CATALOGUE GUIDE
カタログガイド

All Season Decorations

http://www.saiga-co.com

ホームページ

info@saiga-co.com

お問合せEメール

ご注文方法
カタログ掲載商品のご注文は、
品番・品名・数量・単位・カラーをご記入のうえ、

下記のご注文専用ファックスへお願いいたします。

PROFILE

Illumination
11㎜φ LEDロープライト
10mタイプ

All Season Decorations

コントローラー

03-3862-5710

ファックス FAX.
商品スペック
表示例

品番
品名

■100V・0.3A
■カット幅0.833m ■電源コード長さ約3m
■日亜球使用
■コントローラー付き電源コード

コントローラー

小売価格
サイズ

￥11,970（￥11,400）／本
■90cmW・180cmH
■PVC

（ ）内は税抜価格です
単位
素材・用途

■注文書は上記の赤字表示事項を必ずご記入下さい。また、カラー
表示のあるものは略称をご記入下さい。

お支払い・発送方法
■ご注文の商品は代金引換、または、代金お振込み確認後の発送と
させていただきます。
■商品には送料は含まれておりませんので別途ご請求させていただきます。
■代引発送の場合、商品価格の他に下記の代金引換手数料を加算
させていただきます。
手数料
■商品価格（税込み）
630円
（600円）

945円
（900円）
1,365円
（1,300円）

返品について
■季節用品のため商品の返品、交換はお断りいたします。
■商品到着後は、出来るだけ早く商品をご確認いただき万一、不良品・
商品違い・破損品等ございましたら７日以内に
弊社担当者までご連絡ください。
■当日発送のご注文は12時までにお願いいたします。ただし
10月〜12月の期間に限り、受注後2〜3日かかる場合もございます。
■追加注文に関しましては、別便になる場合もございます。
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防水型

¥49,980（47,600）／個（10m）

■100V・0.3A
■カット幅0.833m ■電源コード長さ約3m
■日亜球使用
■コントローラー付き電源コード

¥37,380（35,600）／個（10m）

■100V・0.3A
■カット幅0.833m
■電源コード長さ約3m
■コントローラー付き電源コード

防水型

¥65,100（62,000）／個（10m）

〒111-0053
東京都台東区浅草橋3-20-12
外商部／装飾
TEL.03-3863-1914
FAX.03-3862-5710
外商部／量販
TEL.03-3863-1913
FAX.03-3866-5235
店舗販売店
TEL.03-3862-6511
FAX.03-3862-2959
経理／総務部
TEL.03-3863-1916
FAX.03-3862-5710

■100V・0.2A
■カット幅0.833m
■電源コード長さ約3m
■コントローラー付き電源コード

コントローラー

■喜連川配送センター

〒329-1412
栃木県さくら市喜連川字長坂東5879
TEL.0286-86-2373 FAX.0286-86-6201

¥110,250（105,000）／個（30m）

■100V・0.03A ／ mあたり
■カット幅0.833m ・常点電源コード3本・
エンドキャップ3個入

¥14,910（14,200）／個（8m）

■100V・0.2A
■カット幅1.333m
■電源コード長さ約3m
■コントローラー付き電源コード

④

③

¥150,000（142,857）／個（30m）

■100V・0.02A ／ mあたり
■カット幅0.833m ・電源コード長さ約3m
■常点電源コード3本・エンドキャップ3個入

⑤

③ 254535

11mmLEDロープライト用
コネクター

¥819（780）／袋（2個）

■プラスチック

LEDロープライト・レッド球

¥51,660（49,200）／個（32m）

■100V・0.02A ／ mあたり
■カット幅1.333m・常点電源コード3本・
エンドキャップ3個入

④ 254529

11mmLEDロープライト用
マウントクリップ

¥1,491（1,420）／袋（50個）

■プラスチック
■チューブライト取り付け用のクリップ

⑤ 254528

11mmLEDロープライト用
ガイド
（1m）

■点灯検査を行ってください

商品到着後、
必ず点灯検査を行ってください。
万一、
不良品があった場合には
お取り替えさせていただきますが、
施行後の不良品の交換及び返金、
施工費
などに関わる一切の費用の負担をいたしかねますのでご了承ください。

