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LED モチーフライト

3D モチーフ、クリスタルスター、
30cm、30 球（連結可）
屋外で使用可能です。

※ツリートップ等への取付用部材は付属しません。

■入力電圧：100V　■消費電力：2W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■球数：30　■連結：20 セットまで可能　

■サイズ：高さ 28 ×幅 29 ×奥行 8cm　■電源コード長：約 200cm

イエローゴールド

ホワイト

ブルー

 商品コード    　　　 カラー

 SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB 　　　ブルー（青）

 SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TCY 　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TW 　　　ホワイト（白）

クリスタルモチーフ、スノーフレーク、23cm、14 球× 3 個セット（連結可）
スノーフレーク（雪の結晶）のモチーフライト 3 個セットです。

屋外で使用可能です。

■入力電圧：100V　■消費電力：6W　■コード色：シルバー ( 銀 )

■球数：42（14 × 3）　■連結：7 セットまで可能　

■サイズ：高さ 23 ×幅 20 ×厚さ 2cm　

■灯体間のコード長：約 102cm　■電源コード長：約 200cm

ブルー

ホワイト

イエローゴールド

 商品コード    　　  カラー

 SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TB　　　　　ブルー（青）

 SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TCY　　　　  電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW　　　　  ホワイト（白）

スティックパスライト、35 球
地面に挿して使用するスティック型です。庭のアプローチなどを簡単に綺麗に飾ることがで

きます。1 セット 5 本入りです。

防雨型 AC アダプタ付きなので、屋外で使用可能です。

RGB（R2）（ゆっくり変化） ＜形状：サクラ・ボール・ローズ＞
RGB（赤、緑、青）の三原色のチップを内蔵した LED で 1670 万色の色を発色します。

それぞれの LED がランダムに色変化します。

■入力電圧：AC100V(->AC24V)　■消費電力：2.4W　■色：RGB（1670 万色）

■球数：35（7 球／本）　■連結：不可　■地上部高さ：約 56cm　

■灯体全長：約 3.1m　■コード長：約 5.5m

ローズボールサクラ

→

消灯時 点灯時

ボール図面

青↔白カラーチェンジ（R2） ＜形状：スター＞
■消費電力：2.4W　■球数：35　■連結：不可　

■サイズ：地上部高さ 56cm ×灯体全長 3.2m ×コード長 5.5m

 商品コード    形状 　カラー

 SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-SKR-35BRGB-S サクラ RGB

 SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-BALL-35BRGB-S ボール 　RGB

 SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-ROSE-35BRGB-S ローズ 　RGB

 商品コード    　形状・カラー

 SPLT-EL-LED-STK-PATH-R2-STAR-TW-35BBW 　スター・青↔白カラーチェンジ

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

クリスタルスター クリスタルスノーフレーク パスライト

※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。
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。
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電球色（イエローゴールド） ブルー

ホワイト

RGB クリスタルギフトボックス、点滅、28 球
赤いリボンがついた大・中・小の 3 サイズで 1 セットです。色は RGB（赤・緑・青）の三原色のチップを内蔵した

LED で 1670 万色の色を発色します。防滴タイプなので屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■コード色：シルバー ( 銀 )　■高さ、幅、奥行：大 20cm、中 17cm、小 14cm　■球数：28　■連結：不可

 商品コード   　　　　　カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-GIFT-BOX　　　　　　　　  RGB(1670 万色 )

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

グローモチーフ、星 ギフトボックス

LED モチーフライト

トナカイ

3D クリスタルグローモチーフ、スター
プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

＜各色共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー ( 銀 )　■奥行：10cm( 最厚部 )

40cm  ■消費電力：3W　■入力電流：0.03A　■サイズ：高さ 40 ×幅 40cm　■球数：46

60cm  ■消費電力：6W　■入力電流：0.06A　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：96

 40cm 商品コード  60cm 商品コード  カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-B SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-LED-MTF-STAR40CM-W SPLT-ZG-LED-MTF-STAR60CM-W ホワイト（白）

LED クリスタルトナカイ 60 球
屋外でも使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えます。

＜各タイプ共通＞ ■入力電圧：100V　■入力電流：0.036A

　　　　　　　　　■消費電力：3.6W

　　　　　　　　　■コード色：シルバー ( 銀 )

