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カラーチェンジシリーズ（PRO4）
ストリング・つらら・ネットのカラーチェンジシリーズがプロフェッショナルV4仕様にパワーアップしました。
従来品は色変化の過程で光のちらつきがありましたが、プロフェッショナルV4仕様ではこのちらつきが解消されました。

カラーチェンジストリング ( ストレート )
■消費電力／ 5W　■入力電圧／ AC100V　■長さ／ 11m　■球数／ 100 球　■連結／ 2 セットまで　
■カラー／電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト、ホワイト / ブルー ■コード色／ブラック ( 黒 ) ■専用パワーコード付

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BCYW　 　カラーチェンジストリング ( ストレート )、プロ仕様 (V4)、100 球、電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100-BWB　　　カラーチェンジストリング ( ストレート )、プロ仕様 (V4)、100 球、ホワイト / ブルー

束ねた状態

カラーチェンジアイシクル ( ツララ )
■消費電力／ 9W　■入力電圧／ AC100V　■高さ ･ 幅／ 240mm-720mm･3510mm　■球数／ 140 球　■連結／不可
■カラー／電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト、ホワイト / ブルー　■コード色／シルバー ( 銀 ) ■専用パワーコード付

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TCYW　 　 カラーチェンジアイシクル ( ツララ )、プロ仕様 (V4)、140 球、電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-ICE-140-TWB　 　   カラーチェンジアイシクル ( ツララ )、プロ仕様 (V4)、140 球、ホワイト / ブルー

概観（消灯時）

カラーチェンジネット ( 網状 )
■消費電力／ 12W　■入力電圧／ AC100V　■高さ／ 1000mm　■幅／ 2000mm　■球数／ 180 球　■連結／不可
■カラー／電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト、ホワイト / ブルー　■コード色／ブラック ( 黒 ) ■専用パワーコード付

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BCYW　 　カラーチェンジネット ( 網状 )、プロ仕様 (V4)、180 球、電球色 ( イエローゴールド )/ ホワイト
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-NET-180-BWB　 　  カラーチェンジネット ( 網状 )、プロ仕様 (V4)、180 球、ホワイト / ブルー

電球色（イエローゴールド）/ ホワイト ホワイト / ブルー

電球色（イエローゴールド）/ ホワイト ホワイト / ブルー概観（消灯時）

電球色（イエローゴールド）/ ホワイト ホワイト / ブルー

専用パワーコードについて・・・付属のコントローラ付き専用パワーコードで、8 種類の点滅方法を押しボタンで選択することができます。
1. カラーフェード（色変化の周期 4 秒）　　2. 常点（色①）　　3. 常点（色②）　　4. カラーチェンジ（超速）
5. カラーチェンジ（速い）　　6. カラーチェンジ（普通）　　7. カラーチェンジ（ゆっくり）　　8. 常点（2 色ミックス）
※メモリ機能はついておりません。電源をオフにすると、カラーフェードに戻ります。
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LEDネット (網状 ) ライト

◆耐久性がさらに向上した「プロフェッショナル V4 シリーズ < 特許第 5356861 号 >」のネットライトに新色が加わりました。
　ハロウィンにぴったりなアンバー、さわやかなアクアブルー、華やかな RGB の 3 色が仲間入りです。

常時点灯　黒コード
■消費電力／ 10W　■入力電圧／ AC100V
■高さ／ 1m　幅／ 2m　■球数／ 180　■パワーコード付
■連結／推奨 1500 球（最大 1800 球）まで
※ RGB の商品は、RGB 以外の色のネットライトとは
　連結できません。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BA　　　　　　　アンバー ( オレンジ )
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BLB　　　　　　 アクアブルー
SPLT-ZG-PRO4-LED-NET-180-BRGB　　　　　  RGB(1670 万色 )

消灯時

アンバー

アクアブルー

RGB(1670 万色 )
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LED丸形電球ストリング
白熱電球のような形の LED電球（ストリングタイプ）です。カラーは、温かみのある色味が人気の電球色です。
パワーコードが付属しておりますので、AC/DCアダプタ等は不要で気軽にお使いいただけます。

LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、オレンジゴールド
■消費電力／ 1.5W　■入力電圧／ AC100V　■サイズ／ LED 電球の直径 45mm　■連結／ 10 本まで
■ LED 数／ 30（1 つの電球につき 3LED）　■カラー／電球色（オレンジゴールド）　■パワーコード付

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-ZG-LED-STR-AC-G45C-10-BCO　　　　　　　　　　　　 LED 丸形電球ストリング、G45 型、10 球 (30LED)、オレンジゴールド

点灯イメージ

消灯時

消灯時アップ

点灯時アップ
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SPI 対応 RGBストリングR2

SPI 対応 RGB ストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、25 ピクセル、クリアコード
■消費電力／ 15W/ セット（25 球）　■入力電圧／ DC12V　■サイズ／ 5200mm　■ピクセル数／ 25　■ LED 数／ 50
■ピクセルのピッチ／ 20cm　■入力信号／ SPI　■ IC 型番：WS2811　■ 1 ピクセル 1 アドレス　■保護等級 IP65
※クリアコードと黒コードではコネクタの形状が異なるため、連結する場合には変換ケーブルが必要となります。
※コード色はクリアですが、側面（片側）に赤いラインが入っています。
※ DC12V 仕様、別途 DC 電源と、WS2811 に対応した DMX-SPI デコーダや SPI コントローラが必要です。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U1-25-TRGB　　　　　SPI 対応 RGB ストリング R2、1 ピクセル 1 アドレス、DC12V 仕様、25 ピクセル、クリアコード

◆ SPI 制御に対応した RGB ストリング（ピクセル）のクリアコードバージョンです。
　背景が白い場所などの場合でも、コードを目立たせずに設置することが可能になりました。

SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-CABLE-EX-L1m-T　　  SPI 対応 RGB ストリング ( ピクセル )R2 用灯体間延長ケーブル (1 ｍ )、クリアコード

SPI 対応 RGB ストリング ( ピクセル )R2 用灯体間延長ケーブル (1 ｍ )、クリアコード
SPI 対応 RGB ストリング（ピクセル）の間を延長するためのケーブルです。長さは 1m となります。
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LEDモチーフライト

LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )
■消費電力／ 22W　■入力電圧／ AC100V　■高さ／ 1000mm　■幅／ 1000mm　■コード長／ 1500mm
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■コード色／ブラック（黒）　■連結／不可　■パワーコード付

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  商品名
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-CY　　 LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )、電球色 ( イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-W　　  LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )、ホワイト ( 白 )

消灯時 イエローゴールド ホワイト

LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )
■消費電力／ 26W　■入力電圧／ AC100V　■高さ／ 1000mm　■幅／ 1000mm　■コード長／ 1500mm
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■コード色／ブラック（黒）　■連結／不可　■パワーコード付
消灯時 イエローゴールド ホワイト

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  商品名
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-CY　　 LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )、電球色 ( イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-W　　  LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )、ホワイト ( 白 )

LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )
■消費電力／ 30W　■入力電圧／ AC100V　■高さ／ 1000mm　■幅／ 1000mm　■コード長／ 1500mm
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■コード色／ブラック（黒）　■連結／不可　■パワーコード付

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商品名
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-CY　　 LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )、電球色 ( イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-C18-W　　  LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )、ホワイト ( 白 )

冬のイルミネーションの定番スノーフレークモチーフの新作です。
従来のものより複雑なデザインを実現し、より雪の結晶に近いものとなりました。

消灯時 イエローゴールド ホワイト
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LEDモチーフライト

消灯時

イエローゴールド ホワイト

消灯時

イエローゴールド ホワイト

LED2D ロープモチーフ、バロック調 ( 小 )
タイプ A、90cm × 27cm
■消費電力／ 8W　■入力電圧／ AC100V
■高さ／ 270mm　■幅 900mm　■連結／不可
■コード色／ブラック　■コード長／ 1500mm
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■パワーコード付
商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY　電球色 ( イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W　 ホワイト

