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ストリング 常時点灯  PRO4( プロフェッショナル ) シリーズ／レギュラーシリーズ 

電球色
（イエローゴールド）

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BCY
品番 ( 付属無 ) WOP-BCY

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TCY
品番 ( 付属無 ) WOP-TCY

LED ストリングライト

電球色
（ピンクゴールド）

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BCP
品番 ( 付属無 ) WOP-BCP

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TCP
品番 ( 付属無 ) WOP-TCP

電球色
（オレンジゴールド）

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BCO
品番 ( 付属無 ) WOP-BCO

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TCO
品番 ( 付属無 ) WOP-TCO

ブルー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BB
品番 ( 付属無 ) WOP-BB

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TB
品番 ( 付属無 ) WOP-TB

アクアブルー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLB
品番 ( 付属無 ) WOP-BLB

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLB
品番 ( 付属無 ) WOP-TLB

■点灯パターン：常時点灯
■球数：100 球　
■コード色：黒コード／シルバーコード
■防滴タイプ  
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A　
■サイズ：全長約11.5m／電源コード : 約 1.5m／灯体部分 : 約 10m
■連結：推奨 1500 球 ( 最大 1800 球 )まで　
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード 
  Pro4 仕様  SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100- 品番
  レギュラー仕様 SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100- 品番
     ※品番の ( 付属無 )は、整流器付き電源コードとエンドキャップ無しの場合　

 Pro4 仕様Pro4 仕様  レギュラー仕様レギュラー仕様

 Pro4 仕様  レギュラー仕様Pro4 仕様  レギュラー仕様

 コネクタ コネクタ

連結コネクタ(凹)
＋エンドキャップ連結コネクタ(凸)

100球

LEDの端から端 9.9m
100 100 100 100100 100

整流器 連結コネクタ(凹)ACプラグ

約900 80 約260
約1.5m
約260

単位 : mm

連結コネクタ
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アンバー（オレンジ）

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BA
品番 ( 付属無 ) WOP-BA

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TA
品番 ( 付属無 ) WOP-TA

アイボリー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BIv
品番 ( 付属無 ) WOP-BIv

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TIv
品番 ( 付属無 ) WOP-TIv

ホワイト

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BW
品番 ( 付属無 ) WOP-BW

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TW
品番 ( 付属無 ) WOP-TW

イエロー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BY
品番 ( 付属無 ) WOP-BY

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TY
品番 ( 付属無 ) WOP-TY

レッド

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BR
品番 ( 付属無 ) WOP-BR

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TR
品番 ( 付属無 ) WOP-TR

パープル

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BPu
品番 ( 付属無 ) WOP-BPu

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TPu
品番 ( 付属無 ) WOP-TPu

ライトパープル

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLPu
品番 ( 付属無 ) WOP-BLPu

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLPu
品番 ( 付属無 ) WOP-TLPu

アクアグリーン

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLG
品番 ( 付属無 ) WOP-BLG

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLG
品番 ( 付属無 ) WOP-TLG

グリーン

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BG
品番 ( 付属無 ) WOP-BG

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TG
品番 ( 付属無 ) WOP-TG

レモンイエロー

【黒コード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　BLy
品番 ( 付属無 ) WOP-BLy

【シルバーコード】
Pro4 仕様／レギュラー
品番　TLy
品番 ( 付属無 ) WOP-TLy

ピンク

【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　BPi
品番 ( 付属無 ) WOP-BPi

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　TPi
品番 ( 付属無 ) WOP-TPi

ライトピンク

【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　BLPi
品番 ( 付属無 ) WOP-BLPi

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　TLPi
品番 ( 付属無 ) WOP-TLPi

ブルー・ホワイト
交互ミックス
【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　BBW
品番 ( 付属無 ) WOP-BBW

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　LBW
品番 ( 付属無 ) WOP-TBW

5色マルチ（ホワイト・ピンク・
ブルー・電球色・グリーン）
【黒コード】
プロ仕様／レギュラー
品番　B5M
品番 ( 付属無 ) WOP-B5M

【シルバーコード】
プロ仕様／レギュラー
品番　T5M
品番 ( 付属無 ) WOP-T5M
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２回路点滅ストリング PRO4( プロフェッショナル ) シリーズ

