
3芯丸型ロープライト　30mタイプ仕様
・ チューブ径 ／ 13mm　・ サイズ ／ 全長30m（1,080球）　・ 重量 ／ 約6.8kg
・ 消費電力    ／ 93W　   ・ 常点灯、ブラックパワーコード3本、コネクター付き　

・1mカットマーク

100球LEDライト　常点タイプ／点滅式タイプ

・球ピッチ ／ 約120mm
・消費電力 ／ 6.7W
・連結　　 ／ 10本まで
・コンセント式（角型）

・コードカラー ／ 深緑
・防雨型仕様

共通仕様

・ サイズ    ／ 全長10m
・ 消費電力 ／ 6.4W　
・ 連結       ／ 10本まで
・ コネクター付き

スーパーシリーズ
100球点滅クリアコード　
耐水100球広角型仕様

コネクター / 3個針 / 10個 粘着テープ / 1個 パワーコード / 3本エンドキャップ / 3個

付属品

商品コード
LED100W
LED100B
LED100GO
LED100A
LED100W16
LED100B16
LED100GO16
LED100A16

カラー
白色球
青色球

レモンゴールド色球
アンバー色球
白色球
青色球

レモンゴールド色球
アンバー色球

単　位

1本

1本

タイプ

常点タイプ

点滅式タイプ

希望小売価格
￥12,800
￥11,800
￥12,800
￥8,650
￥14,300
￥13,300
￥14,300
￥10,500

商品コード

・サイズ／全長1.5m　・電流／1A ・点滅用

PALI61112

スーパーLEDライト用8機能
ホワイトコントローラー（パワーコード付き）

希望小売価格　￥2,800
商品コード

・サイズ／全長1.5m　・電流／3A ・常点用

PALI61062

スーパーLEDライト用
3芯パワーコード（白）

希望小売価格　￥1,500

商品コード

・サイズ／全長1.5m　・電流／3A・常点用

PALI61048

スーパーLEDライト用 
2芯パワーコード（白）

希望小売価格　￥1,500

商品コード

・サイズ／全長0.3m　・分配用

PALI61111

スーパーLEDライト用
Y字型ホワイトコード

希望小売価格　￥2,600

2芯LEDストリングライト　クリアコード　常点タイプ
商品コード
PALI61101
PALI61102
PALI61103
PALI61104
PALI61105
PALI61106
PALI61107

カラー
ホワイト

シャンパンゴールド
アンバー
ブルー
ピンク
レッド
グリーン

単　位

1本

希望小売価格
￥9,700
￥9,700
￥8,800
￥9,700
￥9,700
￥8,800
￥9,700

3芯丸型ロープライト 耐水1080球 30mタイプ
商品コード
PALI61207
PALI61208
PALI61209
PALI61210
PALI61211
PALI61212
PALI61213