LED2D ロープモチーフ、バロック調 ( 小 )
タイプ B、90cm × 30cm
■消費電力／ 8W　■入力電圧／ AC100V
■高さ／ 300mm　■幅 900mm　■連結／不可
■コード色／ブラック　■コード長／ 1500mm
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■パワーコード付
商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-CY　電球色 ( イエローゴールド )
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-B-W90H30-W　 ホワイト

バロックライトの新作です。小さいタイプは玄関や軒下の飾り付け、文字作成などに最適です。
星付きのタイプは、設置するだけでより華やかな演出ができるようになりました。
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イエローゴールド ホワイト

消灯時

イエローゴールド ホワイト

LED2D ロープモチーフ、星付きバロック調 ( 大 )
タイプ C、170cm × 80cm
■消費電力／ 22W　■入力電圧／ AC100V
■高さ／ 800mm　■幅 1700mm　■連結／不可
■コード長／ 1500mm　■コード色／ブラック
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■パワーコード付
商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY　　電球色 ( イエローゴールド )

SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W　　 ホワイト

消灯時

LED2D ロープモチーフ、星付きバロック調 ( 大 )
タイプ D、170cm × 90cm
■消費電力／ 22W　■入力電圧／ AC100V
■高さ／ 900mm　■幅 1700mm　■連結／不可
■コード長／ 1500mm　■コード色／ブラック
■カラー／イエローゴールド、ホワイト　■パワーコード付
商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー
SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-CY　　電球色 ( イエローゴールド )

SPLT-EL-LED-MTF-2R-BRQ-D-W170H90-W　　 ホワイト

LEDモチーフライト
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SPI 対応 LEDテープライト
SPI対応の光の流れるテープライトです。長さは 5mと 10mがございます。カラーは、RGBのほか
ありそうでなかった白単体の光の流れるテープライトもラインナップに加わり、表現の幅が広がるようになりました。

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、
TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球
■消費電力／ 7.2W/m（36W/5m）　■入力電圧／ DC12V　■長さ／ 5m　■球数／ 30 球 /m（150 球 /5m）
■カット単位／ 100mm ■ 3 球 1 アドレス　■入力信号／ SPI　■ LED ドライバ IC ／ TM1804
■カラー／ホワイト、RGB　※写真はホワイトです。
■色温度／ 6000K（ホワイト）　■コントローラ別売　■ DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商品名
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L5m-W　　　SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球、ホワイト

SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L5m-RGB　   SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 5m、150 球、RGB

SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V
TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球
■消費電力／ 7.2W/m（72W/10m）　■入力電圧／ DC12V　■長さ／ 10m　■球数／ 30 球 /m（300 球 /10m）
■カット単位／ 100mm　■ 3 球 1 アドレス　■入力信号／ SPI　■ LED ドライバ IC ／ TM1804
■カラー／ホワイト、RGB ※写真はホワイトです。
■色温度／ 6000K（ホワイト）■コントローラ別売　■ DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商品名
SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-W　　 SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球、ホワイト

SPLT-ELL-TP-S5050-D12V-SPI-T184-m30-W23L10m-RGB　 SPI 対応 LED テープライト、SMD5050 型、3 球 1 アドレス、DC12V、TM1804、幅 23mm、長さ 10m、300 球、RGB

商品コード　　　　　　　　　　　　 商品名
SPLT-ELL-CTRL-DMX-SPI-T184　　　DMX-SPI コントローラ、TM1804 対応、DC5-36V、9A