■点灯：常時点灯またはコントローラーで 8通りの点灯設定が可能です。
■球数：100 球　
■コード色：黒コード
■防塵防滴性：IP65 
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A　
■サイズ：全長約11.4m／電源コード 約 1.46m／灯体部分 : 約 10m
■連結：同商品15セットまで可能（14セット以内を推奨）　
■付属品：点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ

LED ストリングライト

電球色 (イエローゴールド）
品番：BCY

アクアグリーン
品番：BLG

ホワイト　
品番：BW

パープル　
品番：BPu

ブルー　
品番：BB

アクアブルー　
品番：BLB

グリーン　
品番：BG

アンバー（オレンジ）
品番：BA

レッド
品番：BR

ピンク
品番：BPi

ライトピンク
品番：BLPi

ライトパープル　
品番：BLPu

付属の点滅コントローラー：８パターンを押しボタンで選択可能　　

１： 　COMBINATION：No.3 ～ 8 のパターンを自動的に繰り返す
２： 　STEADY ON：常時点灯
３：　IN WAVES ：1回路目と2回路目が交互に速いフェード点滅を繰り返す
４：　SEQUENTIAL：1回路目と2回路目が交互に点滅を繰り返す
５：　CHASING/FLASH：片側ずつのフラッシュ点滅と通常の交互点滅を繰り返す
６：　SLO-GLO：徐々にフェードが早くなり、1周期で元の速度に戻る
７：　STEP ON：段階的に明るくなり全体が点灯したのち消灯を繰り返す
８：　SLOW FADE：徐々にフェードが早くなり1周期で元の速度に戻る
※メモリ機能を搭載

    コネクタコネクタ

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100- 品番

約146cm
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トゥインクルストリング [ 常時点灯３球＋フラッシュ点滅 1 球 ] PRO4( プロフェショナル ) シリーズ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番

ホワイト+ホワイト点滅

品番：BWW
電球色 (イエローゴールド )+ホワイト点滅

品番：BCYW

ブルー+ホワイト点滅

品番：BBW
グリーン+ホワイト点滅

品番：BGW
ライトピンク+ホワイト点滅

品番：BLPiW

■点灯：3球常時点灯 ,1球ホワイト色がランダムにフラッシュ点滅します。
■球数：100 球
■コード色：黒コード
■防滴タイプ 
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A
■長さ：全長約 11.5m／電源コード : 約 1.5m／灯体部分 : 約 10m
■連結：推奨 1500 球 ( 最大 1800 球 )まで
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

  コネクタ  コネクタ

連結コネクタ(凹)
＋エンドキャップ連結コネクタ(凸)

100球

LEDの端から端 9.9m
100

限流器 連結コネクタ(凹)ACプラグ

約900 80 約260
約1.5m
約260

単位 : mm

連結コネクタ

100 100 100

    1 球︓ホワイト⾊がフラッシュ点滅1 球︓ホワイト⾊がフラッシュ点滅
３球︓常時点灯３球︓常時点灯

 2 ⾊カラーチェンジストリング Pro4( プロフェッショナル ) シリーズ

  コネクタ  コネクタ

付属のコントローラ: 8 パターンを押しボタンで選択可能

1：2色カラーフェード（15.75 秒周期）
　2：常時点灯 ブルーまたは電球色 (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～ 8：2色交互点滅（速度 4段階）
　※メモリ機能を搭載
　※電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯

■点灯：2色の間で周期的に色が変化、8通りの点灯設定が可能です。
■球数：100 球
■コード色：黒コード
■防滴タイプ 
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A
■長さ：全長約 11.4m／灯体部分 : 約 10m／コントローラ付電源コード : 約 1.44m
■連結：2セットまで
■付属品：コントローラー付電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100- 品番

色：電球色（イエローゴールド）・ホワイト　　品番：BCYW 

色：ブルー・ホワイト　　品番：BWB 
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LED ストリングライト

色：電球色 (イエローゴールド )点滅
黒コードのみ　　品番：BCY         

連結コネクタ(凹)
＋エンドキャップ連結コネクタ(凸)

