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DMX 制御対応商品

 DMX 対応スノーフォール

■全 2種類 (80cm/160cm)

各種共通
■入力電圧：DC12V　　　■カラー：RGB(1670 万色 )　　　■制御単位：3球 1アドレス

■リードケーブル：長さ 約 70mm(コネクタ含む )

※DC電源は別売り (P.117 参照 )

80cm
■消費電力：10W　　　■球数：24（両面 48）　　　■長さ 825mm

■アドレス数：8アドレス (24ch)　　

■連結：推奨 8セットまで中継電源無し・延長ケーブル無しの場合 )

■サイズ：灯体部 直径 20mm( キャップ部分は 23mm)　　

160cm
■消費電力：20W　　　■球数：48（両面 96）　　　■長さ1625mm

■アドレス数：16アドレス (48ch)

■連結：推奨 6セットまで (中継電源無し・延長ケーブル無しの場合 )

■サイズ：灯体部 直径 20mm( キャップ部分は 23mm)

DMX 対応スノーフォール R2、RGB 本体

専⽤部品

アドレスライタ

■DMXスタートアドレスを書き
　換えるためのアドレスライタ

商品コード：
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER

コントローラ接続 T 型ケーブル

■DMX512 信号・DC12V 電源を
　供給するための T型ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-
R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU-END

信号分岐 T 型ケーブル
灯体間ピッチ 1m

■本体の接続に必要な信号分岐
　ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-
R2-CABLE-T-SPLIT

中継電源 T 型ケーブル

■推奨連結数を超えて連結する場
　合に中継電源（DC12V）を供給
　するためのケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-
R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR

灯体間延⻑ケーブル 1m

■灯体間や各種ケーブルのメス－
　オスコネクタ間を延長するため
　のケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-
R2-CABLE-EX-L1m

エンドキャップ

■各種ケーブルのエンドキャップ

商品コード：

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-END-F

信号分岐 T 型ケーブル
灯体間ピッチ 30cm

■本体の接続に必要な信号分岐
　ケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-
R2-CABLE-T-SPLIT-P300

灯体間延⻑ケーブル 5m

■灯体間や各種ケーブルのメス－
　オスコネクタ間を延長するため
　のケーブル

商品コード：SPLT-ELL-DMX-SNF-
R2-CABLE-EX-L5m

80cm80cm

160cm160cm

商品コード
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L 品番

品番︓800品番︓800

品番︓1600品番︓1600
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 DMX 対応モジュール
■全 2種類 (6 灯タイプ /7灯タイプ )

各種共通             ※DC電源は別売り (P.117 参照 )
■入力電圧：DC24V　　■カラー：RGB(1670 万色 )　　

■モジュール数：30　　■制御単位：1モジュール 1アドレス

6 灯タイプ
■消費電力：52.5W／ 30モジュール　　　　

■アドレス数：30アドレス (90ch)　　■カバー色：乳半　 　

■モジュール間のピッチ：160± 5mm

■円形部分の直径・厚み：φ50mm・16mm    ■重量：約 1,050g

■長さ：リード /エンド 約 130mm(コネクタ含む )

7 灯タイプ
■消費電力：52.5W／ 30モジュール

■アドレス数：30アドレス (90ch)　　■カバー色：クリア　　

■モジュール間のピッチ：210± 5mm

■円形部分の直径・厚み：φ51mm・17mm     ■重量：約 900g 

■長さ：リード 約 110mm・■長さ：リード 約 110mm・エンド エンド 約 120mm(コネクタ含む）約 120mm(コネクタ含む）

 DMX 対応スノーフレーク

■消費電力：約 96W　　　■カラー：RGB(1670 万色 )

■入力電圧：DC24V　　　■サイズ： 約 60×約 60cm

■アドレス数：68アドレス (204ch)　　　■制御単位：6球 1アドレス

※DC電源は別売り (P.117 参照 )

