
LED 投光器、PAR、スポットライト

スリム筐体 /COB 型・・・・・・・・・・・・・・・P.67

⻑型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.68

地中ライト / ⽔中ライト / ガーデンライト /MS・・・P.69

スポットライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.70

ブラックライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.71

商品詳細 / 動画



67

LED 投光器、PAR、スポットライト

 LED 投光器、矩形、スリム筐体

50W
■消費電力：50W

■明るさ：電球色 4250lm、白 4420lm

■ LED数：1　　　

■重量：2.2kg　　　

■筐体色：黒、グレー (電球色のみ )

■サイズ：黒筐体 /高さ 285×幅 240×奥行 55mm( ステー含まず )
　　　　　グレー筐体 /高さ 280×幅 235×奥行 69mm( ステー含まず )

電球⾊電球⾊ ホワイトホワイト

100W
■消費電力：100W

■明るさ：電球色 8360lm、白 8690lm

■ LED数：2　　■重量：4kg　

■筐体色：黒

■サイズ：高さ 336×幅 293×奥行 82mm( ステー含まず )

概観・⿊筐体概観・⿊筐体 概観・グレー筐体概観・グレー筐体

ホワイトホワイト

概観概観 電球⾊電球⾊

 DMX 対応 COB 型 LED ウォールウォッシャー
■P.96 参照　　■全 4種類 (30W/60W/120W/200W)　　■カラー：RGB　　　　

点灯イメージ点灯イメージ30W30W

200W200W120W120W

60W60W

■入力電圧：AC100V　　　■照射角度：120 度    　　　■ LED色：電球色、ホワイト　　　■保護等級：IP65

■色温度：電球色 3200K、白 6500K　　　　　　　　　　　

各種共通 

品番︓C品番︓C

品番︓W品番︓W

商品コード

SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-B 品番

商品コード

　黒筐体　　　　SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-B 品番
　グレー筐体　　SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL2-A100V50W-GC品番︓C品番︓C 品番︓W品番︓W
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 ⻑型ウォールウォッシャー
DMX 対応 LED ウォールウォッシャー、⻑型、RGB

■入力電圧：DC24V　　

■長さ：50cm / 100cm

■消費電力：50cm/36W、100cm/72W

■ LED数：50cm / 12 、100cm / 24

■カラー：RGB(3in1)　　

■照射角：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度から選択可　　

■保護等級：IP65

■サイズ：50cm/ 高さ 62×幅約 480×奥行約 44mm
　　　　    100cm/ 高さ 62×幅約 960×奥行約 44mm

※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照 )

点灯イメージ点灯イメージ

アップアップ セット内容・50cmセット内容・50cm

LED ウォールウォッシャー、⻑型、電球⾊
■入力電圧：DC24V　　

■長さ：50cm / 100cm

■消費電力：50cm/18W、100cm/36W

■ LED数：50cm / 18 、100cm / 36

■カラー：電球色 (ゴールド )　　

■照射角：10 度 / 30 度 / 45 度 / 60 度 / 90 度から選択可　　

■保護等級：IP65

■サイズ：50cm/ 高さ 62×幅約 480×奥行約 44mm
　　　　    100cm/ 高さ 62×幅約 960×奥行約 44mm
※点灯には別売のDC電源が必要です。(P.117 参照 )

点灯イメージ点灯イメージ

アップアップ セット内容・50cmセット内容・50cm

LED ウォールウォッシャー、⻑型、RGB(3ch)、照射⾓ 12 度 ※現品限り
■入力電圧：DC24V　　

■長さ：50cm / 100cm

■消費電力：50cm/23W、100cm/45W

■ LED数：50cm / 18 (R/G/B×各 6)
　　　　　100cm / 36(R/G/B×各 12)

■カラー：R＋G＋ B　　■照射角：12度　　■保護等級：IP65

■サイズ：50cm/ 高さ 62×幅約 480×奥行約 44mm
　　　　    100cm/ 高さ 62×幅約 960×奥行約 44mm
※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照 )

点灯イメージ点灯イメージ

セット内容・100cmセット内容・100cmセット内容・50cmセット内容・50cm

商品コード

50cm       SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V23W-18RGB-L500-An12
100cm     SPLT-SCX-WLW-STD-BAR-D24V45W-36RGB-L1000-An12

