
RGB STRING LIGHT
RGBストリングライト

12V DMX信号 IC 有り
丸型モジュール

１球ごとに制御が可能

・本製品の信号形態は DMX です。

・変換コンバーターは不要です。
   直接 DMX 信号を送ることで
   制御が可能です。

・モジュール B は A に比べ耐久性
　防水性が優れています。

12V DMX 信号 IC 有り丸型モジュール A

信号を変換することなく
直接 DMX 制御が可能！

品名 12V DMX信号 IC有り丸型モジュールB
品番 12V5KPB15RGB3
重量 約 1.5kg
球数 50球（3SMD／球）
連結数 2連結
備考 DMX制御商品／IP67

品名 12V DMX信号 IC有り丸型モジュールA
品番 12V5KPA10RGB3
重量 約 1kg
球数 50球（3SMD／球）
連結数 2連結
備考 DMX制御商品／IP67

接続イメージ (A・B 共通 )

B 型　ネジ固定

（P47）

12V DMX 信号 IC 有り丸型モジュール B

 A 型

 B 型

海外の実例　

品名 モジュール延長コード
品番 12V5KPC1RGB3
サイズ 1m
重量 約 75g

品名 モジュールY字延長コード
品番 12V5KPY3RGB3
サイズ 30cm
重量 約 75g

品名 モジュールアルミチャンネル
品番 12V5KPAM10RGB3（A型）

12V5KPBM15RGB3（B型）
サイズ 1m
重量 約 500g

品名 モジュール接続用5芯コネクター
品番 12V5KPABPINRGB3
サイズ 約 12m
重量 約 20g

品名 モジュールAクリップ
品番 12V5KPACLIPRGB3　　
サイズ W 3.5 × D 2.8cm
重量 約 2g

A 型モジュール

B 型モジュール
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RGB STRING LIGHT
RGBストリングライト

12V DMX
変換 IC 有り
RGB ストリングライト
砲弾型　Ver. Ⅲ　　　

１球ごとに制御が可能

品名 12V DMX変換 IC有り　
RGBストリングライト砲弾型　Ver.Ⅲ

品番 CRUMPRGBADDRESS3
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 510g
球数 50球
消費電力 30W（常点最大時）
連結数 直列連結不可
備考 DMX制御商品

DMXアドレス変更書換可能
(変更の際は費用・日数などを別途ご相談ください)
電源は別途お客様手配

品名 5芯延長コード
品番 5ICCONNECTOR
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 500cm
重量 390g

品名 IC有り　RGB専用　デコーダー
品番 DECORDERFORIC-C
サイズ W5.5 × H4.2 × D18cm
適用電圧 5V～24V
出力 RGB512ch × 4口／1回路2A
DMX DMX IN/DMX OUT
電源 電源トランスは別途お客様手配
使用可能商品 12V　IC有り RGB／24V　IC有り RGBグローブ
備考 非防水エミオン東京ベイ　12V DMX 変換 IC 有り

　　　　　　　　　RGB ストリングライト
　　　　　　　　　砲弾型 Ver. Ⅲ 使用
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RGB STRING LIGHT
RGBストリングライト

12V DMX
変換 IC 有り
RGB ストリングライト
グローブ乳白球 Ver.Ⅱ　　

１球ごとに制御が可能
未点灯

品名 12V DMX 変換IC有り　RGBストリングライト　グローブ乳白球Ver.Ⅱ
品番 12V5KPG50RGB3
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 450g
球数 10灯（4球／灯）
消費電力 9W（RGB常点時）
連結数 直列連結可・最大4連結
備考 DMX制御商品

DMXアドレス変更書換可能
（変更の際は費用・日数などを別途ご相談ください）

品名 IC有り　DMX 変換コンバーター
品番 ICCONVERTER
コード色 ブラック
サイズ 全長約 50cm

コンバーター：W3.5 × H1.1 × D1.9cm
コンバーター DMX信号⇒SPI信号変換　球間がSPI信号
連結時 連結時はコンバーターを外してください
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RGB NET &
STRING LIGHT
RGBネット＆ストリングライト