100球

LEDの端から端 9.9m
100

限流器 連結コネクタ(凹)ACプラグ

約900 80 約260
約1.5m
約260

単位 : mm

連結コネクタ

100 100 100

100 球100 球

色：ホワイト点滅
黒コード　品番：BW 

色：ホワイト点滅 
シルバーコード　品番：TW 

■コード色：黒コード／シルバーコード
■色：ホワイト点滅
■防滴タイプ  
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A
■長さ：全長約 11.5m／電源コード 約 1.5m／灯体部分 : 約 10m
■連結：同商品 推奨 1,500 球（最大 1,800 球まで）　
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード 　
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100 - 品番

 付属品 付属品

■コード色：黒コード／シルバーコード
■色：ホワイト点滅・電球色点滅
■防滴タイプ  
■消費電力：3W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.03A
■サイズ：全長約16.5m／電源コード 約 1.5m／灯体部分 : 約 15m  
■連結：同商品 推奨 1,500 球（最大 1,800 球まで）　
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

■点灯：すべての球がランダムにフラッシュ点滅します。

色：ホワイト点滅
黒コード　品番：BW   

色：ホワイト点滅
シルバーコード　品番：TW 

  コネクタ  コネクタ

連結コネクタ(凹)
＋エンドキャップ連結コネクタ(凸)

50球

LEDの端から端 14.7m
150

限流器 連結コネクタ(凹)ACプラグ

約900 80 約260
約1.5m
約260

単位 : mm

連結コネクタ

300 300 150

50 球50 球

商品コード 　
           SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50 - 品番

100 球＜ LED間ピッチ10cm>

 全トゥインクルストリング [ フラッシュ点滅のみ ]    全トゥインクルストリング [ フラッシュ点滅のみ ]   PRO4( プロフェッショナル ) シリーズPRO4( プロフェッショナル ) シリーズ

 50 球＜ LED間ピッチ30cm>
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商品コード 
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50- 品番

色：イエローグリーン　　　　　　　色：イエローグリーン
 黒コード  品番：BYg                      　     シルバーコード  品番：TYg

色：電球色 (イエローゴールド )　　 色：電球色 (イエローゴールド )　
黒コード　品番：BCY　　　　            シルバーコード  　品番：TCY

色：　ホワイト 　　　　          色：　ホワイト 　　　　　  
黒コード　品番：BW                              シルバーコード　品番：TW

商品コード 
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50- 品番

色：電球色（イエローゴールド）　  
黒コード   品番：BCY

色：ホワイト      
黒コード  品番：BW

 電源（AC/DCアダプタ）    　 　　　　      

防滴型 AC/DCアダプタ(DC12V/15W/1.25A)
（オートフェードストリング 1本まで）

防滴型AC/DCアダプタ(DC12V/24W/2A)
（オートフェードストリング 2本まで）

防滴型AC/DCアダプタ(DC12V/36W/3A)
（オートフェードストリング 3本まで）

 レギュラーシリーズ

■球数：50球
■コード色：黒コード
■色：ホワイト・電球色
■防滴タイプ  
■消費電力：8.4W／入力電圧DC12V ／入力電流 0.7A
■長さ：灯体部約10m ／全長約 10.2m
■連結：３セットまで (36W以上の電源使用時）
■付属品：エンドキャップ
※電源別売り

 Pro4シリーズ

■球数：50球
■コード色：黒コード／シルバーコード
■色：イエローグリーン・ホワイト・電球色
■防滴タイプ  
■消費電力：8.4W／入力電圧DC12V ／入力電流 0.7A
■サイズ：灯体部約 20m ／全長約 20.4m
■連結：３セットまで (36W以上の電源使用時）
■付属品：エンドキャップ
※電源別売り

■点灯：自動的にフェードイン・フェードアウトを繰り返します。

商品コード 
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W

商品コード 
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W

商品コード 
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W

  オートフェードストリング (DC12V 仕様 ) PRO4( プロフェッショナル ) シリーズ / レギュラーシリーズ

＜ LED間ピッチ40cm>

＜ LED間ピッチ20cm>
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LED ストリングライト
AC2 芯制御 RGB ストリング [ 専⽤コントローラ・リモコン付 ]PRO4( プロフェッショナル ) シリーズ