6 灯タイプ6 灯タイプ

7 灯タイプ7 灯タイプ

DMX 対応スノーフレーク、RGB 本体

消灯時消灯時

消灯時消灯時

 DMX 対応 ⻑型ウォールウォッシャー
■P.68 参照

■全 2種類 (50cm / 100cm)　

■出力電圧：DC24V　

■カラー：RGB(3in1)

※ DC電源は別売り (P.117 参照 )

点灯イメージ点灯イメージ セット内容・50cmセット内容・50cm

商品コード　　　　　
SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u7-P200-M30-cRGB

商品コード　　　　　
SPLT-ZG-LED-MOD-D24-DX-u6-P150-M30-mRGB

商品コード　　　　　
SPLT-ZG-LED-MTF-2T-D24-DMX-SNOWFLAKE-G60-A-RGB
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DMX 制御対応商品

 COB 型 LED ウォールウォッシャー
DMX 対応 COB 型 RGB LED ウォールウォッシャー R2.1 本体
■全 4種類 (30W/60W/120W/200W)

各種共通

■入力電源：AC100V　　■ LED：R/G/B　　

■照射角度：100 度　　■保護等級：IP65

■連結：DMXケーブルの連結は可能 (電源は不可 )　　

■付属品：XLR3ピンアダプタケーブル IN側 /OUT 側 各１本

■内蔵プログラムによるスタンドアローン点灯が可能 (設定にはアドレスセッターが必要 )

■専用アドレスセッター内蔵プログラムによる点灯が可能

30W     品番︓30
■消費電力：21W

■ LED数：1

■サイズ：
　高さ185×幅 225×奥行 120mm
　(ステー含まず )

60W     品番︓60
■消費電力：50W

■ LED数：1

■サイズ：
　高さ 235×幅 286×奥行 150mm
　(ステー含まず )

120W    品番︓120
■消費電力：102W

■ LED数：2

■サイズ：
　高さ 360×幅 287×奥行 100mm
　(ステー含まず )

200W    品番︓200
■消費電力：144W

■ LED数：4

■サイズ：
　高さ 325×幅 453×奥行 190mm
　(ステー含まず )

専⽤部品

点灯イメージ点灯イメージ

R2.1 ⽤アドレスセッター
■DMXスタートアドレスを書き換える
　ためのアドレスセッター

■アドレスセッター内蔵プログラムに
　よる点灯が可能

■サイズ：185× 114× 40mm

商品コード：
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-CODER

1m1m 2m2m 3m3m

5m5m 10m10m コネクタ形状コネクタ形状

信号延⻑ケーブル
■COB型 RGB LEDウオールウオッシャー R2 や R2.1 の信号ケーブルの延長にご使用いただける延長ケーブル

商品コード
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R21-A100V 品番W-LED数 -bRGB

商品コード
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE- 品番

品番︓100品番︓100 品番︓200品番︓200 品番︓300品番︓300

品番︓500品番︓500 品番︓1000品番︓1000
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 LED PAR ライト
DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト )、丸型 19cm、AC100V、
RGBW(4in1)18 灯× 8W、145W、IP65

■入力電圧：AC100V　　■消費電力：145W

■カラー：RGBW(4in1)　　■コード色：ブラック

■ LED数：18　　■照射角度：25度、45度

■内蔵プログラムあり
　(点滅・フェード変化・段階的色変化・ストロボなど )

■連結：DMX信号ケーブル、電源共に可能

■サイズ：高さ187×幅 199×奥行 192mm( ステー含まず )

■保護等級：IP65

■付属品：XLR3ピンアダプタケーブル IN 側 /OUT 側 各 1本

点灯イメージ点灯イメージ

概観概観 背⾯背⾯

DMX 対応 挟⾓ LED PAR ライト、AC100V、RGBW(4in1)7 灯× 15W、
105W、IP65、照射⾓ 8 度

■入力電圧：AC100V　　■消費電力：90W

■カラー：RGBW(4in1)　　