 ■球数：60　■連結：不可

フィードタイプ
■サイズ：高さ 56 ×幅 106 ×奥行 22cm

 商品コード   　　　　　カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-B 　　　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-CY 　　　　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-FEED-W 　　　　　　ホワイト（白）

ブルー

スタンディングタイプ
■サイズ：高さ 93 ×幅 59 ×奥行 22cm

 商品コード   カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-B ブルー（青）

 SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-CY 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-LED-MTF-REINDEER-STAND-W ホワイト（白）

電球色

ホワイト

ブルー ホワイト電球色

リース（蝶々結び）、
点滅コントローラ付、158 球
LED ロープライトを使用した厚みの少ないリース形の 2D モチーフです。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

防滴タイプなので屋外で使用可能です。

■消費電力：14W　■コード色：ブラック ( 黒 )　■球数：158　■連結：不可

■サイズ：高さ約 67cm ×幅約 51cm ×奥行約 2.5cm 商品コード  　　　　　　　　　　　　　カラー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR　　  緑＋電球色＋赤色 )

点灯時 消灯時
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LED トゥインクルスノーフレーク
常時点灯 LED とホワイトのフラッシュ点滅 LED が組み合わされています。

点滅球は、短い時間間隔でフラッシュのような点滅をランダムに繰り返します。

屋外でも使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

サイズは、30cm、60cm、90cm、96cm の 4 種類あります。

96cm
■消費電力：30W　■コード色：ブラック ( 黒 )

■サイズ：高さ 96 ×幅 96cm ×奥行 2.5cm　

■球数：378　■連結：不可

 商品コード    カラー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B 　　　　　　　ブルー + ホワイト点滅

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY 　　　　　　　電球色（イエローゴールド）+ ホワイト点滅

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-W 　　　　　　　ホワイト＋ホワイト点滅

電球色 ( イエローゴールド ) ブルーホワイト

30cm ／ 60cm ／ 90cm
＜各サイズ共通＞　■ブラック ( 黒 )　■奥行：2cm　■連結：不可

30cm　■消費電力：4W　 ■サイズ：高さ 30 ×幅 30cm　■球数：78

60cm　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 60 ×幅 60cm　■球数：172

90cm　■消費電力：16W　■サイズ：高さ 90 ×幅 90cm　■球数：272

 サイズ 商品コード   カラー　

 30cm SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B　　　ブルー + ホワイト点滅

 30cm SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W　　   ホワイト＋ホワイト点滅

 60cm SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B　　　ブルー + ホワイト点滅

 60cm SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W　　   ホワイト＋ホワイト点滅

 90cm SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B　　　ブルー + ホワイト点滅

 90cm SPLT-ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W　　   ホワイト＋ホワイト点滅

30cm・ブルー 30cm・ホワイト

90cm・ホワイト

60cm・ブルー 60cm・ホワイト

90cm・ブルー

LED バックライトスノーフレーク　※特許取得
スノーフレーク ( 雪の結晶 ) の形をした金属板の裏面基板に LED が配置されています。

コンパクトな押しボタン式コントローラが付属しています。常時点灯・フェード点滅・通常の点滅・フラッシュ点

滅などの設定が可能です。点滅モードの場合はスピード調整、常時点灯モードの場合は明るさ調節が可能です。

メモリ機能付きなので、電源再投入時も前回と同じパターンで点灯します。

■入力電圧：AC100V（->DC12V）

■球数：30

■サイズ：高さ 26 ×幅 25cm ×奥行 0.2 ～ 2.2cm

ブルー ホワイト

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-B 　　　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-W 　　　　　　ホワイト（白）

 SPLT-ZG-LED-MTF-BKL-SNOWFLAKE-25-RGB　　　　　　RGB(1670 万色 )

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。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

トゥインクルスノーフレーク バックライトスノーフレーク

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

消灯時

消灯時

消灯時

消灯時
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2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 )
■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、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　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード     商品名      　　　  カラー

 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 )

 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 )

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 )
■入力電圧：AC100V　■消費電力：26W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、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　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード     商品名      　　　  カラー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-B6-B LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ B(6 花 ) 　　　ブルー（青）
 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 )

2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ C(18 花 )
■入力電圧：AC100V　■消費電力：30W　■サイズ：高さ 100 ×幅 100cm　■コード長：150cm　■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　■電源コード付