カラー
ホワイト
ブルー

シャンパンゴールド
ピンク
グリーン
レッド
アンバー

単　位

1本

希望小売価格
￥92,000
￥92,000
￥92,000
￥92,000
￥92,000
￥73,000
￥73,000

希望小売価格 ￥2,600
PALI61117

3芯丸型ロープライト用
ブラックパワーコード

3芯丸型ロープライト用
9機能コントローラー
（パワーコード付き）

3芯丸型ロープライト用
8機能コントローラー
（パワーコード付き）

商品コード
希望小売価格 ￥6,000

PALI61119商品コード
希望小売価格 ￥15,000

PALI61118商品コード

平型ネオンロープライト
商品コード
PALI61221
PALI61222
PALI61241
PALI61242

カラー
ホワイト

シャンパンゴールド
ブルー
ピンク

単　位 希望小売価格
￥116,000
￥116,000
￥112,000
￥112,000

2芯スリム型ロープライト（常点専用）
商品コード
PALI61249
PALI61250
PALI61251

カラー
ホワイト

シャンパンゴールド
ブルー

単　位

1本

希望小売価格
￥109,000
￥109,000
￥109,000

当社カタログ・チラシ・リーフレット・ホームページなどの掲載内容を無断転載・複写・複製することはご遠慮ください。

※ご使用の場合は、別売のPALI61048
　パワーコードが必要です。
※点滅は出来ません。

耐水200球（10M）広角型ネオLED
ホワイトライト/ブラックコード
（常点灯/コネクター付）

耐水200球（10M）広角型ネオLED
シャンペーンライト/ブラックコード
（常点灯/コネクター付）

ネオLEDライト用
ブラックパワーコード

ネオンロープライト用
チャンネル

2芯スリム型専用パワーコード

ネオンロープライト用
パワーコード

ネオンロープライト用
エンドキャップ

ネオンロープライト用
針

2芯スリム型専用
チャンネル

2芯スリム型専用
コネクター

2芯スリム型専用
エンドキャップ

2芯スリム型専用
針

ネオLEDライト用
Y 字型ブラックコード

平型ネオンロープライト
・ サイズ ／ 20m巻　・ 球数 ／ 2,400球　・ 消費電力 ／ 76W　・ 重量 ／ 約2.93kg
・ 備  考 ／ 各備品は別売・50cm毎にカットマーク有

スーパーシリーズ100球点滅クリアコード　耐水100球広角型
商品コード
PALI61055
PALI61056
PALI61057
PALI61058
PALI61059
PALI61060
PALI61110
PALI61166
PALI61167
PALI61168

カラー
ホワイト
シャンペーン
アンバー
ブルー
ピンク
レッド
グリーン

ホワイトシャンペーン
ホワイトブルー
マルチカラー

単　位

1本

希望小売価格
￥11,000
￥11,000
￥9,900
￥11,000
￥11,000
￥9,900
￥11,000
￥11,000
￥11,000
￥11,000

2芯LEDストリングライト 耐水100球仕様
・ 球数 ／ 100球
・ 連結 ／ 8本まで
・ 重量 ／ 240g

・ サイズ     ／ 全長10m
・ 消費電力 ／ 6.4W
・ 電源コード別売り

※常点の場合、別売のPALI61062
　スーパーLEDライト用ホワイト
   パワーコードが必要です。

※Y字型ホワイトコードを使用する
　場合は、パワーコードまたは
　コントローラーが必要です。

※点滅の場合、別売のPALI61112
　スーパーLEDライト用8機能
　ホワイトコントローラーが必要です。

1本

2芯スリム型ロープライト（常点専用）

・ 備考       ／ 50cm毎にカットマーク有
・ 消費電力   ／ 76W ・ LED球数 ／ 1,080球
・ チューブ径 ／ 11mm・ 重量 ／ 約3.7kg

・ 単位 ／ 30m巻

・40Mまで接続可能 ・20Mまで接続可能・コード1本使用で
  80Mまで接続可能
・コード2本使用の場合、
  各40Mまで接続可能

パワーコード3本、コネクター3個、針3個、エンドキャップ3個、クリップ3個、
融着テープ1個がセットに含まれています。
メーター単位のカットが可能です。接続部分は融着テープで防水処理が出来ます。

希望小売価格 ￥20,000
DILI61214商品コード

希望小売価格 ￥20,000
DILI61215商品コード

・常点のみの使用で、別売のPALI61047 ネオLEDライト用ブラックパワー
 コードが必要です。10メーターの長さに200球のライトが付いています。
・最大連結5本まで 