商品コード
50cm        SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V18W-18C-L500-An 照射角
100cm      SPLT-ZGRO-WLW-STD-BAR-D24V36W-36C-L1000-An 照射角

商品コード：
50cm　  SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V36W-12RGB-L500-An 照射角
100cm　SPLT-ZGRO-WLW-DMX-BAR-D24V54W-18-RGB-L1000-An 照射角

LED 投光器、PAR、スポットライト
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 LED 地中ライト・⽔中ライト

■入力電圧：AC100V　　　■消費電力：10W

■サイズ： φ 250×高さ 95mm　　　■重量：1.7kg

■ LED色：電球色　　　■ LED数：1

■照射角度：90度　　　■環境温度：-20℃～ 45℃　　

■先バラコード

AC100V・20W、電球⾊
点灯時点灯時 概観概観

DMX 対応 地中ライト
■P.99 参照　　　■入力電圧：DC12V / DC24V　　

■カラー：RGB(3in1)　　

DMX 対応 ⽔中ライト
■P.98 参照　　　■入力電圧：DC12V 　　

■カラー：RGB(3in1)　　

商品コード 
SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

 LED ガーデンライト
DC24V・12W、12 灯、スパイク付
■入力電圧：DC24V　　　■消費電力：12W(R：4W/G:4W/B:4W)　　　■ LED数：12灯 (R:4 灯 /G:4 灯 /B:4 灯 )　　　■照射角度：30度　　　

■制御方法：RGB3chコントローラまたはDMX ( 発注時に選択 )　　　■重量：1050g　　■保護等級：IP65

■サイズ： スパイク含まず /φ 138×奥行 69mm、スパイク取付時 /幅 138×奥行 69×高さ 352mm　
※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照 )

セット内容セット内容 スパイク取付時スパイク取付時

商品コード 　　　　RGB3ch 制御　　SPLT-ZGRO-GD-STD-RND-D24V12W-12RGB-An30
　　　　　　　　　 　　DMX制御　          SPLT-ZGRO-GD-DMX-RND-D24V12W-12RGB-An30

 DC24V、投光器 MS1(50W)/MS2(100W)
■入力電圧：DC24V　　■消費電力：50W/100W　　■ LED数：50W/6 灯 (4in1)、100W/12 灯 (4in1)　　■保護等級：IP67

■カラー：RGB-W(6000K)【品番：RGBW】、RGB-C(3000K)【品番：RGBC】　　■照射角度：30度 /50 度　　■重量：50W/1300g、100W/2500g　

■サイズ (ステー含まず )：50W/ 幅 137×奥行 76.4 ×高さ約 178mm、100W/ 幅 258×奥行 76.4 ×高さ約 178mm
※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照 )

50W 概観50W 概観 100W 概観100W 概観

点灯イメージ点灯イメージ

点灯イメージ (50W)点灯イメージ (50W)

商品コード 　　　　　　　 50W　　SPLT-CB-WLW-STD-MS1-D24V50W-6品番 -An0 照射角
　　　　　　　　　 　　100W　  SPLT-CB-WLW-STD-MS2-D24V100W-12 品番 -An0 照射角
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 コンパクトスポットライト

点灯イメージ・RGB点灯イメージ・RGB

■入力電圧：DC12V　　

■消費電力：9W

■ LED数：3　　

■照射角度：20度 /40 度から選択可

■カラー：電球色 (3000K)/ ホワイト (6000K) /RGB(1670 万色 )

■筐体色：黒 /白  ※電球色 /ホワイトの白筐体は受注生産

■サイズ：φ約 49.5 ×奥行約 76mm( ケーブル固定ボルト除く )

■保護等級：IP65　　

■ケーブル長：約190 ～ 200cm

※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照 )

⿊筐体⿊筐体

電球⾊・40 度電球⾊・40 度 ホワイト・20 度ホワイト・20 度

⽩筐体⽩筐体

 ミニスポットライト
■入力電圧：DC12V　　

■消費電力：単色 /3W、RGB-N/12W、RGB-W/12W

■ LED数：1　　

■照射角度：5度 /20 度 /40 度から選択可

■カラー： 電球色 (3000K)/ ホワイト (5000K) / RGB-N(4000K) / RGB-W(6000K)　