■ LED数：7　　■照射角度：8度

■内蔵プログラムあり
　(フェード変化やスピード調節も可能 )

■連結：DMX信号ケーブル、電源共に可能

■サイズ：灯体 /高さ約 220×幅約 200×
　奥行 150mm( ステー含まず )、電源ケーブル /約 149cm

■重量：5.2kg　　■保護等級：IP65

点灯イメージ 1点灯イメージ 1

DMX 対応 LED ウオールウオッシャー (PAR ライト )、AC100V、
RGBW(4in1)1 灯× 60W、IP65、ズーム機能搭載 (8-58 度 )

点灯イメージ 2点灯イメージ 2

背⾯背⾯正⾯正⾯ 側⾯側⾯

■入力電圧：AC100V　　■消費電力：80W

■カラー：RGBW(4in1)　　

■ LED数：1　　■照射角度：8-58 度

■内蔵プログラムあり
　(フェード変化やスピード調節も可能 )

■連結：DMX信号ケーブル、電源共に可能

■サイズ：灯体 /高さ約 160×幅約 150×
　奥行 170mm( ステー含まず )、電源ケーブル /約 149cm

■重量：3.9kg　　■保護等級：IP65

点灯イメージ点灯イメージ

最⼩⾓度最⼩⾓度 背⾯背⾯

概観概観

最⼩⾓度最⼩⾓度

商品コード
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V60W-1RGBW-Zm-D08-58

商品コード
SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V105W-7RGBW-D08

商品コード

25度　SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D25
45 度　SPLT-ZGSK-PAR-DMX-A100V145W-18RGBW-D45
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DMX 制御対応商品

 LED ⽔中ライト、地中ライト、ガーデンライト 
DMX 対応 LED ⽔中ライト RO-1 本体  ※ DC 電源は別売り (P.117 参照 )

点灯イメージ点灯イメージ

DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯
■消費電力：9W(3W× 3灯 )　　■入力電源：DC12V　　■カラー：RGB(3in1)　　■ LED数：3　　■保護等級：IP68　　■重量：1.3kg

■サイズ：φ81×高さ 154mm　　■照射角度：25度 /40 度　　■ケーブル長さ：2m～ (1mごとに長さの追加可能 )　　　　　

DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯
■消費電力：18W(3W× 6灯 )　　■入力電源：DC12V　　■カラー：RGB(3in1)　　■ LED数：6　　■保護等級：IP68　　■重量：1.6kg　

■サイズ：φ123×高さ 165mm　　■照射角度：10度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　　■ケーブル長さ：2m～ (1mごとに長さの追加可能 )　　　　　

DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯
■消費電力：27W(3W× 9灯 )　　■入力電源：DC12V　　■カラー：RGB(3in1)　　■ LED数：9　　■保護等級：IP68　　■重量：2.2kg　

■サイズ：φ150×高さ 185mm　　　　■照射角度：10度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　　■ケーブル長さ：2m～ (1mごとに長さの追加可能 )　　

点灯イメージ点灯イメージ

セット内容 コード 5mセット内容 コード 5m

セット内容セット内容

セット内容セット内容

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 照射⾓ 45 度点灯イメージ 照射⾓ 45 度

点灯イメージ 照射⾓ 45 度点灯イメージ 照射⾓ 45 度

アップアップ

アップアップ

アップアップ 点灯時点灯時

点灯時点灯時

点灯時点灯時

商品コード　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An照射角 -CL ケーブル長さm

商品コード　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An照射角 -CL ケーブル長さm

商品コード　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さm
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専⽤部品
アドレスセッター
■DMX対応 LED水中・地中ライト /ウォール

ウォッシャー (RO) 用

■ DMXスタートアドレスを書き換えるための  
　 アドレスセッター

商品コード：
SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1 本体  
DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯
■消費電力：9W(3W× 3灯 )　　■入力電源：DC12V　　■カラー：RGB(3in1)　　■ LED数：3　　■重量：0.7kg