取り付け部品

点灯時 消灯時

点灯時 消灯時

DMX-SPI コントローラ
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ネオンフレックス

SMD2216 型、DC24V、
幅 8mm、5m、910 球
■消費電力／ 12.5W/m　■入力電圧／ DC24V
■幅／ 8mm　■厚さ／ 12mm　■長さ／ 5m
■カット単位／ 38.5mm　■球数／ 910 球（182 球 /m）
■連結／不可　■保護等級／ IP68
■ DC24V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-B　　　ブルー（青）
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-C　　　電球色
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-G　　　グリーン（緑）
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-R　　　レッド（赤）
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-W　　  ホワイト（白）
SPLT-SCX-NFX-S2216-D24V-m182-W8mmL5m-Y　　　イエロー（黄）

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-SCX-NFX-S2216-P-END　　　　　　エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-S2216-P-MNT-CLIP　　　 マウントクリップ

取り付け部品

消灯時 アップ

カットマーク 太さの比較

ブルー（青） 電球色（イエローゴールド） グリーン（緑）

レッド（赤） ホワイト（白） イエロー（黄）

電源入力ケーブル（固定キャップ付）

エンドキャップ

マウントクリップ

SPLT-SCX-NFX-S2216-P-PWR-CABLE　　　　電源入力ケーブル ( 固定キャップ付 )
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昨今注目の新しいイルミネーションです。お取り扱いする種類が増えました。
柔軟性があり、今までにないしなやかな表現も可能となります。IP65 で屋外での使用も可能です。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-SCX-NFX-S5050-D24V-m60-W12L15m-RGB3　　　　　 LED ネオンフレックス、SMD5050 型、RGB3ch、DC24V、幅 12mm、15m、900 球
SPLT-SCX-NFX-S5050-SD-P-CABLE-RGBV-4PIN　　　　　　　SMD5050 型、RGB3ch 用、電源・信号入力ケーブル（灯体接続コネクタ＋先バラ 4 芯）

SMD5050 型、RGB3ch、DC24V、
幅 12mm、15m、900 球
■消費電力／ 216W（14.4W/m）　■入力電圧／ DC24V
■幅／ 12mm　■厚さ／ 21mm　■長さ／ 15m
■カット単位／ 100mm　■球数／ 900 球（60 球 /m）
■保護等級／ IP68　■ DC24V 仕様、別途 DC 電源と
RGB3ch 調光コントローラが必要です。

点灯イメージ

電源・信号入力ケーブル

概観 カットマーク

SPI 対応 LED ネオンフレックス、
SMD5050 型、RGB、DC24V、
幅 12mm、5m、300 球
■消費電力／ 72W（14.4W/m）　■入力電圧／ DC24V
■幅／ 12mm　■厚さ／ 21mm　■長さ／ 5m
■カット単位／ 100mm　■球数／ 300 球（60 球 /m）
■IC型番／WS2811　■保護等級／IP68　■DC24V仕様、
別途DC電源と、SPI対応コントローラ/デコーダが必要です。

点灯イメージ

概観 カットマーク電源・信号入力 T 型ケーブル

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-SCX-NFX-S5050-D24V-SPI-m60-W12L5m-RGB　　　　 SPI 対応 LED ネオンフレックス、SMD5050 型、RGB、DC24V、幅 12mm、5m、300 球

SPLT-SCX-NFX-S5050-SPI-P-CABLE-T-SIG-PWR-4PIN　　　　電源・信号入力 T 型ケーブル（灯体接続コネクタ＋信号入力 2 芯先バラ＋電源入力 2 芯先バラ）

SPI ／ RGB3ch 共通 取り付け部品
商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-SCX-NFX-S5050-P-END　　　　　　　　　エンドキャップ
SPLT-SCX-NFX-S5050-P-MNT-CLIP　　　　　　 マウントクリップ
SPLT-SCX-NFX-S5050-P-CABLE-EX4PIN　　　　灯体間連結ケーブル

SPLT-SCX-NFX-S5050-SPI-P-CABLE-T-EX4PIN-INPWR　　　　 中継電源 T 型ケーブル（灯体接続コネクタｘ 2 ＋電源入力 2 芯先バラ）

エンドキャップ マウントクリップ 灯体間連結ケーブル
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LED投光器・看板灯

