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丸型 360° LED ネオンフレックス

AC100V　丸型 360° 単色 LED ネオンフレックス AW18-R1、直径 18mm
DC24V 仕様もあります。

■入力電圧：AC100V　■長さ：10m ／ 20m ／ 30m　■消費電力：10m=50W、20m=100W、30m=150W　■カット単位：約 500mm

■最小曲げ半径：80mm　■サイズ：灯体部／直径 18mm、リード・エンド部／直径 23mm　■コード色：ホワイト

■材質：PVC（灯体カバー）　■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※構造上、発光面に影になる部分があります。詳細は P40 の「丸型 360°LED ネオンフレックスの影について」をご確認ください。
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丸型 360° AW（DW）18-R1 用取り付け部品（別売）
※ AC100V、DC24V 単色 専用
 商品コード   　　　商品名

 SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-2W　　　  AW ／ DW18-R1 共通灯体間連結ケーブル（灯体接続 2 芯コネクタｘ 2）

 SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-END  　　   直径 18mm R1 用エンドキャップ

エンドキャップ

DC100V　丸型 360° RGB3ch LED ネオンフレックス RW18-R1-100、直径 18mm
DC24V 仕様もあります。

■入力電圧：DC100V　■長さ：5m ／ 10m ／ 20m　■消費電力：5m=68W、10m=136W、20m=272W　■カット単位：約 500mm　■最小曲げ半径：80mm

■サイズ：灯体部／直径 18mm、リード・エンド部／直径 23mm　■コード色：ホワイト　■材質：PVC（灯体カバー）　■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。
※点灯には別売の RGB(3ch) コントローラが必要です。（P70 参照）

※構造上、発光面に影になる部分があります。詳細は P40 の「丸型 360°LED ネオンフレックスの影について」をご確認ください。

 DMX-RGB3ch コントローラ、入力 AC100V ／
 出力 DC100V、2A ／ ch 
※ P70 参照

 商品コード    SPLT-WG-NFX-RW18-R1-100-L ×× m-RGB3

      　 
( 長さ )

丸型 360° RW（SW）18-R1 用取り付け部品（別売）
 商品コード   　　　商品名

 SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W　　　　RW ／ SW18-R1 共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続 4 芯コネクタｘ 2）

 SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END　　RW ／ SW18-R1 共通  電源・信号入力ケーブル (4 芯先バラ )、エンドキャップ付

リード側（先バラ 4 芯電線）

消灯時

消灯時点灯イメージ

カットマーク リード側

エンド側

灯体間連結ケーブル

灯体間連結ケーブル電源・信号入力ケーブル、
エンドキャップ付

単色・RGB3ch の丸型 360° LED ネオンフレックス（AC100V・DC100V）

丸型 RGB3ch

▼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。

 商品コード    SPLT-WG-NFX-AW18-R1-L ×× m- ××

       
( 長さ )　   ( 色 )
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SPI 対応 丸形 360° LED ネオンフレックス

丸型 360° SPI 対応 LED ネオンフレックス SW18-R1、DC24V、直径 18mm、RGB
SPI 制御に対応した丸形 360°の RGB LED ネオンフレックスです。

■入力電圧：DC24V　■長さ：5m ／ 10m　■消費電力：5m=74W、10m=148W　■カット単位：約 250mm　■連結：最大 15m まで ※要灯体間連結ケーブル

■サイズ：灯体部／直径約 18mm、リード・エンド部／直径約 23mm、リードケーブル長／約 40cm　■最小曲げ半径：80mm　■コード色：ホワイト

■ LED ドライバ IC：TM1914(WS2811)　■アドレス数：5m ／ 80 アドレス（240 チャンネル）、10m ／ 160 アドレス（480 チャンネル）

■材質：PVC（灯体カバー）　■保護等級：IP65

※末端はエンドキャップ処理です。

※点灯には別売の DC 電源と SPI 対応コントローラ / デコーダが必要です。（P42,P70,P71 参照）

※構造上、発光面に影になる部分があります。

 SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L10m-RGB   10m

 商品コード      長さ

丸型 360° SW（RW）18-R1 用取り付け部品（別売）
 商品コード    　　　　商品名

 SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-INPUT-4W-END 　　　   RW ／ SW18-R1 共通  電源・信号入力ケーブル (4 芯先バラ )、エンドキャップ付

 SPLT-WG-NFX-xW18-R1-P-CABLE-JOINT-4W 　　　  RW ／ SW18-R1 共通 灯体間連結ケーブル（灯体接続 4 芯コネクタｘ 2）

灯体間連結ケーブル信号・入力ケーブル、
エンドキャップ付

カットマーク

リード側 エンド側 リード側（先バラ 4 芯電線）

点灯イメージ・単色点灯イメージ 1
( リールから外した状態 )

点灯イメージ 2
( リールに巻いた状態 )

消灯時 ( リールに巻いた状態 ) 消灯時 ( リールから外した状態 )

光の流れるネオンフレックス

  

基板の裏側に
幅 10mm 程度の
帯状の影
( 発光が弱い部分 ) が
あります。

       

丸型・SPI 対応

▼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。

＜丸型 360°LED ネオンフレックスの影について＞

 SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L5m-RGB    5m

LED

基板