希望小売価格 ￥1,500
PALI61047商品コード

希望小売価格 ￥2,600
PALI61098商品コード

・全長10,000mm　・0.11A ・全長10,000mm　・0.11A

・全長1,500mm　・3A

希望小売価格 ￥450
PALI61226商品コード

・単位 / 1m

希望小売価格 ￥2,700

PALI61252商品コード

・単位 / 1個　・サイズ / 全長 180cm
・連結最大 30m

希望小売価格 ￥2,800
PALI61223商品コード

・単位 / 1個　

希望小売価格 ￥1,100
PALI61225商品コード

・単位 / 1袋10個入

希望小売価格 ￥900
PALI61224商品コード

・単位 / 1袋10個入

希望小売価格 ￥440
PALI61255商品コード

・単位 / 1m　・素材 / PVC
希望小売価格 ￥440

PALI61256商品コード

・単位 / 1個　
希望小売価格 ￥1,100

PALI61253商品コード

・単位 / 1袋10個入
希望小売価格 ￥870

PALI61254商品コード

・単位 / 1袋10個入

・全長300mm

アンバー色球青色球 レモンゴールド色球

白色球

■連結器の形状

■LED100球 16IC＋コネクター付（点滅式）■100球  LEDコネクター付（常点式）
約150

全長約13,400

全長約15,400

約120 約1,500 約2,000

約1,500

約120約150

（単位：mm）

（単位：mm）

ホワイト ホワイトシャンパン
ゴールド

シャンペーン

アンバー

アンバー マルチカラー

ホワイト
シャンペーン

ホワイトブルー

ピンク

ピンク

レッド

レッド

グリーン

グリーン

ブルー

ブルー

ブルーブルー シャンパン
ゴールド
シャンパン
ゴールド

ピンクピンク グリーングリーン

レッドレッド アンバーアンバー

ホワイトホワイト
ネオシリーズ・200球（10メーター）〈広角型〉常点ブラックコード

〈広角タイプ〉

広角タイプとは、LEDの上部を平に
して光を下部に逃して光るタイプ。
上部はあまり光らない。

シャンパンゴールドシャンパンゴールドシャンパンゴールド ブルーホワイト

ホワイト シャンパンゴールドシャンパンゴールドシャンパンゴールド

側面

表・裏面

側面が光るタイプのロープライト。

ピンク

ブルーブルーブルー

コネクター / 3個

針 / 10個

粘着テープ / 1個

付属品

パワーコード / 3本

エンドキャップ / 3個

イルミネーションライト
ILLUMINATION LIGHT

ロープライト
ROPE LIGHT

LEDストリングライト
LED STRING LIGHT

ネオンロープライト（平型）
NEON ROPE LIGHT

スリム型ロープライト
2PIN ROPE LIGHT

www.shinseisha.com ▶ホームページにアクセス！ネットからもご注文できます!! 新星社 検索

数量限定商品数量限定商品

イルミネーション特集 2018
数量限定商品品

　数に限りがございます。お早めにお申し込みください！
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資材加工サービスセンター配送センター
〒230-0071
〒800-0064

■ 関東資材加工SC／
■ 九州資材加工SC／

神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7
福岡県北九州市門司区松原1-8-24

〒800-0064
〒230-0071
〒007-0808

■ 九州配送センター／
■ 関東配送センター／
■ 北海道配送センター／

福岡県北九州市門司区松原1-10-35
神奈川県横浜市鶴見区駒岡3-18-7
北海道札幌市東区東苗穂8条1-1-80120-3-86410

ご注文・お見積り専用FAX

0120-3-16900フリーダイヤル

商品に関するお問い合わせ

（単位：mm）
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ネット両面使用可能

（単位：mm）

〈広角タイプ〉

広角タイプとは、LEDの上部を
平にして光を下部に逃して光る
タイプ。上部はあまり光らない。

〈広角タイプ〉

広角タイプとは、LEDの上部を
平にして光を下部に逃して光る
タイプ。上部はあまり光らない。
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写真は光の加減により実際と若干異なります。 
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φ450(中)φ450(中)

商品コード DILI61115

希望小売価格　￥34,000

LEDグローボール(中)
ブルー

商品コード DILI61116

希望小売価格　￥34,000

LEDグローボール(中)
ピンク

商品コード DILI61118

希望小売価格　￥12,000

LEDグローボール(小)
ピンク

・サイズ／φ800mm    　・LED／240球
・消費電力／16W　　 　・素材／PVCグロー(透明)
・コードカラー／ホワイト　

・サイズ／φ450mm
・LED／100球
・消費電力／6.4W
・素材／PVCグロー(透明)
・コードカラー／ホワイト

・サイズ／φ200mm
・LED／40球
・消費電力／4W
・素材／PVCグロー(透明)
・コードカラー／ホワイト　

付属電源付コントローラー

・球数／416球 52球／本
・消費電力／46W
・サイズ／H5,000mm 垂れ8本
・重量／約1.9kg
・備考／8機能スピード調整　メモリー付き

・球数／416球 52球／本
・消費電力／46W
・サイズ／H5,000mm 垂れ8本
・重量／約1.9kg
・備考／8機能スピード調整　メモリー付き

DILI61189商品コード

￥74,000希望小売価格 ￥74,000希望小売価格

ラジアルドレープライト416
(ホワイト)