 DMX コントローラ基盤 [AC2 芯制御 RGB ⽤ ] 

■点灯：専用コントローラ・リモコンで 53通りの点灯パターンを設定が可能です。

■球数：99球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード／シルバーコード
■防塵防滴性：IP67
■消費電力：7W( 灯体 6.5W・コントローラ0.5W) ／入力電圧AC100V ／入力電流 0.07A
■サイズ：全長約11.5m／電源コード 約 1.5m／灯体部分 : 約 10m 
リモコンサイズ：87× 40× 7mm
■連結：同商品 推奨 8セット（最大 10セット）まで
■付属品：専用コントローラ付電源コード・リモコン・エンドキャップ

商品コード：
            黒コード SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC        
  シルバーコード SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC

AC2 芯制御 RGBストリングに付属する専用コントローラと同様の点灯パターンをDMXで再現
DMX512 信号で制御、スタートアドレス設定が可能です。

■防塵防滴性：IP67  ■入・出力電圧：AC100V・DC100V ■制御チャンネル数：2ch　 
■サイズ：幅約 172mm×奥行 82mm／基盤の厚さ：約 29mm  ■制御可能球数：推奨 800 球 ( 最大 1000 球 )まで
■付属品：灯体接続用コネクター付先ばらコード (メス）

商品コード：
SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS

黒コード シルバーコード
 付属品 付属品

  コネクタ  コネクタ

信号線のない２芯の回路構成で RGBを制御
【特許出願中】

付属品：リモコン付コントローラ付電源コード
全 53パターン内蔵 (パターン詳細はQRコード参照 )

 セット内容 セット内容  使⽤イメージ 使⽤イメージ
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 AC100V ⾃動⾊変化 RGB ストリング [ ゆっくり変化 / 速い点滅 ] PRO4( プロフェッショナル ) シリーズ

ゆっくり変化
■球数：100 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A
■防塵防滴性 : IP67
■サイズ：全長約 11.5m／灯体部分 : 約 10m／電源コード : 約 1.5m
■連結：同商商品のみ連結可能　推奨 1500 球 ( 最大 1800 球 )まで
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

速い点滅
■球数：100 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード
■消費電力：5W／入力電圧AC100V ／入力電流 0.05A
■防塵防滴性 : IP67
■サイズ：全長約 11.5m／灯体部分 : 約 10m／電源コード : 約 1.5m
■連結：同商商品のみ連結可能　推奨 1500 球 ( 最大 1800 球 )まで
■付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

商品コード：
   ゆっくり変化 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW       
   速い点滅 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK

速い点滅
約 0.5 ～ 0.8 秒でランダムに色変化

ゆっくり変化
約 30秒でゆっくりとランダムに色変化

  コネクタ  コネクタ  付属品付属品

 ９ファンクション RGB ストリング [ 防滴コントローラ付 ] レギュラーシリーズ

■点灯：付属のコントローラで９通りの点灯パターンの設定が可能です。
■球数：100 球
■カラー：RGB
■コード色：黒コード /クリアコード
■消費電力：10W／入力電圧AC100V(->DC5V) ／入力電流 2A
■防滴仕様
■サイズ：全長約15m／灯体部分 : 約 10m／ LED間ピッチ :10cm
■連結：不可
■付属品：９ファンクション点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ

付属の点滅コントローラー：９ファンクションの変化が可能
　　
 1. コンビネーション (combination)<3,2,8 を繰り返す>
 2. 7 色グラデーション (7 color change gradiently)< 全体が同じ色で徐々に色が変化>
 3. 7 色ステップ (7 color change)< 全体が同じ色で色が切り替わる>
 4. 常時点灯 電球色 (warmwhite color）
 5. 常時点灯 レッド (red color）
 6. 常時点灯 グリーン (green color）
 7. 常時点灯 ブルー (blue color）
 8. 7 色フラッシュ(7 color fl ash)< 各球バラバラに素早く色が切り替わる>
 9. 消灯（off ）
※メモリ機能を搭載

商品コード： 
   黒コード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB　
    シルバーコード：  SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB 黒コード シルバーコード