消灯時 イエローゴールド ホワイト

 商品コード     商品名      　　　  カラー

 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 )

LED モチーフライト
厚みの少ない 2D スノーフレーク（雪の結晶）モチーフライトです。壁面などに簡単に設置できます。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

2D スノーフレーク

ブルー

ブルー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-G100-A6-B LED2D ロープモチーフ、スノーフレーク、100cm、タイプ A(6 花 ) 　　　ブルー ( 青 )

 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）
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バロック調モチーフライト
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので

AC アダプタ等は不要です。

S 型（小）、31 球
■入力電圧：AC100V　■消費電力：2W　■サイズ：高さ 15 ×幅 65cm

■球数：31　■連結：58 セットまで可能

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WA アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WCY 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLB アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WLPi ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WW ホワイト（白）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S1-LED31-WY イエロー（黄）

S 型（大）、57 球
■入力電圧：AC100V　■消費電力：3W　■サイズ：高さ 25 ×幅 73cm

■球数：57　■連結：30 セットまで可能

 商品コード    カラー

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WA アンバー（オレンジ）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WCY 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLB アクアブルー（水色）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WLPi ライトピンク（薄ピンク）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WW ホワイト（白）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WY イエロー（黄）

 SPLT-ZG-PRO4-MTF-BRQ-S2-LED57-WPi ピンク

S 型 ( 小 )・アンバー S 型 ( 大 )・アンバー

S 型 ( 小 )・電球色（イエローゴールド） S 型 ( 大 )・電球色（イエローゴールド）

S 型 ( 小 )・アクアブルー S 型 ( 大 )・アクアブルー

S 型 ( 小 )・ライトピンク S 型 ( 大 )・ライトピンク

S 型 ( 小 )・ホワイト S 型 ( 大 )・ホワイト

S 型 ( 小 )・イエロー S 型 ( 大 )・イエロー

S 型 ( 大 )・ピンク

イエローゴールド

ホワイト

2D ロープモチーフ、バロック調 ( 小 )
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので

AC アダプタ等は不要です。

タイプ A、90cm × 27cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 27 ×幅 90cm

■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 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（白）

タイプ B、90cm × 30cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 30 ×幅 90cm

■連結：不可　■コード色：ブラック　■コード長：150cm

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 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（白）

イエローゴールド

ホワイト

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。 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。

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

バロック ( 小 )
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2D ロープモチーフ、星付きバロック調（大）
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

タイプ C、170cm × 80cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 80 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック　■連結：不可　■電源コード付

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 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（白）

2D ロープモチーフ、星付きバロック調 ( 大 )
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

タイプ D、170cm × 90cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：22W　■サイズ：高さ 90 ×幅 170cm

■コード長：150cm　■コード色：ブラック■　連結：不可　■電源コード付

■カラー：イエローゴールド、ホワイト

 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（白）

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

LED モチーフライト
星がついたバロック調のモチーフ。別の形のバロックライトと組み合わせるとさらに複雑なデザインが楽しめます。
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2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm × 46cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：8W　■サイズ：高さ 46 ×幅 37cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、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　■電源コード付

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-SNSTAR-A-W37H46-CY LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm × 46cm、電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-W LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm × 46cm、ホワイト ( 白 )

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm × 66cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：10W　■サイズ：高さ 66 ×幅 66cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、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　■電源コード付

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-SNSTAR-B-W66H66-CY LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm × 66cm、電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-W LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm × 66cm、ホワイト ( 白 )

2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm
■入力電圧：AC100V　■消費電力：12W　■サイズ：高さ 86 ×幅 70cm　■コード長：150cm　■カラー：ブルー、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　■電源コード付

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-SNSTAR-C-W70H86-CY LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm、電球色 ( イエローゴールド )

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-W LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm × 86cm、ホワイト ( 白 )

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。

ブルー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-A-W37H46-B LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ A( 小・8 放射 )、37cm x 46cm、ブルー ( 青 )

ブルー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-B-W66H66-B LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ B( 中・4 放射 )、66cm x 66cm、ブルー ( 青 )

ブルー

 SPLT-EL-LED-MTF-2R-SNSTAR-C-W70H86-B LED2D ロープモチーフ、シャイニングスター、タイプ C( 大・8 放射 )、70cm x 86cm、ブルー ( 青 )
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3D モチーフ、コーンツリー
円錐形のプロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