DILI61253商品コード

￥73,000希望小売価格 ￥73,000希望小売価格

ラジアルドレープライト416
(ブルー)

ラジアル
RADIAL

ドレープライト
DRAPE LIGHT

シャンパン
ゴールド

ホワイト ブルー

DILI61080商品コード 希望小売価格　￥86,000
クリスタルグローコーン(大) シャンパンゴールド

DILI61078商品コード 希望小売価格　￥81,000
クリスタルグローコーン(大) ホワイト

DILI61107商品コード 希望小売価格　￥87,000
クリスタルグローコーン(大) ブルー

・LED／220球　・消費電力／16W　・重量／約7.4kg  
・サイズ／H2,400×φ600mm　・素材／ABSグロー(透明) 
・備考／2芯電源コード込み　組立式

DILI61081商品コード 希望小売価格　￥63,000
クリスタルグローコーン(中) シャンパンゴールド

DILI61079商品コード 希望小売価格　￥57,000
クリスタルグローコーン(中) ホワイト

DILI61108商品コード 希望小売価格　￥64,000
クリスタルグローコーン(中) ブルー

・LED／120球　・消費電力／10W　・重量／約4.4kg  
・サイズ／H1,800×φ450mm　・素材／ABSグロー(透明) 
・備考／2芯電源コード込み　組立式

DILI61111商品コード 希望小売価格　￥48,000
クリスタルグローコーン(小) シャンパンゴールド

DILI61110商品コード 希望小売価格　￥46,000
クリスタルグローコーン(小) ホワイト

DILI61112商品コード 希望小売価格　￥46,000
クリスタルグローコーン(小) ブルー

・LED／90球　・消費電力／9W　・重量／約3.8kg  
・サイズ／H1,500×φ370mm　・素材／ABSグロー(透明) 
・備考／2芯電源コード込み　組立式