■丁寧に扱ってください

タイプで使い分けをしましょう
・光拡散タイプはLED上部を平らにし、
どの角度から見ても光が見えるタイプ
・集光型タイプは光の直接性を最大限に発揮しますが側面はあまり光りません。
・イルミデコレーションの場所に合わせて使い分けをしましょう。

コントローラー部分に耐水性はありません。
コンセントカバーやビニール袋を
かけ、
口を下向きにしっかり閉じるなど、
事故につながらないよう必ず防護策
をとってください。

三井住友銀行浅草橋支店
当座預金 208408

■100Ｖ・1.8Aまで使用可
■16段切り替えメモリ付
■最大延長40mまで

LEDロープライト・電球色

¥756（720）／個

■1mL・プラスチック
■チューブライト取り付け用ガイド

⑥ 254530

11mmLEDロープライト用
エンドキャップ

■防水処理について

みずほ銀行浅草橋支店
当座預金 83949

② 254525

⑥

コードを引張ったり、
必要以上の振動を与えないで下さい。
球切れや接触不良の原因となります。

●取引銀行

¥1,050（1,000）／個

■210cmL ■最大延長50mまで

¥7,140（6,800）／個

LEDロープライト・グリーン球

254524

LEDロープライト・レッド球

〒277-0054
千葉県柏市南増尾7-13-25
TEL.04-7173-1201 FAX.04-7175-1885

点

11mmLEDロープライト用
コントローラー付電源

防水型

防水型

254519

■柏支店 制作・加工所

常

11mmLEDロープライト用
電源コード

254541

LEDロープライト・電球色

営業部・受注センター

¥142,000（135,238）／個（30m）

■100V・0.03A ／ mあたり
■カット幅0.833m ・常点電源コード3本・
エンドキャップ3個入 ■日亜球使用

防水型

254540

■本社

LEDロープライト・ブルー球

254522

LEDロープライト・グリーン球

①

① 254526

防水型

防水型

254517

コントローラー

¥150,000（142,857）／個（30m）

■100V・0.03A ／ mあたり
■カット幅0.833m ・常点電源コード3本・
エンドキャップ3個入 ■日亜球使用

254539

LEDロープライト・ブルー球

三菱東京UFJ銀行

LEDロープライト・ホワイト球

防水型

254537

コントローラー

②

254538

¥58,170（55,400）／個（10m）

営業品目（国内卸・輸出入）
■装飾用材料卸・小売販売
■店舗内外装飾の企画・デザイン・設計・
施工・管理
■特注品の企画制作
■フラワーアレンジメント
■販売促進・宣伝用品
■クリスマス・正月用品
■春・夏・秋の装飾用品
■徽章・催事・オープニング用品
■七夕・祭礼用品
※特注の販促セットなどの商品のご相談も
承ります。

付属品

※レッド球は32m

防水型

LEDロープライト・ホワイト球

56123

180cmコンコルドツリー

防水型

254536

ご注文の際は、同封の「注文書」用紙をご使用下さい。
ご注文専用

30mタイプ

※レッド球は8m

イルミネーション

■カタログの表示価格はすべて消費税込みの価格です。
■商品の色は、印刷のため、実物と多少異なる場合がございます。
ご了承ください。
■カタログからのイメージカット・掲載商品等の無断転載は固くお断り
します。

イルミネーション

光拡散タイプ

集光型タイプ

¥315（300）／袋（10個）

■チューブライト切断部の保護パーツ

■表記説明

三菱東京UFJ銀行浅草橋支店
当座預金 9005043

●郵便局払込 00150-1-49917
2010.8現在 1,800円

防水型

防水型ライトは電球部分に防滴処理を施しておりますが、完全防水ではありません。
また、コンセントとコントローラは防雨加工しておりませんのでご注意下さい。

コントローラー

イルミライトの点滅に変化を付ける器具です。
（常点可能）

コネクター

電線と電線、または電気器具とを接続するための電気部品
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