LED 看板灯、矩形、
スリム筐体 ( 黒 )、50W
■消費電力／ 50W　■入力電圧／ AC100V
■サイズ・重さ／ 285mm × 240mm × 55mm・2.2kg
■ LED 色／電球色、ホワイト　■ LED 数／ 1
■色温度／電球色 :2700 ｰ 3200K　白 :5500 ｰ 6500K
■明るさ／電球色 :4250lm　白 :4420lm
■照射角度／ 120°　■筐体色／黒　■保護等級 IP65

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー

SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BC　　　 　　電球色

SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V50W-BW　　　 　  ホワイト

電球色 ホワイト

電球色 ホワイト
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とても明るい広角の投光器です。従来のものより薄型・軽量になり、より扱いやすくなりました。
看板灯だけでなく、イベント会場の照明や樹木のライトアップなどオールマイティーに使うことができます。

LED 看板灯、矩形、
スリム筐体 ( 黒 )、100W
■消費電力／ 100W　■入力電圧／ AC100V
■サイズ・重さ／ 336mm × 293mm × 82mm・4kg
■ LED 色／電球色、ホワイト　■ LED 数／ 2
■色温度／電球色 :2700 ｰ 3200K　白 :5500 ｰ 6500K
■明るさ／電球色 :8360lm　白 :8690lm
■照射角度／ 120°　■筐体色／黒　■保護等級 IP65

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラー

SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BC　　　　  電球色
SPLT-SCX-FLD-STD-RCT-SL-A100V100W-BW　　　　 ホワイト

電球色 ホワイト

電球色 ホワイト
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LED小型 9Wスポットライト

DC12V、RGB3ch(3in1)、
3W × 3 灯
■消費電力／ 9W　■入力電圧／ DC12V
■サイズ／ 80 ㎜　■照射角／ 20°、40°
■ LED 色／ RGB　■ LED 数／ 3
■筐体色／黒 ( ※ 1)　■保護等級 IP65
商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　  種類

SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An20　　　　　20°

SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bRGB-An40　　　　　40°

DC12V、電球色、3W ｘ 3 灯
■消費電力／ 9W　■入力電圧／ DC12V
■サイズ／ 80 ㎜　
■照射角／ 20°（※ 2）
■ LED 色／電球色　■ LED 数／ 3
■色温度／ 3050 ～ 3250K
■筐体色／黒 ( ※ 1)　■保護等級 IP65

商品コード　SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bC-An20

DC12V、ホワイト、3W ｘ 3 灯
■消費電力／ 9W　■入力電圧／ DC12V
■サイズ／ 80 ㎜　
■照射角／ 20°（※ 2）
■ LED 色／ホワイト　■ LED 数／ 3
■色温度／ 5650 ～ 6300K
■筐体色／黒 ( ※ 1)　■保護等級 IP65

商品コード　SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-bW-An20

（※ 1）白の筐体も特注可能です。　（※ 2）照射角 40°の製品も特注可能です。
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こちらを読み込むと、商品の　
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

設置場所を選ばない小型スポットライト。
3Wの LEDを 3個搭載し、小さい作りですがとても明るく
色のにじみもほとんどありません。
保護等級 IP65 の防塵・防水性を持ち屋外での使用も可能です。

仕様図

配光図（照射角20°）

配光図（照射角40°）
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DMX対応スノーフォールR2
DMXで制御ができるスノーフォールです。多彩な表現が可能になりました。
商業施設やイベントなど、様々な場面でお使いいただけます。

DMX 対応スノーフォール R2、RGB
■入力電圧／ DC12V　■長さ／ 800mm、1600mm　■ 6 球 1 アドレス　■入力信号／ DMX　■カラー／ RGB
■ DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  商品名
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L800　　　　　　　　　 DMX 対応スノーフォール R2、RGB、80cm

商品コード　　　　　　　　　　　　　　　商品名
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-WRITER　　　　 アドレスライタ
SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-XLR3-PWR-LTU　 コントローラ接続 T 型ケーブル