クリスタルグロー コーン
CRYSTAL GLOW CORN

モチーフ
MOTIF

・サイズ／φ650mm
・消費電力／22W
・ABSグロー（ホワイト）12V仕様 
  専用トランス付

商品コード商品コード DILI61391商品コード
希望小売価格　￥51,000

SMALLスノーフレーク7 ホワイト

・サイズ／φ600mm
・消費電力／10.1W
・2芯パワーコード付

商品コード商品コード DILI61394商品コード
希望小売価格　￥34,000

SMALLスノーフレーク9 ホワイト

・サイズ／φ450mm
・消費電力／6.2W
・2芯パワーコード付

商品コード商品コード DILI61392商品コード
希望小売価格　￥23,000

SMALLスノーフレーク8 シャンパンゴールド

・サイズ／φ450mm
・消費電力／6.2W
・2芯パワーコード付

商品コード商品コード DILI61393商品コード
希望小売価格　￥23,000

SMALLスノーフレーク8 ホワイト

・球数／70球 ・消費電力／6.4W
・サイズ／W600×H570mm
・重量／約1.4kg ・素材／ABSグロー
・連結／8連結 ・2芯パワーコード付き

DILI61103商品コード
希望小売価格　￥19,000

クリスタルグロー 
オープンスター（大）
シャンパンゴールド

・球数／70球 ・消費電力／6.4W
・サイズ／W600×H570mm 
・重量／約1.4kg ・素材／ABSグロー
・連結／8連結 ・2芯パワーコード付き

DILI61171商品コード
希望小売価格　￥19,000

クリスタルグロー 
オープンスター（大）
ブルー

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料

・球数／50球 ・消費電力／3.2W
・サイズ／W450×H428mm
・重量／約800g ・素材／ABSグロー
・連結／10連結 ・2芯パワーコード付き

商品コード商品コード DILI61102商品コード
希望小売価格　￥12,000

クリスタルグロー 
オープンスター（小）
シャンパンゴールド

・球数／50球 ・消費電力／3.2W
・サイズ／W450×H428mm
・重量／約800g ・素材／ABSグロー
・連結／10連結 ・2芯パワーコード付き

DILI61172商品コード
希望小売価格　￥12,000

クリスタルグロー 
オープンスター（小）
ブルー

φ450(中)

商品コード DILI61067

希望小売価格　￥34,000

LEDグローボール(中)
ホワイト

商品コード DILI61117

希望小売価格　￥12,000

LEDグローボール(小)
ブルー

商品コード DILI61068

希望小売価格　￥12,000

LEDグローボール(小)
ホワイト

商品コード DILI61113

希望小売価格　￥67,000

LEDグローボール(大)
ブルー

大型
送料

商品コード DILI61066

希望小売価格　￥67,000

LEDグローボール(大)
ホワイト

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料
大型
送料

・サイズ／φ670mm
・消費電力／14.3W
・2芯電源コード付き

商品コード商品コード DILI61197商品コード
希望小売価格　￥26,000

スノーフレーク2 ホワイト

・サイズ／φ670mm
・消費電力／14.3W
・2芯電源コード付き

商品コード商品コード DILI61100商品コード
希望小売価格　￥26,000

スノーフレーク2 シャンパンゴールド

大型
送料大型

送料

大型
送料

・サイズ／φ600mm   ・球数／162球 
・消費電力／13.5W　・重量／約1.2kg
・2芯パワーコード付き

商品コード商品コード DILI61345商品コード
希望小売価格　￥28,000

ロープライトスター シャンパンゴールド

・サイズ／φ600mm   ・球数／162球 
・消費電力／13.5W　・重量／約1.2kg
・2芯パワーコード付き

商品コード商品コード DILI61344商品コード
希望小売価格　￥28,000

ロープライトスター ホワイト
・カラー／ホワイト
・球数／216球
・消費電力／15.6W
・サイズ／W630×H1,230mm
・重量／約1.6kg
・2芯パワーコード付き

商品コード商品コード DILI61336商品コード
希望小売価格　￥29,000

八角星（常点仕様）

・サイズ／W3,000×H（400＋600＋800）mm（垂れ36本）
・消費電力／12W　　 ・LED球数／216球
・重量／約440g　　　 ・連結数／3連結まで可

216球つららライト仕様

LED 136球ネットライト　常点

※写真は光の加減により実際と若干異なります。 

★目に優しい新型フロストタイプ

・電圧 ／ 100V　・消費電力 ／ 10W　・最大連結10セットまで　
136球防雨型ネットライトコネクター付 フロストタイプ仕様

写真は光の加減により実際と若干異なります。 

商品コード
C-LEDN136EGW
C-LEDN136EGB
C-LEDN136EGC

カラー
白
青

シャンパンゴールド

単　位

1個

希望小売価格
￥16,500
￥13,500
￥16,500

耐水180球広角型LED

・全高／1,200mm　幅／2,400mm　・0.096A　・10W　・5連結まで可
耐水180球広角型LED/ブラックコード（パワーコード、コネクター付き）

商品コード
PALI61142
PALI61143
PALI61144

カラー
白

シャンパンゴールド
青

単　位

1個

希望小売価格
￥25,000
￥26,000
￥25,000

216球つららライト
商品コード
DILI61063
DILI61064
DILI61188

カラー
白

シャンパンゴールド
青&白

単　位

1個

希望小売価格
￥32,000
￥32,000
￥32,000

・サイズ／W3,000×H1,000mm（垂れ30本）
・消費電力／16W  ・LED球数／300球  ・重量／約900g
・連結数／3連結まで可  ・3芯電源コード付き

