

