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LED ロープ ( チューブ ) ライト

AC100V 10mm2 芯 /13mm2 芯タイプ、カット単位 2m 50m 巻
※シリーズ切れ対策 ( 特許第 5610851 号 )( 特許第 5900935 号 )
 シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が切れても他の球が不点灯になるのを防⽌します。
■入力電圧：AC100V　　　

■消費電力：100W　　　

■長さ：50m　　　

■パワーコード長：約1.5m　　　

■球数 1800 球 /50m　　　

■連結：100m(2 巻 )まで可能　　　

■カット単位：2m

※エンドキャップはロールの末端にかぶせていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はしていません。
　設置の際は必ずロープ末端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しません。

※カットしてご仕様する場合は取付部品 (別売 )をご利用ください。(P.30、P.32 参照 )

商品コード 
  10mm  SPLT-EL-LED-ROPE2W10-WPE- 品番
  13mm　　　 SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE- 品番

ブルー
品番：B

アンバー
品番：A

イエローゴールド
品番：CY

ライトイエローゴールド　　
品番：CYL

ピンクゴールド
品番：CP

アクアブルー
品番：LB

グリーン
品番：G

ライトピンク
品番：LPi

ライトパープル
品番：LPu

アクアグリーン
品番：LG

パープル
品番：Pu

ピンク
品番：Pi

ホワイト
品番：W

イエロー
品番：Y

レッド
品番：R

発光⽅向の違い

10mm: チューブに対して⽔平
13mm: チューブに対して垂直

付属品付属品
パワーコードパワーコード

付属品付属品
エンドキャップエンドキャップ
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電源コード ( 別売 ) 
AC100V ⽤ 電源コード 脱着可能タイプ  
ヒューズ⼊り (3A)
商品コード：

10mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A

13mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A

※パワーコード以外の部品 ( エンドキャップやコネクタなど ) は、P.32 の部品 (AC100V/DC24V 共通 ) が使⽤可能です。

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR

13mm　SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR

商品コード：

10mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A-FIX

13mm　SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A-FIX

電源コード 脱着可能タイプ⽤、針付コネクタ
( 交換⽤部品 )
商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-ID-CNCT

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-ID-CNCT

10mm2 芯 /13mm2 芯タイプ 50m 巻 ※シリーズ切れ対策なし

■消費電力：100W　　

■長さ：50m　　

■球数：1800 球 /50m

■連結：50m(1巻 )まで可能

※専用パワーコード、エンドキャップ、専用コネクタ等は別売り(P.30、P.32 参照 )

各種共通

■入力電圧：AC100V

■カット単位：1m

AC100V 仕様
■入力電圧：DC24V

■カット単位：6球 ( 約 16 ～ 17cm、平均約 16.7cm)

DC24V 仕様  ※プラス / マイナスの極性あり

ブルー
品番：B

アンバー
品番：A

イエローゴールド
品番：CY

グリーン
品番：G

オレンジゴールド
品番：CO

ライトピンク
品番：LPi

アクアブルー
品番：LB

ホワイト
品番：W

レッド
品番：R

商品コード 

　　　10mm 　 SPLT-ZG-LED-ROPE2W10- 品番 -U1
　　　13mm 　 SPLT-ZG-LED-ROPE2W13- 品番 -U1　　

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W10P-PWR

13mm　SPLT-ZG-LED-ROPE-DC-2W13P-PWR

AC100V ⽤ 電源コード 固定タイプ 
ヒューズ⼊り (3A)

AC100V ⽤ 電源コード 脱着可能タイプ  
ヒューズ⼊り (1.2A)

電源コード 固定タイプ⽤、針付コネクタ
( 交換⽤部品 )
商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-OD-CNCT

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-OD-CNCT

商品コード 

　　　10mm SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W10- 品番
　　　13mm SPLT-ZG-LED-ROPE-D24V-2W13- 品番　　

4色ミックス (赤、黄、青、緑 ) 
品番：RYBG　※AC100V のみ

DC24V ⽤ 電源コード 脱着可能タイプ 
約 1.5m

発光⽅向の違い発光⽅向の違い

10mm: チューブに対して⽔平10mm: チューブに対して⽔平
13mm: チューブに対して垂直13mm: チューブに対して垂直

LED ロープ ( チューブ ) ライト
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専⽤コントローラ・リモコン
■消費電力：0.5W　　■内蔵パターン数：53　　　