連結コネクタ(凹)
＋エンドキャップ連結コネクタ(凸)

100球

LEDの端から端 9.9m
100 100 100 100100 100

整流器 連結コネクタ(凹)ACプラグ

約900 80 約260
約1.5m
約260

単位 : mm

連結コネクタ
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LED ストリングライト
 DC12V φ 5mm  RGB ストリング (Rev.2) 

別売コントローラを使いフェード・点滅・常点など様々な点灯設定が可能
1本１アドレスのため1本すべてが同じ色に変化
※別売 :電源・コントローラ・アンプ・コード類 (延長・３分岐 )

■球数：100 球     ■カラー：RGB     ■コード色：黒コード
■消費電力：約 48W／入力電圧DC12V     　■防塵防滴性 : IP65
■サイズ：球直径 5mm／全長約 10.3m／灯体部約 10m
■連結：アンプ無しの場合：2セットまで
                アンプ使用の場合：最大 20セット(アンプ９台使用）

防⾬型 コントローラ
(DC12V φ 5mm  RGB ストリング (Rev.2) ⽤ ) 

防滴型 電源 (AC/DC アダプタ ) 
(DC12V φ 5mm  RGB ストリング (Rev.2) ⽤ ) 

防滴型 信号増幅器 [ アンプ ] 
(DC12V φ 5mm  RGB ストリング (Rev.2) ⽤ ) 

商品コード 　
 　SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB

 構成例 構成例

明るさ・フェード・ステップ変化・点滅・常点、スピード調整などの設定が可能

■サイズ：高さ30mm／幅 110mm／奥行 50mm／コード長約 25cm
■付属品：リモコン  　■防塵防滴性 : IP44

   
   1 台のコントローラでストリング本体を
   2 本 (200 球 )まで接続可能

商品コード 　
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL

■防塵防滴性 : IP64
■サイズ：高さ30mm／幅 110mm／奥行 50mm／コード長約 25cm

商品コード 　
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP

ストリングライト本体を3本 (300 球 )以上
接続する場合はアンプとコントローラが
必要です。

120W級
■定格電力容量：120W／入・出力電圧AC100V・DC12V ／出力電流 10A ( 最大 )      
■サイズ：高さ40mm／幅 220mm／奥行 68mm     ■防塵防滴性 : IP65
 コード長 1次側 約 145cm・コード長 2次側 約 117cm　

   コントローラ・アンプに対して
   本体 2本 (200 球 ) 接続可能

72W級
■定格電力容量：72W／入・出力電圧 AC100V ・DC12V 
出力電流 6A ( 最大 )  ■防塵防滴性 : IP67
■サイズ：高さ39mm／幅 185mm／奥行 59mm
  　　コード長 1次側 約 100cm
  　　コード長 2次側 約 20cm

  　　コントローラ・アンプに対して 
  　　本体 1本 (100 球 ) 接続可能

商品コード 　
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W

商品コード 　
SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W

３ｍ延⻑コード
(DC12V φ 5mm  RGB ストリング (Rev.2) ⽤ ) 

■サイズ：長さ3m
 

商品コード 　
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M

３分岐コード
(DC12V φ 5mm  RGB ストリング (Rev.2) ⽤ ) 

■サイズ：リード・エンドともに約 5cm
 

商品コード 　
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR
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 AC100V φ 10mm ストリング 33 球 [ ピッチ 30cm]
直径約10mmの砲弾型の球形で光の直進性が強いです。

■球数：33球     ■球形状：砲弾型
■コード色：黒コード
■消費電力：2W ／入力電圧AC100V    　
■防塵防滴性：IP67
■サイズ：球直径約10.5mm／ LED間のピッチ：30cm
全長約 9.75m／灯体部分約 9.65m
■連結：同商品10セットまで
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

