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LED ネオンフレックス AW09、AC100V、幅 9mm、長さ 30m
■入力電圧：AC100V　■消費電力：165W　■長さ：30m　■カット単位：500mm　■サイズ：幅 9 ×高さ 15mm　■パワーコード長さ：約 50cm

■コード色：ホワイト　■最小曲げ半径：40mm　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。

※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。

※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。（記載の型番・画像はドーム型）

 商品コード    　　　 カラー

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

 SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-B  　　　ブルー

 SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-C  　　　電球色

 SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-G  　　　グリーン

 SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pi  　　　ピンク

 SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Pu  　　　パープル

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

 SPLT-WG-NFX-AW09-x1-P-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

 SPLT-WG-NFX-AW09-D1-L30m-Y  　　　イエロー

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

 SPLT-WG-NFX-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

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

グリーン

AC100V 仕様、30m 巻の LED ネオンフレックス
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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 DW10、DC24V、幅 10mm、5m
■入力電圧：DC24V　■消費電力：44W　■長さ：5m　■カット単位：白・電球色 12.5cm ／その他の色 8.33cm

■サイズ：灯体部／ 幅 10 ×高さ 20mm、リード・エンド部／ 幅 24 ×高さ 25mm　■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル　■最小曲げ半径：40mm

■コード色：ブラック／ホワイト（※ 1）　■保護等級：IP68

※末端はエンドキャップ処理です。

※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。

※断面形状はフラット型、ドーム型の 2 種類から選べます。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。（P42 参照）

（※ 1）コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

消灯時アップ・フラット型

消灯時アップ・ドーム型

消灯時・ドーム型

カットマークエンド側接続部分 リード側（先バラ 2 芯電線）

 商品コード     　　 商品名

DW10 用取り付け部品（別売）
※コード色は、ブラック／ホワイト（指定はできません）

 SPLT-WG-NFX-xW10-x1-P-END 　　　　　　　　　　　　DW10 ／ RW10 ／ SW10-D1 ／ F1 用 エンドキャップ

 SPLT-WG-NFX-DW10-x1-P-CABLE-PWR-2W-STRT 　　DW10 用 電源入力ケーブル (2 芯先バラ )、ストレートタイプ

レッド
ドーム型

グリーン
ドーム型

ブルー
ドーム型

ホワイト（6000K）
ドーム型

アンバー（オレンジ）
フラット型

電球色（3000K）
フラット型

ピンク
フラット型

パープル
フラット型

イエロー
フラット型

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

 商品コード   　　　　　 　　カラー

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-A 　アンバー（オレンジ）

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-B  　ブルー

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-C3000K 　電球色（3000K）

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-G 　グリーン

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-Pi 　ピンク

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-Pu 　パープル

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-R  　レッド

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-Y  　イエロー

 SPLT-WG-NFX-DW10- × 1-24-L5m-W6000K 　ホワイト（6000K）

幅 10mm の単色 LED ネオンフレックス

×にはフラッド型の F または
ドーム型の D が入ります。
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LED ネオンフレックス DS08-F1、
DC24V、幅 8mm、5m
■入力電圧：DC24V　■消費電力：75W　■長さ：5m　■カット単位：38.5mm

■サイズ：灯体部／幅 8 ×高さ 12mm、リード部／幅 23.5 ×高さ 17.5mm、エンド部／幅 12.5 ×高さ 16mm

■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-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-B  ブルー（青）

 SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-C  電球色（ゴールド）

 SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-G  グリーン（緑）

 SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-R  レッド（赤）

 SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-W  ホワイト（白）

 SPLT-SCX-NFX-DS08-F1-24-L5m-Y  イエロー（黄）

消灯時

カットマーク

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-SCX-NFX-DS08-F1-P-END 　　　　　エンドキャップ

 SPLT-SCX-NFX-DS08-x1-P-MNT-CLIP 　　　　　マウントクリップ

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

幅 8mm・幅 6mm の単色 LED ネオンフレックス

エンドキャップ

 商品コード    カラー

 SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-B  ブルー（青）

 SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-C  電球色（2700K）

 SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-G  グリーン（緑）

 SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-R  レッド（赤）

 SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-W  ホワイト（6500K）

 SPLT-ELL-NFX-DE06-F1-24-L5m-Y  イエロー（黄）

消灯時 カットライン

エンド側 リード側
（先バラ 2 芯電線）

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-ELL-NFX-DE06-F1-P-END  エンドキャップ ( 穴無し )

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

 SPLT-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-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-ELL-NFX-DE06-x1-P-MNT-CLIP-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。（P42 参照）

薄型 LED ネオンフレックス DE06-F1、
DC24V、幅 6mm、5m
■入力電圧：DC24V　■消費電力：96W　■長さ：5m　■カット単位：50mm

■サイズ：灯体部／幅 6 ×高さ 12mm、リード・エンド部／幅 8.5 ×高さ 14.5mm

■リード電線長：約 175mm　■連結：不可　■最小曲げ半径：90mm　■保護等級：IP65

DC24V 仕様 LED ネオンフレックス　単色