■サイズ：φ130×高さ 90mm　　■照射角度：10度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　　■ケーブル長さ：2m～ (1mごとに長さの追加可能 )　　　　　

DC24V・18W、RGB(3in1) × 6 灯
■消費電力：18W(3W× 6灯 )　　■入力電源：DC24V　　■カラー：RGB(3in1)　　■ LED数：6　　■重量：1.1kg　

■サイズ：φ160×高さ 90mm　　■照射角度：10度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　　■ケーブル長さ：2m～ (1mごとに長さの追加可能 )　　　　　　

DC24V・54W、RGB(3in1) × 18 灯
■消費電力：54W(3W× 18灯 )　　■入力電源：DC24V　　■カラー：RGB(3in1)　　■ LED数：18　　■重量：3.7kg　

■サイズ：φ260×高さ 120mm　　　　■照射角度：10度 /30 度 /45 度 /60 度 /90 度　　■ケーブル長さ：2m～ (1mごとに長さの追加可能 )　

概観概観 別⾓度別⾓度 点灯時 1 照射⾓ 45 度点灯時 1 照射⾓ 45 度

概観概観 別⾓度別⾓度

概観概観 別⾓度別⾓度

点灯時 2 照射⾓ 45 度点灯時 2 照射⾓ 45 度

点灯時 1 照射⾓ 45 度点灯時 1 照射⾓ 45 度 点灯時 2 照射⾓ 45 度点灯時 2 照射⾓ 45 度

点灯時 1 照射⾓ 45 度点灯時 1 照射⾓ 45 度 点灯時 2 照射⾓ 45 度点灯時 2 照射⾓ 45 度

セット内容セット内容 アップアップ DMX 出⼒DMX 出⼒

商品コード　　　　　SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さm

商品コード　　　　　SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An照射角 -CL ケーブル長さm

商品コード　　　　　SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An 照射角 -CL ケーブル長さm

※ DC 電源は別売り (P.117 参照 )

DMX 対応 LED ガーデンライト RO-1 本体  
■P.69 参照
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DMX 制御対応商品

 DMXking

eDMX
概観概観 概観概観

eDMX1PRO
■入力電源：USB　　■DMX入出力数：1　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：snapshot のみ可能 (DMX)

■スタンドアロン再生：snapshot のみ可能

■外部トリガー：非対応　　

■DMXマージ /スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：40× 36× 78mm　　■付属品：USBケーブル

eDMX2PRO
■入力電源：USBもしくは RJ45 PoE　　■DMX入出力数：2　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：可能　

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応　　

■DMXマージ /スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：75× 36× 104mm　　■付属品：USBケーブル

eDMX4PRO
■入力電源：PoE　　■DMX入出力：4　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応　　

■DMXマージ /スプリッター：可能

■サイズ：250× 44× 60mm　　

■Art-NetⅠ ,Ⅱ , 3 & 4 / sACN E1.31　対応 ( 切替不要・自動認識 )

■ Art-Net Sync / sACN Universe Sync / Madrix Sync 対応　　■RDM1.20 対応

■DMX入出力　ポート毎に切替可能

■多彩なマージ機能 (Art-Net と sACNのマージ可能 )

■レコーダー及びスタンドアロン再生機能 (eDMX1PRO除く )　※レコード及びスタンドアロン再生機能にはMicroSDカード (別売 )が必要です。

各種共通 ※ultraDMX Micro のみ非共通

eDMX4PRO DIN
■入力電源：DC8-24V　　■DMX入出力数：4　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応　　

■DMXマージ /スプリッター：可能

■サイズ：70× 68× 35mm　　

概観概観 概観概観

商品コード　　SPLT-DK-eDMX4PRO-DIN-3PIN商品コード　　　　SPLT-DK-eDMX4PRO

商品コード　　　　SPLT-DK-eDMX2PRO商品コード　　　　SPLT-DK-eDMX1PRO
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LeDMX

eDMX4PRO ISO DIN
■入力電源：DC8-24V　　■DMX入出力数：4　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応　　