＜各サイズ共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー ( 銀 )　■連結：不可

　　　　　　　　　■電源コード長：150cm

50cm  ■消費電力：1.5W　■入力電流：0.015A　■サイズ：高さ 50 ×幅 15 ×奥行 15cm　■球数：25

100cm  ■消費電力：5W　■入力電流：0.05A　■サイズ：高さ 100 ×幅 30 ×奥行 30cm　■球数：85

3D モチーフ、クリスタルボール、直径 30cm、30 球
プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。屋外で使用可能です。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

＜各色共通＞　■入力電圧：100V　■コード色：シルバー ( 銀 )　■球数：30

　　　　　　　■サイズ：高さ 33 ×幅 33 ×奥行 33cm　■連結：不可

固定スタンド（別売）　■色：ホワイト ( 白 )　■サイズ：高さ 16 ×幅 25 ×奥行 25cm

ブルー

電球色（イエローゴールド）

ホワイト

ピンク 固定スタンド

 商品コード    　　　　　　カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-B 　　　　　　　　　　　ブルー（青）

 SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY 　　　　　　　　　　　電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-Pi 　　　　　　　　　　　ピンク

 SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-W 　　　　　　　　　　　ホワイト（白）

 SPLT-ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND 　　　　　　　　　　　固定スタンド※
※弊社の 3D モチーフ・クリスタルボール ( 直径 30cm) を設置する為のスタンドです。

 50cm 商品コード  100cm 商品コード  カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W ホワイト（白）

150cm  ■消費電力：10W　■入力電流：0.1A　■サイズ：高さ 150 ×幅 45 ×奥行 45cm　■球数：175

200cm  ■消費電力：17W　■入力電流：0.17A　■サイズ：高さ 200 ×幅 60 ×奥行 60cm　■球数：295

 150cm 商品コード  200cm 商品コード  カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY 電球色（イエローゴールド）

 SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W SPLT-ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W ホワイト（白）

ホワイト／
使用イメージ

電球色
（イエローゴールド）

コーンツリークリスタルボール

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

LED モチーフライト
3D ボールモチーフと円錐形のコーンツリーです。 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。

※こちらは 200cm のものです
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3D ボール
30cm　■消費電力：3.5W（灯体：3W ／コントローラ：0.5W）
　　　　   ■球数：35　■サイズ：直径約 30cm、高さ ( 金具含 ) 約 33cm

45cm　■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）
　　　　   ■球数：70　■サイズ：直径約 45cm、高さ ( 金具含 ) 約 48cm

 商品コード   　　　　　　                  　　　　サイズ

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

スパイラルコーンツリー
120cm　■消費電力：7.5W（灯体：7W ／コントローラ：0.5W）
　　　　　   ■球数：105　■サイズ：直径約 40cm、高さ 120cm

180cm　■消費電力：13.5W（灯体：13W ／コントローラ：0.5W）
　　　　　    ■球数：210　■サイズ：直径約 60cm、高さ約 180cm

 商品コード   　　　　　　　　　　　   　　　サイズ

 SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G45-RGB-RC 　　　　　　　　  45cm

 SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H180-RGB-RC 　　180cm

ブルー + ホワイト点滅
45cm

ボール 45cmコーンツリー 180cm

AC 2 芯制御 RGB LED グローモチーフライト
信号線の無い 2 芯の回路構成でも複雑な RGB 制御が可能になりました。（※特許出願中）
プロフェッショナル V4 シリーズのイルミネーションです。

専用コントローラ・
リモコン付

点灯イメージ

AC ２芯制御 RGB LED グローモチーフ、専用コントローラ・リモコン付
専用のコントローラ・リモコンでフェード、点滅、常点などの全 53 通りのパターンに設定することができます。

100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■入力電圧：100V　■色：RGB　■コード色：ブラック ( 黒 )　■連結：不可　■コントローラ付電源コード：168cm　■屋外使用可能