  コネクタ  コネクタ

商品コード 
SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33- 品番

電球色 (イエローゴールド）
品番：BCY

アクアグリーン
品番：BLG

ブルー　
品番：BW

グリーン　
品番：BG

ライトピンク
品番：BPu

パープル
品番：BPu

ピンク　
品番：BPi

アクアブルー　
品番：BLB

アンバー（オレンジ）
品番：BA

レッド
品番：BR

ライトパープル　
品番：BLPu

電球色 (ピンクゴールド）
品番：BCP

電球色 (オレンジゴールド）
品番：BCO

イエロー
品番：BY

レモンイエロー
品番：BLy

アイボリー
品番：BIv

グレーホワイト
品番：BWg

  点灯時アップ  点灯時アップ
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LED ストリングライト

白熱電球のような形状のストリング

■球数：10球（1球：LED３個内蔵 )／球直径：5cm
■コード色：黒コード
■カラー：電球色（オレンジゴールド）
■防滴タイプ  　■消費電力：1.5W／入力電圧AC100V
■サイズ：球間ピッチ：約 50cm
全長 (電源コー別 )：約 5m／灯体部分の長さ：約 4.5m
■連結：10セットまで
■付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ

 付属品 付属品

商品コード 
SPLT-ZG-LED-STR-AC- 品番 -10-BCO

品番：G50W  品番：G50C  

 SPI 対応 RGB ストリング [1 球 1 アドレス ,DC5V 仕様 ]   

 SPI 対応 RGB ピクセルストリング R2[1 ピクセル１アドレス ,DC12V 仕様 ]

商品コード 
SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB

ピッチ10cm    色：RGB　 50ピクセル
黒コード  品番：BRGB
クリアコード 品番：TRGB

商品コード 
ピッチ10cm　　SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100- 品番
ピッチ20cm　   SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200- 品番

ピッチ10cm   色：アンバー　50ピクセル
黒コード  品番：BA1800K

■コード色：黒コード　
■球直径：8mm    　■球色形状：乳白砲弾型　　■付属品：電源＋信号入力コード
別売り：DC電源、コントローラ・デコーダ

※商品・関連部品の詳細については、SPI のページを参照

■ピクセル直径：18mm    　■球形状：円形　　■ LEDドライバ IC：UCS2903       　別売り：DC電源、コントローラ・デコーダ
※商品・関連部品の詳細については、SPI のページを参照

ピッチ20cm   色：RGB　25ピクセル
黒コード  品番：BRGB
クリアコード 品番：TRGB

  丸形電球ストリング G50 型  丸形電球ストリング G50 型

球体色：乳白球 球体色：クリア球
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商品コード　
SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10- 品番 -WOP-B

商品コード

SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-PWR-ACPLUG-2m

■コード色：黒　  　■入力電圧：AC100V ( 最大 12Aまで )    　
■ソケット：25個  　■電源部分：先バラ
■全長：  ソケットピッチ50cm/ 約 12.5m【品番：P500】　
 ソケットピッチ20cm/ 約 5m【品番：P200】

商品コード

SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25- 品番 -B

  E26、ソケット付ケーブル / 電球  E26、ソケット付ケーブル / 電球
E26ソケット付コード (スズランコード）

[別売 ]スズランコード用  ACプラグ付電源コード

 E26ソケット付コード

E26 ⼝⾦ ︓LED 電球ラインナップ < フィラメント型クリア電球＞         

 G125 型G125 型  D125 型D125 型

 G45 型G45 型  S14 型S14 型  A60 型A60 型  ST58 型 ST58 型  ST64 型ST64 型

■入電圧：AC100V
■サイズ：  直径  約 12.5cm 　
                     高さ   約 13.5cm( 口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　        6W【品番：6W】

 D125 型 D125 型

商品コード
 SPLT-CS-LED-E26-D125F-AC- 品番 -1-cC2700K

■入電圧：AC100V
■サイズ： 直径  約 12.5cm 　

高さ  約 15.2cm( 口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　        6W【品番：6W】

 G125 型 G125 型

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-G125F-AC- 品番 -1-cC2700K

■入電圧：AC100V
■消費電力：2W
■調光：可能
■サイズ： 直径  約 4.5cm 　
 高さ   約 48mm( 口金除く)
■色：ホワイト【品番：W6000K】
　　　ブルー【品番：B】
　　　電球色 (約 2200K)【品番：C2200K】
　　　電球色 (約 3000K)【品番：C3000K】

 G45 型 G45 型

商品コード
SPLT-ZG-LED-E26G45-DIM-2W-1- 品番

■コード色：黒　  　

■入力電圧：AC100V ( 最大 6Aまで )    