■DMXマージ /スプリッター：可能

■サイズ：22.5 × 100× 120mm　　　

LeDMX4PRO
■入力電源：DC5V(5V 仕様タイプ ) / DC12-24V(12-24V 仕様タイプ )

■ピクセル用出力ポート数：4　　　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：可能

■スタンドアロン再生：可能　　■外部トリガー：対応　　

■DMXマージ /スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：72× 65× 29mm　　　

ultraDMX

ultraDMX Micro
■入力電源：USB　　■DMX入出力数：1　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：不可

■スタンドアロン再生：不可

■外部トリガー：非対応

■DMXマージ /スプリッター：不可

■サイズ：19φ× 76mm　　　

ultraDMX 2PRO
■入力電源：USBもしくは RJ45 PoE　　■DMX入出力数：2　　

■ArtNet/sACN/DMXレコード：可能

■スタンドアロン再生：可能

■外部トリガー：対応　　

■DMXマージ /スプリッター：DMX-IN 1 系統

■サイズ：75× 36× 104mm　　■付属品：USBケーブル

専⽤部品
eTrigger( スイッチ付 )
■外部接点用トリガーユニット (スイッチ付 )

■ 適応機種：
　eDMXシリーズ (eDMX1PRO除く )
　ultraDMX2pro

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-BT4

eTrigger( スイッチなし ) 
■外部接点用トリガーユニット (スイッチなし )

■ 適応機種：
　eDMXシリーズ (eDMX1PRO除く )
　ultraDMX2pro

商品コード：SPLT-DK-eDMX-Trigger-NB4

商品コード　　　SPLT-DK-ultraDMX2PRO商品コード　　　SPLT-DK-ultraDMX-Micro

商品コード　　
　　DC5V 仕様　　　SPLT-DK-LeDMX4PRO-D05
　　DC12-24V 仕様　SPLT-DK-LeDMX4PRO-D12

商品コード　　SPLT-DK-eDMX4PRO-ISO-DIN
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DMX 制御対応商品

 DMX コントローラ・デコーダ・スプリッター各種

■コントローラ内蔵パターンによるスタンドアローン制御や
　DMX512 信号によるRGB調光制御や点灯パターンの選択が可能

■入力電圧：AC100V

■出力電圧：DC100V

■消費電力：3.96W

■出力電流：2A/ch

■サイズ：高さ 50×幅 190×奥行 136mm

DMX-RGB3ch コントローラ、出⼒ DC100V

■DC仕様の RGB3ch 灯体向け

■DMX512 信号によるRGB灯体制御が可能

■入力電圧：DC12V-24V

■出力電流：最大 4A/ch

■サイズ：高さ 40×幅 165×奥行 75mm

DMX デコーダ、RGB3ch ⽤

DMX スプリッター

4 分配
■入力：AC100V

■サイズ：

　高さ 24×幅 111×奥行 63mm

8 分配
■入力：AC100V

■サイズ：

　高さ 45×幅 340×奥行 150mm

■DMX512 信号の分配が可能

 DMX-SPI デコーダ

10IC 対応、DC5-24V 仕様
■ P.110 参照

DS-L、DC5-24V 対応、8A
■ P.110 参照

TM1804 ／ WS2811 対応
■ P.110 参照

概観概観 セット内容セット内容

端⼦台端⼦台

DMX ⼊出⼒DMX ⼊出⼒

概観概観 セット内容セット内容

アップアップ

商品コード 
SPLT-ZG-DMX-SPLIT4

商品コード 
SPLT-ZG-DMX-SPLIT8

商品コード 
SPLT-ELL-LED-TPP-DMX-DECODE-RGB4A

商品コード 
SPLT-WG-CTRL-AC-DMX-RGB3-6A


