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LED 水中ライト　RO シリーズ

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・18W、RGB(3in1) × 6 灯
■消費電力：18W（3W × 6 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：6　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 123 ×高さ 165mm

■重量：1.6kg　■照射角度：10°・30°・45°・60°・90°　■コード長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます　

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード　　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V18W-6RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・27W、RGB(3in1) × 9 灯
■消費電力：27W（3W × 9 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：9　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 150 ×高さ 185mm

■重量：2.2kg　■照射角度：10°・30°・45°・60°・90°　■コード長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

点灯イメージ　照射角 45°セット内容

点灯イメージ　照射角 45°セット内容

DMX 対応 LED 水中ライト RO-1、DC12V・9W、RGB(3in1) × 3 灯
■消費電力：9W（3W × 3 灯）　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：3　■保護等級：IP68　■サイズ：Φ 81 ×高さ 154mm

■重量：1.3kg　■照射角度：25°・40°　■コード長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます　　

※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）
 商品コード　　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An ×× -CL ×× m

▼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。

 商品コード　　　　　　　　　　　　　商品名 

取り付け部品（別売）

※ P70 参照

セット内容　コード 5m 点灯イメージ　照射角 40° アップ

アップ

アップ

セット内容

SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER　　 DMX 対応 LED 水中・地中ライト R0-1 用 

　　　　　　　　　　　　　　　　アドレスセッター

9W・3 灯① 18W・6 灯 27W・9 灯

点灯時

点灯時

点灯時

 商品コード　　　　　　　　　　　　　SPLT-ZGRO-UW-DMX-RND-D12V27W-9RGB-An ×× -CL ×× m

9W・3 灯②

使用イメージ
12V・9W・照射角 40°
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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。

DMX 対応 LED 水中ライト JG-1、
DC24V・10W、RGB × 9 灯
■消費電力：10W　■入力電圧：DC24V

■サイズ：Φ 160mm　■高さ：89mm　■重量：1.4kg

■ LED 色：RGB　■ LED 数：9　■照射角：45°、110°　 

■環境温度：-20℃～ 45℃　■先バラコード

※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード    　　　 種類

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V10W-9RGB-An45 　　　45°挟角

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-RND-D24V10W-9RGB-An110　　　110°広角 45° 狭角 110° 広角

取り付け部品（別売）

 商品コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  商品名

 SPLT-ZGJG-UW-END    DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 エンドキャップ

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-CABLE   DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 コントローラ接続ケーブル (DMX 信号入力、電源入力、灯体接続用 )

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-CABLE-SIG-2m  　　　　　   DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、2m

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-CABLE-SIG-3m  　　　　　   DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、3m

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-CABLE-SIG-5m  　　　　　   DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、5m

 SPLT-ZGJG-UW-DMX-CABLE-SIG-10m  　　　　　   DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 信号ケーブル、10m

エンドキャップ コントローラ
接続ケーブル

信号ケーブル、2m 信号ケーブル、3m 信号ケーブル、5m 信号ケーブル、10m

▼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。

水中ライト

アドレスセッター

 SPLT-ZGJG-CODER    DMX 対応 LED 水中ライト JG-1 用 アドレスセッター

LED 水中ライト　JG シリーズ

使用イメージ
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LED 地中ライト

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC12V・9W、RGB(3in1) ｘ 3 灯
■消費電力：9W　■入力電圧：DC12V　■カラー：RGB（3 in 1）　■ LED 数：3　■重量：0.7kg　■ケーブル長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

■照射角度：10°・30°・45°・60°・90°　■サイズ：Φ 130 ×高さ 90mm　　※ DC12V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D12V9W-3RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC24V・18W、RGB(3in1) ｘ 6 灯
■消費電力：18W　■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB（3in 1）　■ LED 数：6　■重量：1.1kg　■ケーブル長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

■照射角度：10°・30°・45°・60°・90　■サイズ：Φ 160 ×高さ 90mm　※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V18W-6RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 地中ライト RO-1、DC24V・54W、RGB(3in1) ｘ 18 灯
■消費電力：54W　■入力電圧：DC24V　■カラー：RGB（3in 1）　■ LED 数：18　■重量：3.7kg　■ケーブル長：2m ～ ※ 1m ごとに長さをお選び頂けます

■照射角度：10°・30°・45°・60°・90　■サイズ：Φ 260 ×高さ 120mm　※ DC24V 電源は別売です。（P38 参照）

LED 地中ライト、AC100V・20W、電球色× 1 灯
■消費電力：10W　■入力電圧：AC100V　■サイズ：Φ 250mm　高さ：95mm　■重量：1.7kg　■ LED 色：電球色　■ LED 数：1

■照射角度：90°　■環境温度：-20℃～ 45℃　■先バラコード

商品コード　　　　SPLT-ZGJG-UG-STD-RND-A100V20W-1C

概観 別角度 サイド

概観 別角度 背面

概観 別角度 背面

概観点灯時

▼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。

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-UG-DMX-RND-D24V54W-18RGB-An ×× -CL ×× m

DMX 対応 LED 水中・地中ライト RO-1 用
アドレスセッター
■入力電圧：DC12V（AC/DC アダプタ付属）　

■サイズ：本体 / 幅 99 ×高さ 39 ×奥行 67mm、

　　　　　アダプタ / コード長さ約 1950mm

 商品コード　　　　SPLT-ZGRO-UWG-DMX-CODER  

セット内容 アップ

DMX 出力

12V・9W 24V・18W 24V・54W

別角度