24V DMX
変換 IC 有り
RGB ネットライト ＆
RGB ストリングライト

１球ごとに制御が可能

品名 24V DMX変換 IC有り　RGBストリングライト
品番 24ICRGBSTRING
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約500g
球数 168球
消費電力 18W（RGB最大）
連結数 不可
備考 別売りコンバーター4芯（電源線×2本/信号線2本）

プログラム・電源トランスは別途お客様手配

未点灯

RGB ストリングライトRGB ネットライト

品名 24V DMX変換 IC有り　RGBネットライト
品番 24ICRGBNET
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約850g
球数 168球
消費電力 18W（RGB最大）
連結数 不可
備考 別売りコンバーター4芯（電源線×2本／

信号線2本）
プログラム・電源トランスは別途お客様手配

品名 24Vコンバーター
品番 24ICCONVERTER
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 412cm

コンバーター：W12.3（6.9） × H3.5 × D5.8（4.0）cm
備考 アドレス書換不可／4芯先バラコネクタ付

品名 24Vコンバーター
品番 24ICCONVERTER
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 412cm

コンバーター：W12.3（6.9） × H3.5 × D5.8（4.0）cm
備考 アドレス書換不可／4芯先バラコネクタ付
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SYNCRO RGB LIGHT
２芯シンクロRGBライト Ver. Ⅰ

２芯シンクロ RGB
ストリングライト
つららライト &
ネットライト

全球一斉に
RGB 変化

２芯シンクロ RGB つららライト２芯シンクロ RGB ネットライト

DMX 制御不可

２芯シンクロ RGB ストリングライト
特許出願中 特許出願中特許出願中

※電磁ノイズによる障害によりまれに
　コントローラーが誤作動する場合がございます。

品名 2芯シンクロRGBストリングライト　Ver.1
品番 2RGB1
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 500g
球数 200球
消費電力 15W（常点最大時）
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可／専用コントローラー別売

品名 2芯シンクロRGBつららライト　Ver.1
品番 2RGBTURARA1
カラー RGB
コード色 クリアコード
重量 約 500g
球数 200球
消費電力 15W（常点最大時）
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可／専用コントローラー別売

品名 2芯シンクロRGBネットライト　Ver.1
品番 2RGBNET1
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 800g
球数 200球
消費電力 15W（常点最大時）
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可／専用コントローラー別売

品番 2RGBCONTROL
サイズ 全長約 182cm
重量 約 200g
備考 8パターン機能付

メモリー機能付／非防水

2 芯シンクロ RGB
ストリングライト Ver.Ⅰ用

QR コード
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RGBストリングライト

１２V　DMX
変換 IC 無し
RGB ストリングライト
砲弾型

全球一斉に
RGB 変化

DMX 制御不可

RGB STRING LIGHT

未点灯

品名 12V DMX対応 IC無し　RGBストリングライト砲弾型
品番 CRUMPRGB
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 530g
球数 50球
消費電力 30W（常点最大時）
連結数 2連結
備考 12Vトランス・コントローラー別売／DMX制御対応可

品名 IC無　RGB専用 デコーダーVer.Ⅱ
品番 DECORDER-C
サイズ W26 × H4.1 × D9cm
適用電圧 12V～24V
出力 RGB 3ch × 8port（計24ch）／1回路2A
DMX ユーロブロック／XLRコネクター
電源 電源トランスは別途お客様手配
使用可能商品 4芯RGB商品

5655

ス
ト
リ
ン
グ
ラ
イ
ト



RGBストリングライト

24V　DMX
変換　IC 無し
RGB ストリングライト
グローブ乳白球 Ver.Ⅱ

全球一斉に
RGB 変化

DMX 制御不可

RGB STRING LIGHT

品名 24V DMX変換 IC無し　RGBストリングライト　グローブ（乳白球）
品番 24ICOUTGLOBE
カラー RGB 3in1
コード色 ブラックコード
重量 約 370g
球数 10灯（4球／灯）
消費電力 8W（RGB最大）
連結数 4連結
備考 簡易コントローラー別売／DMX制御可