■ソケット：10個     ※電源別売り 　

■全長：
　ソケット間ピッチ1m/ 全長約 10m【品番：P1m】
　ソケット間ピッチ50cm/ 全長約 5m【品番：P500】

■コード色：黒　   

■全長：約 2m　  

■入力電圧：AC100V   　

■入電圧：AC100V
■サイズ：  直径  約 4.4cm 　
                     高さ  約 6cm( 口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：2W【品番：2W】
　　　　        4W【品番：4W】

 S14 型 S14 型

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-S14F-AC- 品番 -1-cC2700K

■入電圧：AC100V
■サイズ：  直径  約 6cm 　
                     高さ  約 8.2cm( 口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　        6W【品番：6W】

 A60 型 A60 型

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-A60F-AC- 品番 -1-cC2700K

■入電圧：AC100V
■サイズ：  直径  約 5.85cm 　
                     高さ  約 10.5cm( 口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　        6W【品番：6W】

 ST58 型 ST58 型

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-ST58F-AC- 品番 -1-cC2700K

■入電圧：AC100V
■サイズ：  直径  約 6.4cm 　
                     高さ  約 11.5cm( 口金除く)
■色：電球色 (約 2700K-3000K)
■消費電力：4W【品番：4W】
　　　　        6W【品番：6W】

 ST64 型 ST64 型

商品コード
SPLT-CS-LED-E26-ST64F-AC- 品番 -1-cC2700K

 ピッチ 50cmピッチ 50cm  ピッチ 20cmピッチ 20cm
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■球数：25  ■消費電力：0.34W/ 球    
■サイズ：最大直径 2.1cm( 最大直径 )   長さ3.9cm   　※別売：E12 型ソケット器具

5色マルチ (赤・緑・青・
黄・紫 )　品番：M

ホワイト
品番：W

電球色 (ゴールド )

品番：C
グリーン
品番：G

ブルー
品番：B

パープル
品番：Pu

レッド
品番：R

イエロー
品番：Y

ホワイト
品番：W

ブルー
品番：B

グリーン
品番：G

レッド
品番：R

イエロー
品番：Y

商品コード　  　SPLT-ZG-LED-C7E12-25- 品番 商品コード　SPLT-ZG-LED-G40E12-1- 品番

E12 ⼝⾦ 電球

ピンク
品番：Pi

■球数：1  ■消費電力：0.6W    
■サイズ：直径 4cm   　　※別売：E12 型ソケット器具

商品コード
SPLT-ZG-E12-STROBE- 品番

■色：レッド・ホワイト
■球数：1 
■サイズ：全体 直径 5.3cm  高さ9.1cm 
　 発光部：直径 3.4cm   高さ3.9m
※別売：E12 型ソケット器具

レッド　　　品番：R ホワイト　　　品番：W

■ソケット：25個   
■ソケットピッチ： 約 20cm
■コード色：ダークグリーン【品番：G】   /   ホワイト【品番：W】　　
■ソケット部分 ：約 4.8m／電源コード 約 1.5m
■入力電圧：AC100V（最大 5Aまで ) 
■付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード 　
SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25- 品番

■ソケット：25個　　　　　　　　　　　　　 　　　　  ■ソケットピッチ： 約 30cm　　
■コード色：ダークグリーン　　　　　　　          　　　　■ソケット部分：約 7.5m／電源コード 約 1.5m
■入力電圧：AC100V( 最大 5Aまで )　　　　　　　　　 ■付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード
SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G

 E12ソケット付コード

 E17ソケット付コード

  E12/17、ソケット付ケーブル / 電球  E12/17、ソケット付ケーブル / 電球

C7 型 ミニボール型

LED ストロボ        ストロボ（キセノン管）
1 分間に 26 〜 28 回発光

商品コード
SPLT-AL-C7STROBE - G

■色：グリーン
■球数：1 
■サイズ：全体 直径 5.3cm  高さ9.5cm 
　 発光部：直径 3.4cm   高さ3.9cm
※別売：E12 型ソケット器具

1 分間に 1 回発光

LED ストリングライト