■操作範囲：5m以内　　　■マッチング不可

■サイズ：コントローラ付電源コード長さ /約 150cm、リモコン /87× 40× 7mm

■重量：専用コントローラ /約 264g、リモコン /約 17g

※リモコン操作の範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

LED ロープ ( チューブ ) ライト本体
■入力電圧：AC100V　　■消費電力：40.5W　　■カラー：RGB　　■材質：PVC　　

■球数：720 球 /20m　　■カット単位：2m　　■連結：トータルで 20m(1巻 )まで推奨　　　

■サイズ：長さ /約 20m、接続ケーブル長さ /約 19cm　　　■重量：約 2.25kg

※他のイルミネーション向けの電源コード (黒のボックス )は使用できません。

セット内容セット内容

AC2 芯制御 RGB、 直径 10mm、20m 巻、専⽤コントローラ・リモコン付

点灯イメージ点灯イメージ カットラインカットライン

エンド側エンド側

接続部分接続部分

専⽤コントローラ・リモコン専⽤コントローラ・リモコン

専⽤コントローラ・リモコン
■エンドキャップ・熱収縮チューブ付

商品コード：
SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10P-CTRL-RGB-RC-SET

専⽤ DMX コントローラ基板
■DMX512 信号で制御するためのコントローラ
■P.12 参照

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

直径 10mm コネクタ
■カットして使用する際にロープライト本体と
　コントローラを接続するためのコネクタ

商品コード：
SPLT-ZG-ROPE2W10P-CABLE-CONV-PRRG-2C

AC2 芯制御 RGB ロープ ( チューブ ) ライト⽤取付部品

RGBRGB アップ (RGB)アップ (RGB)

商品コード　　　　　　　　　　SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC

付属のリモコンで多彩な点灯パターンを選択可能な RGB イルミネーションです。
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。 ※特許出願中
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I 型コネクタ ( 脱着可能タイプ )

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-CNCT

13mm　SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-CNCT

LED ロープ ( チューブ ) ライト 共通 取付部品 ( 別売 )
I 型コネクタ ( 固定タイプ )

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-I-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-I-CNCT-FIX

L 型コネクタ ( 脱着可能タイプ )

商品コード：

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT

※ 13mmのみ

L 型コネクタ ( 固定タイプ )

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-L-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-L-CNCT-FIX

T 型コネクタ ( 脱着可能タイプ )

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT

13mm　SPLT-ZG-ROPE2W13P-T-CNCT

T 型コネクタ ( 固定タイプ )

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-T-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-T-CNCT-FIX

X 型コネクタ ( 脱着可能タイプ )

商品コード：

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT

※ 13mmのみ

X 型コネクタ ( 固定タイプ )

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-X-CNCT-FIX

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-X-CNCT-FIX

I 型スプライスコネクタ

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-ROPE2W10P-I-SPLC

13mm　SPLT-ZG-ROPE2W13P-I-SPLC

マウントクリップ、50 個⼊り

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-ROPE10P-MNT-CLIP50PC

13mm　SPLT-ZG-ROPE13P-MNT-CLIP50PC

エンドキャップ

商品コード：

10mm　SPLT-EL-ROPE2W10P-END

13mm　SPLT-EL-ROPE2W13P-END

固定⽤レール、50 本セット

商品コード：

10mm　SPLT-ZG-10mm-ROPE-RAIL1M-50PC

13mm　SPLT-ZG-13mm-ROPE-RAIL1M-50PC

ロープ ( チューブ ) ライト使⽤イメージ 1ロープ ( チューブ ) ライト使⽤イメージ 1 ロープ ( チューブ ) ライト使⽤イメージ 2ロープ ( チューブ ) ライト使⽤イメージ 2 ロープ ( チューブ ) ライト使⽤イメージ 3ロープ ( チューブ ) ライト使⽤イメージ 3

LED ロープ ( チューブ ) ライト


