
PLC 制御対応商品

タイプ B(167A) DC24V ストリング / ツララ / コントローラ・・・P.113

タイプ B(167A) AC100V ストリング /DC24V ストリーム・・・・P.114

タイプ C(DMX 球 ) ストリング / アドレスセッター・・・・・・・・P.115

商品詳細 / 動画
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PLC 制御対応商品 ※特許出願中

■入力電圧：DC24V 　　

■消費電力：18W　　

■球数：120 球　　

■カラー：RGB　　

■入力信号：PLC　　

■灯体間ピッチ：100mm / 150mm　　

■コード色：黒 (B) / シルバー (T)　　

■制御単位：120 球 1アドレス　　

■連結不可

DC24V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

概観概観

商品コード 
SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCB-u120-P ピッチ -120- コード色 RGB

 PLC タイプ B (167A)

商品コード 
SPLT-ZG-LED-ICE-D24-PLCB-u12-P150-96-TRGB

PLC タイプ B(167A)DC24V 専⽤コントローラ

DC24V 仕様 LED アイシクル ( ツララ )、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

点灯イメージ点灯イメージ

■入出力電圧：DC24V

■入力信号：DMX

■出力信号：PLC

■電力容量：最大 30W

■出力：8アドレス (24ch) × 1

5 出⼒ ※各port で別アドレスの出力 (port1~port5 で連続したアドレス )

■入出力電圧：DC24V

■入力信号：DMX

■出力信号：PLC

■電力容量：最大 25W/port
　　　　　    最大 125W/ 全体

■出力：8アドレス (24ch) × 5

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P1-160B

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCB-P5-600B

※専用アドレスセッター (P.115 参照 )でスタートアドレス設定可能

■入力電圧：DC24V 　　

■消費電力：18W　　　

■球数：96球 ( 縦 8×横 12)　　

■カラー：RGB　　

■入力信号：PLC　　

■灯体間ピッチ：縦横 15cm　　

■コード色：シルバー　　

■制御単位：1行 12球 (8 アドレス )　　

■連結不可

概観概観 点灯イメージ点灯イメージ

1 出⼒
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AC100V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ B(167A) ※コントローラ別売

DC24V 仕様 LED ストリーム、PLC タイプ B(167A)

■入力電圧：DC100V 　　　

■消費電力：16W　

■球数：100 球　

■カラー：RGB　　

■入力信号：PLC　　

■灯体間ピッチ：100mm / 150mm

■コード色：黒 (B) / シルバー (T)

■制御単位：100 球 1アドレス　

■連結：最大 5本まで可能

概観概観 点灯イメージ点灯イメージ

商品コード 
SPLT-ZG-LED-STR-AC-PLCB-u100-P ピッチ -100- コード色 RGB

PLC タイプ B(167A)AC100V 専⽤コントローラ
■入力電圧：AC100V　　■出力電圧：DC100V

■入力信号：DMX　　■出力信号：PLC　　■出力数：2　※同一信号

■DIP スイッチでスタートアドレス /モード設定可能

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-AC-DMX-PLCB-PCB

各種共通
■入力電圧：DC24V　　■カラー：RGB(1670 万色 )　　■入力信号：PLC　

■制御単位：15球 1アドレス

商品コード　SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-BS-L150-TRGB-RC

2 本連結セット ※基本セットと連結⽤ストリームのセットになります。

基本セット
■消費電力：12W　　■球数：60球　　■長さ：1.5m

■付属品：コントローラ /リモコン　　　　

アップアップ

点灯イメージ ( 連結セット )点灯イメージ ( 連結セット )
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( 1 )ON 8ピクセルモード：8アドレス／本で制御
(2 )OFF 1ピクセルモード：1アドレス／本で制御

(1)

DIP スイッチDIP スイッチ概観概観

専⽤コントローラ / リモコン専⽤コントローラ / リモコン

商品コード　SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-S2-L300-TRGB-RC

商品コード　SPLT-ZG-LED-STREAM-D24-PLCB-u15-EX-L150-TRGB

連結⽤ストリーム
■消費電力：12W　　■球数：60球　　■長さ：1.5m

PLC 制御対応商品 ※特許出願中
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■入力電圧：DC24V 　　

■消費電力：5W　　

■球数：50球　　

■カラー：RGB　　

■入力信号：PLC　　

■灯体間ピッチ：100mm / 150mm　　

■コード色：黒 (B) / シルバー (T)　　

■制御単位：1球 1アドレス　　

■連結不可

DC24V 仕様 LED ストリング、PLC タイプ C(DMX 球 ) ※コントローラ別売

概観概観

商品コード 
SPLT-ZG-LED-STR-D24-PLCC-u1-P ピッチ -50- コード色 RGB

 PLC タイプ C (DMX 球 )

PLC タイプ C(DMX 球 )DC24V 専⽤コントローラ

点灯イメージ点灯イメージ

■入出力電圧：DC24V

■入力信号：DMX

■出力信号：PLC

■電力容量：最大 30W

■出力：170アドレス (510ch) × 1

3 出⼒ ※各port で別アドレスの出力 (port1~port3 で連続したアドレス )

■入出力電圧：DC24V

■入力信号：DMX

■出力信号：PLC

■電力容量：最大 25W/port
　　　　　    最大 75W/ 全体

■出力：56アドレス (168ch) × 3

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P1-30W

商品コード
SPLT-ZG-CTRL-D24-DMX-PLCC-P3-75W

※専用アドレスセッター (下記参照 )でスタートアドレス設定可能
1 出⼒

PLC( タイプ B/C) ⽤ アドレスセッター
■各コントローラPort1の
　スタートアドレス設定が可能

　※タイプBストリームのコントローラ
　　は設定不可

■テストモード付

■サイズ：
　高さ約 30×幅約 80×奥行約125mm

商品コード
SPLT-ZG-CODER-PLC-BC

PLC ストリング使⽤例PLC ストリング使⽤例