※点灯の際は必ず付属の AC2 芯制御用コントローラ付電源コード（ライトグレーボックス）をご使用ください。

　他のイルミネーション向けの電源コード（黒のボックス）はご使用いただけません。

＜付属の専用コントローラ・リモコンについて＞

・リモコンの操作の範囲は約 5m 以内です。リモコンとコントローラの 1 対 1 の紐づけ（マッチング）はできません。

・リモコン操作範囲内にある全てのコントローラが操作対象となります。

 SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-SPCTREE-H120-RGB-RC 　　120cm

RGB

 SPLT-ZG-LED-MTF-3G-AC2W-BALL-G30-RGB-RC 　　　　　　　　  30cm

レッド + ホワイト点滅
180cm

2D ハート、60cm
■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）　■球数：70

■サイズ：高さ約 60 ×幅約 58.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、

　　　　　電源コード長約 240cm

2D スター、55cm
■消費電力：5.5W（灯体：5W ／コントローラ：0.5W）■球数：70

■サイズ：高さ約 55.5（金具含）×幅約 56.5 ×厚さ約 2 ～ 3.5cm、

　　　　　電源コード長約 240cm

 商品コード   　　　　　　                  　　サイズ

 SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-HEART-H60-RGB-RC 　　　　　　　60cm

 商品コード   　　　　　　                  　　サイズ

 SPLT-ZG-LED-MTF-2G-AC2W-STAR-G55-RGB-RC 　　　　　　    55cm

消灯時

消灯時

RGB

RGB

ライトピンク +
ホワイト点滅

イエロー

消灯時
左 45cm　右 30cm

グリーン
30cm

コーンツリー 120cm ハートボール 30cm スター

消灯時
左 180cm　右 120cm

RGB
左 180cm　右 120cm

RGB
左 45cm　右 30cm
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LED モチーフライト

 商品コード   　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　  カラー

光るシーソー、RGBW、充電式、リモコン付
実際に乗ることができる充電式の光る LED シーソーです。

リモコン操作で単色や点滅・フェード等のモード操作ができます。下の重心台も発光します。

■カラー：RGBW　■連結：不可　■耐荷重：土台／約 13kg、シーソー／約 18kg　■充電用アダプタ：入力電力／ AC100V、出力電圧／ DC5V　

■サイズ：土台／幅約 675mm( 下部の長い部分 )、幅約 145mm( 上部の短い部分 )、高さ約 380mm、シーソー／幅約 225mm、長さ約 2800mm

　　　　　取っ手／幅約 355mm、高さ約 400mm、リモコン／幅 50mm × 85mm ×厚み 5mm

 SPLT-ZG-MTF-3D-CHRG-SEESAW-RGBW-RF-L280　　　　　　　　　　　　　RGBW

消灯時

使用イメージ

点灯イメージ (2 色 )

点灯イメージ ( 単色 )

リモコンアダプタアップ

3D グローモチーフ、スノーマン、120cm、ホワイト
屋外で使用可能です。100V 電源 ( コンセント ) がそのまま使えますので AC アダプタ等は不要です。

■入力電力：AC100V　■消費電力：9W　■サイズ：幅 ( 両手先 )90cm ×高さ 125cm、直径 ( 胴体 )54cm

■連結：不可　■コード色：ブラック　■カラー：ホワイト　■電源コード付

 商品コード   　　　　                  　　　　　  カラー

 SPLT-ZG-LED-MTF-3G-SNOWMAN-120-W　　　　　　　　　ホワイト（白）

点灯時・正面

セット内容

▼使用例、動画
QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用
例の画像をご覧いただけます。

シーソー (FLASH) シーソー (STROBE) シーソー (FADE)

点灯時・側面
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フラミンゴ

特注の注文にも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

小ロットでの特注モチーフも承ります

PVC 製グローシート、1m × 5m
モチーフライトの表面材に多く用いられている素材（PVC）があみ状になった

商品です。

■サイズ：長さ 500 ×幅 100cm　■重量（ネット）：800g

 商品コード    商品名

 SPLT-ZG-LED-MTF-GLOW-SEAT-1MX5M PVC 製グローシート、1m × 5m

新規販売商品
1 花ごとに制御可能な新作のスティックパスライトです。

参考画像①
概観

参考画像②
蓮（本体色：黄色）

参考画像③
蓮（本体色：ピンク）

参考画像④
バラ

キリン うり坊 シマウマ

LED モチーフライト
※モチーフライトは、すべて防滴仕様のイルミネーションです。


