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イルミネーション取り付け部品

防滴型、DC12V、24W 級
■サイズ：高さ約 32×
                     幅約 154×
　　　        奥行約 46mm、 
                     全長約 4.4m

防滴型、DC12V、36W 級
■サイズ：高さ約 35×
　　　        幅約 140×
　　　        奥行約 50mm、 
　　　        全長約 4.5m

防滴型、DC12V、72W 級
■サイズ：高さ約 40×
                     幅約 154×
　　　        奥行 65mm、 
                     全長約 4.5m

DC12V、36W 級
■サイズ：
　高さ 30×幅 106×奥行 46mm、 
　全長約 2.8m

AC/DC アダプタ ( スイッチング電源 )

■出力：DC5V、DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30×幅 99×  奥行 82mm

■出力：DC5V、DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30×幅 129×  奥行 97mm

■出力：DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30×幅 159×  奥行 97mm

DC12V、60W 級
■サイズ：
　高さ 31×幅 114×奥行 47mm、 
　全長約 2.8m

■出力：DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 30×幅 215×  奥行 115mm

■出力：300W / DC5V　 350W / DC12V、DC24V
　　　　450W / DC24V

■サイズ：
300W、350W / 高さ 30×幅 215×  奥行 115mm
450W / 高さ 50×幅 238×奥行 124mm

■出力：DC12V、DC24V

■サイズ：高さ 63.5 ×幅 247×  奥行 127mm

■出力：DC12V

■サイズ：高さ 38×幅 159×  奥行 97mm

35W 級

100W 級

150W 級

200W 級

300W 級 / 350W 級 /450W 級

600W 級

96W 級、防⽔タイプ

※使用する灯体の種類とAC/DCアダプタ、スイッチング電源の容量により、　
　点灯できる長さが異なります。　
　安定した点灯のために、電源の容量は余裕を見て選択してください。
　各電源で使用可能な灯体の長さは右にあるQRコードを読み込んで参照
　してください。

※スイッチング電源はACプラグ付ケーブル、DCプラグ (ジャック )付コードは付属していません。

出⼒ 容量

DC5V 35W / 100W / 300W

DC12V 35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 600W / 96W( 防水 )

DC24V 35W / 100W / 150W / 200W / 350W / 450W/600W

各出⼒容量各出⼒容量

商品コード　
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W

商品コード　
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W

商品コード　
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W

商品コード　
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W

商品コード　
SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V72W

商品コード　
DC5V       SPLT-ELL-LED-TPP-ACDC-5V35W-MW
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V35W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V35W-MW

商品コード　
DC5V       SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V100W-MW
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V100W-MW

商品コード　
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V150W-MW

商品コード　
DC5V       SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-5V300W-MW
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V 容量W-MW

商品コード　
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V200W-MW

商品コード　
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW
DC24V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-24V600W-MW

商品コード　
DC12V　SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67

 AC/DC アダプタ
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 防滴タイプ 電源部分 延⻑・分岐ケーブル

防滴タイプ電源延⻑ケーブル
■入力電圧：AC100V　　■入力電流：15A　　■定格電力容量：1500W　　■コード色：ブラック　　■屋外使用可能

各種共通 

5m
商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-EX-5m

10m
商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-EX-10m

20m
商品コード：SPLT-ZG-ACCABLE-EX-20m

防滴タイプ電源分岐ケーブル
3 分岐
■長さ：リード側 30cm
　　　    エンド側 30cm

商品コード：SPLT-IK-BR3CORD

6 分岐
■長さ：リード側 20cm
　　　    エンド側 10cm、20cm

商品コード：SPLT-EL-BR6CORD

 イルミネーション連結部 延⻑・分岐ケーブル

■対応商品：プロフェッショナル(V4シリーズ )/レギュラーシリーズ　・ストリングライト<常点 /トゥインクル /カラーチェンジ /AC2 芯制御>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　             ・アイシクルライト<常点 /トゥインクル /カラーチェンジ>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　             ・ネットライト<常点 /トゥインクル /カラーチェンジ /AC2 芯制御>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　             ・カーテンライト　　・バロック調モチーフライト　　など

各種共通 

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。
※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

商品コード：
100cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100
200cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200
300cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-200
500cm　SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-500

連結部延⻑ケーブル 連結部延⻑ケーブル、2 芯先バラ

連結部分岐ケーブル 3 分岐

商品コード：
メス100cm　
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-
FEMALE-100