300球つららライト仕様

300球つららライト　3芯電源コード付
商品コード
DILI61086
DILI61087

カラー
白

シャンパンゴールド

単　位

1個

希望小売価格
￥33,000
￥33,000

※点滅を可能にする場合は、左記の
　別売 PALI61112 コントローラーが必要となります。

※点滅を可能にする場合は、左記の
　別売 PALI61112 コントローラーが必要となります。

・パワーコードがセットに含まれています。点滅の場合は、別売のPALI61063
 （スーパーLED ライト用8機能ブラックコントローラーパワーコード付き）が必要です。

シャンパンゴールド 青＆白白

白 青 シャンパンゴールドシャンパンゴールド白 青 シャンパンゴールド

＊ライトセットの寸法は図面の数値より多少異なりますが
　あらかじめご了承ください。

＊ライトセットの寸法は図面の数値より
　多少異なりますがあらかじめご了承
　ください。

■LED 136球ネットライト 
   常点+コネクター付・防滴仕様

白

＊ライトセットの寸法は図面の数値より多少異なりますが
　あらかじめご了承ください。 スーパーLEDライト用8機能

ブラックコントローラー
（パワーコード付き）

・全長1,500mm　・1A
希望小売価格 ￥2,800

PALI61063商品コード

白 シャンパンゴールド 青

ネットライト
NET LIGHT

ツララライト
TSURARA LIGHT

和のあかり
JAPANESEQUE LIGHT

・カラー ／ 琥珀色
・球数 ／ 18球
・消費電力 ／ 0.5W
・サイズ ／ W11.5×H26.3
                ×D11.5mm 
・重量 ／ 970g

希望小売価格  ￥38,000
DILI61418商品コード

行燈

希望小売価格  ￥24,000

炎のような光が
ゆらぎます。

グローブストリングライト
GLOBE STRING LIGHT

・カラー ／ シャンパンゴールド  ・サイズ ／ 全長約550cm
・球径 ／ φ4.5cm 　　　　     ・球数 ／ 10灯（30球） ・消費電力 ／ 1.6W
・重量 ／ 約370g                    ・連結数 ／ 10連結       ・2芯パワーコード別売

PALI61234商品コード
2芯グローブストリングライト（クリア球）

ブルー

・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール
・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール
・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール
・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール
・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール
・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール
・サイズ ／ 直径1,200mm 
・素材 ／ 塩化ビニール

PAWR6933PAWR6933PAWR6933
商品コード

￥20,000
希望小売価格希望小売価格希望小売価格

120cm
ノーブルリッチ
リース×540

120cm
ノーブルリッチ
リース×540

120cm
ノーブルリッチ
リース×540

リース・ツリーリース・ツリー
WREATH・TREE

■ツリー・リースは、サイズ・色の異なる商品も、ご用意できますので、
    お問い合わせください。

大型
送料

大型
送料

・サイズ ／ W1,200×H2,100mm 
・素材 ／ 塩化ビニール

PATR61006商品コード

210cmニューノーブルリッチ
ワイドツリー×970（ヒンジ方式）
210cmニューノーブルリッチ
ワイドツリー×970（ヒンジ方式）
210cmニューノーブルリッチ
ワイドツリー×970（ヒンジ方式）

￥38,000希望小売価格希望小売価格希望小売価格

・サイズ／W3,600×H900mm　・消費電力／42W   ・LED球数／819球　
・コードカラー／クリア  ・重量／約870g　・連結数／2連結まで可　・電源コード込

ドレープライト仕様

ドレープライト
商品コード
DILI61065

カラー
ホワイト&ブルー

単　位
1個

希望小売価格
￥78,000

シャンパンゴールド
ホワイト

φ450(中)

商品コード DILI61070

希望小売価格　￥34,000

LEDグローボール(中)
シャンパンゴールド

大型
送料

商品コード DILI61071

希望小売価格　￥12,000

LEDグローボール(小)
シャンパンゴールド

商品コード DILI61069

希望小売価格　￥68,000

LEDグローボール(大)
シャンパンゴールド

大型
送料

大型
送料

大型
送料

大型
送料


