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LED STRIP LIGHT シリーズ
間接照明、ディスプレイや各種装飾用照明として、適用範囲の広い省エネ・長寿命の LEDストリップ
が、種類豊富に品ぞろえされました。調光・調色、RGB や RGBWなどの演出効果を制御する各種機器
との組み合わせもご提案します。

F5630A63-X-24C （非防水）
消費電力：22W/m
入力電圧：24VDC
LED チップ：SMD5630　126LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：2500 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

F5630A35-X-24C （非防水）
F5630C35-X-24C （IP67 防水）
消費電力：15W/m
入力電圧：24VDC
LED チップ：SMD5630　70LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：1750 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

F5630A30-X-12C （非防水）
F5630C30-X-12C （IP67 防水）
消費電力：15W/m
入力電圧：12VDC
LED チップ：SMD5630　60LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：1500 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

F2835A60S-X-24C （非防水）
消費電力：19.2W/m
入力電圧：24VDC
LED チップ：SMD2835　120LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：2000 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

F2835A30S-X-24C （非防水）
F2835C30S-X-24C （IP67 防水）
消費電力：14.4W/m
入力電圧：24VDC
LED チップ：SMD2835　60LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：1200 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

RGBW　（RGB+Wが交互に配置され、4chコントローラーで自由な色変化）
F5050A30-CX-12/24（非防水）
消費電力：14.4W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD5050　60LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：2000 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

F5050B30-CX-12/24（IP65 防水）
F5050C30-CX-12/24（IP67 防水）
F5050D30-CX-12/24（IP68 防水）
消費電力：14.4W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD5050　60LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
全光束　：2000 lm/m(PW 6500K)
CRI　　   ：>80Ra

W-Line　（最大2880 lm/m   2列のLED）
F5050A60-X-24 （非防水）
消費電力：28.8W/m
入力電圧：24VDC
LED チップ：SMD5050　120LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
                     RGB    赤　黄　青　緑

F3528A120-X-24 （非防水）
消費電力：19.2W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD3528　240LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
                     RGB    赤　黄　青　緑

CCT調整　（色温度コントローラーで調整）
F3528A60TS-H-12/24（非防水）
消費電力：19.2W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD3528　120LED/m
色温度　：7000K + 3000K
全光束　： 540-600 lm(3000K)
                  ： 600-700 lm(7000K)

F3528A60T-H-12/24（非防水）
F3528B60T-H-12/24（IP65 防水）
F3528C60T-H-12/24（IP67 防水）
F3528D60T-H-12/24（IP68 防水）
消費電力：9.6W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD3528　120LED/m
色温度　：7000K + 3000K

高出力型

※）W：6500K/4000K/3000K より選択可
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LED STRIP LIGHT シリーズ
省エネ型　(一般間接照明用）

F3528A30-X-12/24（非防水）
F3528B30-X-12/24（IP65 防水）
F3528C30-X-12/24（IP67 防水）
F3528D30-X-12/24（IP68 防水）
消費電力：4.8W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD3528　60LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
                      赤　黄　青　緑

非防水 IP67(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ)IP65( 片面接着剤処理 ) IP68(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ+ｼﾘｺﾝ接着剤 )

F3528A60-X-12/24（非防水）
F3528B60-X-12/24（IP65 防水）
F3528C60-X-12/24（IP67 防水）
F3528D60-X-12/24（IP68 防水）
消費電力：9.6W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD3528　120LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
                      赤　黄　青　緑

非防水 IP67(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ)IP65( 片面接着剤処理 ) IP68(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ+ｼﾘｺﾝ接着剤 )

※）ピンク、白　に別途対応します。

省エネ型　(一般間接照明用）
F5050A15-X-12/24（非防水）
F5050B15-X-12/24（IP65 防水）
F5050C15-X-12/24（IP67 防水）
F5050D15-X-12/24（IP68 防水）
消費電力：7.2W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD5050　30LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
                      RGB     赤　黄　青　緑

非防水 IP67(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ)IP65( 片面接着剤処理 ) IP68(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ+ｼﾘｺﾝ接着剤 )

F5050A30-X-12/24（非防水）
F5050B30-X-12/24（IP65 防水）
F5050C30-X-12/24（IP67 防水）
F5050D30-X-12/24（IP68 防水）
消費電力：14.4W/m
入力電圧：12/24VDC
LED チップ：SMD5050　60LED/m
色温度　：6500K　4000K　3000K
                      RGB     赤　黄　青　緑

非防水 IP67(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ)IP65( 片面接着剤処理 ) IP68(ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ+ｼﾘｺﾝ接着剤 )

※）ピンク、白　に別途対応します。
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LED STRIP LIGHT シリーズ
RGBコントローラー

壁面埋め込み型 (4A) DMX RGBｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(4A)24Key リモコン付 (2-4A) 無線 LAN型 RGBﾘﾓｺﾝ付 (6A) 無線 RGBﾀｯﾁ型ﾘﾓｺﾝ付 (6A)

RGB アンプ (4A) RGBﾘﾓｺﾝ+4x 受信機 (6A)

RGBWコントローラー（RGB+W / 4 in 1）
DMX RGBWｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(4A) 無線 LAN RGBWﾘﾓｺﾝ付 (6A) RGBWアンプ (4A) RGBWﾘﾓｺﾝ+4x 受信機 (6A)

調光コントローラー
壁面埋設型タッチ (4A) 壁面埋設型タッチ (4A) 調光ﾘﾓｺﾝ1ch(6Ax2) 調光ﾘﾓｺﾝ+4x 受信機 (6A) 調光ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ(8A)

調色（色温度）コントローラー（3000K+7000K　色合いを制御）
壁面埋設型タッチ (4A) CCTﾘﾓｺﾝ2ch(6A) CCTﾘﾓｺﾝ+4x 受信機 (6A)

WS2811コントローラー
2048pix　SDカード付き

DC7.5-24 又は DC5V