オス 100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-2W-
MALE-100

■コネクタを含む全長：約 53cm
　分岐元ケーブル長：約11cm
　分岐先ケーブル長：約 29cm
　
商品コード：
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE

100cm100cm 200cm200cm

300cm300cm 500cm500cm

メス 100cmメス 100cm

オス 100cmオス 100cm

イルミネーション取り付け部品
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 LED キャップ ( アタッチメント )

フラワーフラワー

スタースター

スノースノー

ミニフラワーミニフラワー

ハートハート

さくらさくら

Φ 40mmΦ 40mm Φ 80mmΦ 80mm

Φ 40mmΦ 40mm
使⽤イメージ使⽤イメージ

Φ 80mmΦ 80mm
使⽤イメージ使⽤イメージ

LED イルミネーション⽤ EVA ボール
■材質：EVA樹脂

※取り付け口はないので、お使いになる灯体の大きさに応じて
　穴を明けてから取り付けてください。

商品コード：φ40mm　SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-40MM
　　　　　    φ 80mm　SPLT-ZG-Z-EVA-BALL-80MM

LED キャップ、ローズ
※取り付けの際はホットボンド等で固定する必要があります。

■サイズ：50mm　幅最大約 50×高さ約 35mm
　　　　　60mm　幅最大約 65×高さ約 40mm

商品コード：50mm　SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C
　　　　　    60mm　SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-60-C

LED キャップ、ボール型
■1セット：100 個入り　　■内径：6.0mm　　

■外径：18.5mm　　■カラー：クリア /ホワイト

商品コード：クリア     　SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC
　　　　　    ホワイト　SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC

LED キャップ、その他

＜対象のイルミネーション＞
・ストリング（ストレート）ライト ・アイシクル（つらら）ライト

・縦横連結可能カーテンライト ・ストリーム（流れ点滅）ライト
※ネットライト・ウォーターフォール（ナイアガラ）・バロック調ライト・モチーフライ

　ト等にはアタッチメントの取り付けはできません。

＜凡例＞

　　〇　　 ・・・ 取り付け可能です。

　　△　　 ・・・ ゆるみが出てしっかりと固定できない場合があります。

　　▼　　 ・・・ かなりタイトな為、奥までしっかりと固定できない場合があ

ります。

　要固定　 ・・・ ホットボンド等で固定する必要があります。

　要固定▼・・・ 取付用パッドを外した上で、ホットボンド等で固定する必要

があります。

　　×　　 ・・・ 取り付けられません。

LED アタッチメント（LEDキャップ）対応表

LEDアタッチメント

商品名（型番）

イルミネーション本体
プロ仕様 V4

（プロフェッ

ショナル V4）

の対象商品

プロ仕様 V3

（プロフェッ

ショナル V3）

の対象商品

レギュラー

仕様の

対象商品

乾電池式 50 球

ストリング

乾電池式10球

ストリング

ローズ、50mm（SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C） 要固定▼ 要固定 要固定 要固定 要固定

ローズ、60mm（SPLT-EL-LED-CAP-ROSE-50-C） 要固定▼ 要固定 要固定 要固定 要固定

フラワー（SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC） 〇 〇 〇 〇 〇

スノー（SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC） 〇 〇 〇 〇 〇

ハート（SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC） ▼ 〇 〇 〇 〇

スター（SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC） ▼ 〇 〇 〇 〇

ミニフラワー、ライトピンク

（SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC） ▼ ▼ 〇 〇 〇

さくら（SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC） 〇 〇 〇 〇 〇

ボール型、6.0mm、透明

（SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-T-100PC） × △ 要固定 要固定 要固定

ボール型、6.0mm、白

（SPLT-ZG-LED-CAP-BALL-Gi60e185-W-100PC） × △ 要固定 要固定 要固定

50mm50mm 60mm60mm

50mm50mm
LED︓電球⾊使⽤LED︓電球⾊使⽤

60mm60mm
LED: 電球⾊使⽤LED: 電球⾊使⽤

商品コード：
フラワー、50個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-FLOWER-50PC
スノー、50個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-SNOW-50PC
ハート、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-HEART-100PC
スター、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-STAR-100PC
ミニフラワー、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-MINI-FLOWER-LPi-100PC
さくら、100 個セット　SPLT-ZG-LED-CAP-SAKURA-100PC

クリアクリア ホワイトホワイト

クリアクリア
LED: 電球⾊使⽤LED: 電球⾊使⽤

ホワイトホワイト
LED︓電球⾊使⽤LED︓電球⾊使⽤

LED キャップ対応表