品名 IC無　RGB専用 デコーダーVer.Ⅱ
品番 DECORDER-C
サイズ W26 × H4.1 × D9cm
適用電圧 12V～24V
出力 RGB 3ch × 8port（計24ch）／1回路2A
DMX ユーロブロック／XLRコネクター
電源 電源トランスは別途お客様手配
使用可能商品 4芯RGB商品

未点灯
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48V

ブラックコード 球拡大 品名 48V　DMX 変換　IC 有りストリングライト
品番 48VSTRINGA-1
カラー ホワイト
コード色 ブラックコード
重量 260g ／本 ・ 約 1.3kg ／ 1 セット
球数 64 球／本 ・ 256 球／ 1 セット
消費電力 5W ／本 ・ 20W ／ 1 セット
連結数 不可
備考 コンバーター A タイプ（1 ～ 256 ｃｈ）・

B タイプ（257 ～ 512 ｃｈ）別売
専用コンバーターが必要になります
ストリングライト 1 セット 4 本での販売になります
電源コード及びプログラムは別途お客さま手配

RGBストリングライト

100V　RGB
ストリングライト

全球一斉に
RGB 変化

DMX 制御不可

RGB STRING LIGHT

コントローラーを使用することで
１０連結、 ３０連結と
RGB 制御が可能。

品名 RGBストリングライト
品番 RGBB（ブラックコード）

RGBC（クリアコード）
カラー RGB
コード色 ブラックコード、クリアコード
重量 約 1.4kg
球数 306球（1形状 3球内蔵）
消費電力 15W（常点最大時）
備考 専用コントローラー別売

48V DMX 変換 IC 有り ストリングライト
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品名 12ch 調光器
品番 DMXDIMMER12

品名 8ch 調光器
品番 DMXDIMMER8

品名 DMX　ONOFF スイッチ
品番 DMXSSR4

使用方法

DMX 信号で接点を出力する装置

使用方法

自動点滅商品 ・ コントローラー商品の ON/OFF 装置

DMX での電源の ON/OFF が切り替え

※注意点　調光機能はございません。

注意事項

その他、 お問い合わせ事項があればご相談ください .

他社品との接続による不具合については、 保証対象外となります。

注意事項

その他、 お問い合わせ事項があればご相談下さい。

リレー許容電流及び、 電圧内でご使用下さい。

入力電圧 AC100V
回路数 4回路
出力容量 1回路5A
最大容量 15A
サイズ（BOX） W34×Ｈ134×Ｄ28cm
重量 約2㎏
備考 DMXケーブルは付属されていません。

必要な場合は、別料金でのご案内となります。
接続 各種接続、接続部材はお客様でご用意ください

品名 リレー接点出力器
品番 DMXRY4V2
入力電圧 AC100V
回路数 4回路
リレー許容電流 1回路5A　合計15A迄
リレー許容電圧 AC100V/DC24V迄
サイズ（BOX） W34×Ｈ134×Ｄ28cm
重量 約2㎏
備考 DMXケーブルは付属されていません。

必要な場合は、別料金でのご案内となります。
接続 各種接続、接続部材はお客様でご用意ください

品名 DMX ビルダー
品番 CHOREOGRAPH-4-1
入力電圧 AC100V
回路数 4回路
出力容量 3A×4回路
サイズ W50×H50×D20cm
重量 約10㎏

増設ユニット 品番：CHOREOGRAPH-4-2
4回路以上の接続時

サウンド 品番：SOUNDSYSTEM
DMX信号によって音を制御
MP3音楽データ/スピーカーは
付属されていません

入力電圧 AC100V
回路数 12回路
出力容量 2A×12回路
最大容量 16A
サイズ（BOX） W38×H167×D31cm
重量 約3kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。

必要な場合は、別料金でのご案内と
なります。

接続 各種接続、接続部材はお客様で
ご用意ください

入力電圧 AC100V
回路数 8回路
出力容量 1A×8回路
最大容量 8A
サイズ（BOX） W34×Ｈ134×Ｄ28cm
重量 約2㎏
備考 DMXケーブルは付属されていません。

必要な場合は、別料金でのご案内と
なります。

接続 各種接続、接続部材はお客様で
ご用意ください
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