■筐体色：黒　

■保護等級：IP65　　

■ケーブル長：約190cm

■サイズ：φ約 49.5 ×奥行約 58mm( ケーブル固定ボルト除く )

※点灯には別売のコントローラ、DC電源が必要です。(P.92、P.117 参照 )

概観概観

電球⾊・40 度電球⾊・40 度 ホワイト・20 度ホワイト・20 度

⾓度⽐較⾓度⽐較

点灯イメージ点灯イメージ
RGB-W・5 度RGB-W・5 度

商品コード

　       SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3- 筐体色 品番 -An照射角
例）黒筐体 /ホワイト /20 度：SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20

品番︓W品番︓W品番︓C品番︓C

筐体⾊︓b筐体⾊︓b 筐体⾊︓w筐体⾊︓w

品番︓RGB品番︓RGB

商品コード

　単色　　　　SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b 品番 -An照射角　
　フルカラー　SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-b 品番 4-An照射角

例）RGB-N/5 度：SPLT-CB-SPOT-MN-D12V12W-1-bRGBN4-An05

品番︓W5000K品番︓W5000K品番︓C3000K品番︓C3000K

品番︓RGB-N/RGBN  RGB-W/RGBW品番︓RGB-N/RGBN  RGB-W/RGBW

40 度40 度 20 度20 度 5 度5 度

LED 投光器、PAR、スポットライト
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 ブラックライト
UV PAR ライト、DMX 対応、COB 型 LED100W × 1 灯
■入力電圧：AC100V　　■消費電力：100W　　■ LED：COB型 100W　　■ PWM調光周波数：1500Hz　　■操作信号：DMX512

■チャンネルモード：1ch / 3ch　　■モード：スタンドアロンモード、マスター / スレーブモード　　■エフェクト：フェード、ストロボ

■照射角度：60度　　■保護等級：IP65　　■サイズ：φ200×奥行 190mm( ステー含まず )　　■重量：4.5kg( ステー・電源コード含む )

  

UV 広⾓投光器、矩形、COB 型 LED50W × 1 灯
■入力電圧：AC100V　　■消費電力：50W　　■カラー：紫 (UV)　　■ LED数：1(COB)　　

■サイズ：幅 285×高さ 232×奥行 150mm( ステー含まず )　　■重量：3kg( ステー・電源コード含む )

UV 広⾓投光器、矩形、COB 型 LED100W(50W × 2 灯 )
■入力電圧：AC100V　　■消費電力：100W　　■カラー：紫 (UV)　　■ LED数：2(COB)　　

■サイズ：幅 285×高さ 360×奥行 105mm( ステー含まず )　　■重量：5.7kg( ステー・電源コード含む )

UV コンパクトスポットライト、DC12V
■入力電圧：DC12V　　■消費電力：4W　　■カラー：紫 (UV)　　■ LED数：3　　■照射角：20度 / 40 度　　■筐体色：黒　　

■サイズ：直径約 49.5 ×奥行約 76mm( ケーブル固定ボルト除く )　　■保護等級：IP65　　※点灯には別売のDC電源が必要です。(P.117 参照 )

  

  

  

  

概観概観 背⾯アップ背⾯アップ 点灯イメージ点灯イメージ 点灯イメージ ( 正⾯ )点灯イメージ ( 正⾯ )

概観概観

概観概観

概観概観

背⾯背⾯

背⾯背⾯

アップアップ

点灯イメージ点灯イメージ

点灯イメージ点灯イメージ

点灯イメージ ( 照射⾓ 40 度 )点灯イメージ ( 照射⾓ 40 度 )

点灯イメージ ( 正⾯ )点灯イメージ ( 正⾯ )

点灯イメージ ( 正⾯ )点灯イメージ ( 正⾯ )

使⽤イメージ ( 照射⾓ 40 度 )使⽤イメージ ( 照射⾓ 40 度 )

商品コード　　　　　　　　　　               　　　20 度　SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An20
　　　　　　　　　　　　　　　　    40 度　SPLT-CB-SPOT-D12V4W-3-bUv400-An40　

商品コード　　　　　　　　　　　　SPLT-ZG-WLW-COB-A100V100W-2Uv

商品コード　　　　　　　　　　　　SPLT-ZG-WLW-COB-A100V50W-1Uv

商品コード　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V100W-1Uv