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-EX-L1m　灯体間延長ケーブル、1m

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-SPLIT　信号分岐 T 型ケーブル

取り付け部品

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-CABLE-T-EXSIG-INPWR　  中継電源 T 型ケーブル

80cm 点灯時 80cm 消灯時 160cm 点灯時 160cm 消灯時

アドレスライタ

コントローラ接続 T 型ケーブル

灯体間延長ケーブル

信号分岐 T 型ケーブル

中継電源 T 型ケーブル

SPLT-ELL-DMX-SNF-R2-D12V-RGB-L1600　　　　　　　　  DMX 対応スノーフォール R2、RGB、160cm

■球数／片面：24 球（両面：48 球）
■チャンネル数／ 24ch（8 ピクセル）

■球数／片面：48 球（両面：96 球）
■チャンネル数／ 48ch（16 ピクセル）
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本カタログ掲載商品は商品の性能の向上や改良により、仕様やデザイン、型番等が
予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご確認ください

ご使用上の注意とお願い
■商品が届きましたら、はじめに中身をご確認ください。
■取り付ける前に、正常に点灯するかをご確認ください。
■飾り付けに伴う電気工事を行う場合は、有資格者にお任せください。
■電源接続の際は、電気容量、最大連結数等をご確認の上、接続・取り付けを行ってください。
■商品は仮設用器具にあたりますので常設はご遠慮ください。
■屋外使用と記載されている商品は防滴構造ですが、必ず商品の連結部分や末端部分に防水処理を施してください。
■商品は乱暴に扱わないでください。断線し、隙間からの浸水で故障する可能性があります。
■取り付けの際は、商品を無理に引っ張ったり、留め具や針金をきつく締めすぎないでください。
■漏電の原因になりますので、フレームやフェンス等金属への直接設置や、地面への設置の際は、
　絶縁処理を行ってください。
■吊り下げて使用する場合は、被覆付きワイヤー等を使用し、本体に無理な負荷がかからないようにしてください。
■電源箇所やコードをきつく曲げたり、束ねたままで使用しないでください。
■保証期間を過ぎたものはご使用にならないでください。

ご購入に関しまして
＜運送費＞
■運送費は通常発送の場合、発送地域やご購入商品により、当社規定の運送費を申し受けます。
　お買い上げ金額に応じて、送料が無料になります。
■航空便や時間指定便をご指定の場合、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

＜納期＞
■ご注文の際は、大量少量に関わらず、あらかじめ在庫確認をお願いいたします。
■ご注文の時期によって、入荷待ち等でお届けが遅くなったり、欠品となる場合がございますのでご了承ください。

＜返品・交換について＞
■全ての商品の発送について、細心の注意を払っておりますが万が一、ご注文と違う商品や破損した商品が届いた
　場合には、商品到着後 1 週間以内にご連絡ください。
　当社の責による誤配、破損と確認でき次第、正しい（または新しい）商品と無料で交換させていただきます。
　商品が欠品の場合には返金となります。
■商品の保証期間は、商品ごとの保証期間とし、商品の交換のみとさせていただきます。
　取り替えにかかる諸経費は保証いたしかねます。
■下記に該当する場合は、保証期間内でも、返品の受付ができませんのでご注意ください。
　・人為的損傷による場合。（お客様自身、取付業者を含みます）
　・商品の加工、改造が見受けられる場合。
　・自然災害、悪戯、事故等による故障の場合。
　・定期点検、メンテナンス不足による場合。
　・商品に適合しない電圧でのご使用の場合。
　・沿岸部や極端に湿度の高い環境、有害ガスの発生する環境でのご使用の場合。
　・箱や袋から商品を出し、元の状態に戻せない場合。箱や袋を紛失した場合。

スパークリングライツ株式会社　http://www.xmas-deco-lights.com
〒 194-0038　東京都町田市根岸 1-13-20　TEL 042-794-4605　FAX 042-794-4606




