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CeLight（Flat type）

側面図 Side view

セライト
（フラットタイプ）

□C L H 450SWx x -24V-C 2

450(17.72")
225(8.86")

－

ケーブル Cable
150mm(5.91")
－

+

+

□C L H 225SWx x -24V-C 2

裁断線 Cutting line
450(17.72")

＊防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。
固定する際はネジを使用してください。
＊電源装置、調光器についてはセライト専用のものがありますので、別途お
問い合わせください。
＊ B ecause it is waterproofed, it can't be secured with adhesive, double-sided tape, etc.
Please use screws when installing.
＊ There are power supplies and dimmers exclusive to CeLight, please contact us for details.

LED
ネジ固定可能箇所
Screw fixable point
＊Φ6 まで
Up to Φ 6 (0.24 ")

LED
消費電力
Power consumption
光束
Luminous flux
ケーブル
Cable
入力電圧
Input voltage
調光仕様
Dimming specification
IP 保護等級
IP protection grade
シート素材
Sheet material

CLH450SW □□ K-24V-C2

“ □□ K” は指定色温度
□□ K is specified color temperature

450mm(17.72") × 450mm(17.72")
Ra85
2700K/3000K/3500K/4000K
144 個 37.5mm ピッチ
144 pieces 37.5 mm (1.48 ") pitch

品番
Product No.
サイズ
Size
演色性
Color rendering property
色温度
Color temperature
LED

23W(40mA)
≒ 1656lm
150mm/ 単芯ケーブル 2 本
150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
0-10V(PWM) ＊調光器は別途
0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JISC0920)
IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920:2003) by outline of electrical machinery and equipment.
ラミネート加工済みグラスファイバーシート 1mm 厚
Laminated processed glass fiber sheet 1 mm(0.04") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

消費電力
Power consumption
光束
Luminous flux
ケーブル
Cable
入力電圧
Input voltage
調光仕様
Dimming specification
IP 保護等級
IP protection grade
シート素材
Sheet material

CLH225SW □□ K-24V-C2

“ □□ K” は指定色温度
□□ K is the specified color temperature

450mm(17.72") × 225mm(8.86")
Ra85
2700K/3000K/3500K/4000K

□C L 300SWx x -24V-C 2
120°

裁断例 Cutting example

≒ 1656lm
150mm/ 単芯ケーブル 2 本
150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
0-10V(PWM) ＊調光器は別途
0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JISC0920)
IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
ラミネート加工済みグラスファイバーシート 1mm 厚
Laminated processed glass fiber sheet 1 mm (0.04 ") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
＊裁断線以外のところをカットすると LED が不点になりますので裁断の際は注意してください。
Cutting anything other than the cutting line will cause the LED to become unstable, so be careful when cutting.

取付方法 Mounting method

450(17.72")/300(11.81")
ケーブル Cable
150mm(5.91")
－

+

+

450(17.72") / 300(11.81")

－

ネジ固定可能箇所
Screw fixable point
＊Φ6 まで
Up to Φ 6 (0.24 ")

LED

Ra85
2700K/3000K/3500K/4000K
144 個 37.5mm ピッチ
144 pieces 37.5 mm (1.48 ") pitch
23W(40mA)
≒ 1656lm
150mm/ 単芯ケーブル 2 本
150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.

90mm(3.54")
IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JISC0920)
IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
ラミネート加工済みグラスファイバーシート 0.3mm 厚
Laminated glass fiber sheet 0.3 mm (0.01 ") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

LED
消費電力
Power consumption
光束
Luminous flux
ケーブル
Cable
入力電圧
Input voltage
調光仕様
Dimming specification
最小折り曲げ半径
Smallest folding radius
IP 保護等級
IP protection grade
シート素材
Sheet material

CL300SW □□ K-24V-C2

GRAY

0V

BLACK

配線図
Wiring diagram

Please prepare the extension
cable separately.

＊４か所以上、ネジで固定してください
Please secure with four screws or more.

調光あり With dimming*

+24V
0V

“ □□ K” は指定色温度
□□ K is specified color temperature

調光なし No dimming

+24V
0V

300mm(11.81") × 300mm(11.81")
Ra85
2700K/3000K/3500K/4000K
144 個 25mm ピッチ
144 pieces 25 mm (0.98 ") pitch
14.4W(25mA)
≒ 1035lm
150mm/ 単芯ケーブル 2 本
150 mm (5.91 ") / 2 single core cable
24V ＊電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
0-10V(PWM) ＊調光器は別途
0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
90mm(3.54")
IP62 ＊電気機械器具の外郭による保護等級 (JISC0920)
IP 62 * Protection grade (※JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
ラミネート加工済みグラスファイバーシート 0.3mm 厚
Laminated glass fiber sheet 0.3 mm (0.01 ") thick

※ Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

＊調光も可能です。調光器に関しては
別途お問い合わせください。
Dimming is also possible. For dimmers please
contact us separately.

+24V
0V

24VDC

電源
Power supply

+24V
0V

24VDC

電源
Power supply

ご注意 Usage Precautions (Warning)
・セライトの入力電圧は DC24V です。AC電源に接続しないでください。
・ほこりや引火の可能性のある場所に設置しないでください。
・セライトを落としたり、堅いものにぶつけたりしないでください。
・LEDチップやその他部品があるところを折らないようにご注意ください。
・設置接続を必ず行ってください。
・調光は別途専用調光器をご購入ください。
・ネジ穴以外の場所を使用して取り付けしないでください。
＊防水加工を施しているため、接着剤 • 両面テープ等では固定できません。

固定する際はネジを使用してください。

：
（アメリカ、
カナダ規格認証品としての認可を受けました Approved by UL as an American / Canadian standard certified product.）

調光器
Dimmer

· Input voltage for CeLight is 24 VDC. Do not connect to AC power.
· Do not install in locations subject to dust or flammability.
· Do not drop CeLight or strike against hard objects.
· Be careful not to break where the LED chip and other parts are located.
· Make sure to perform installation connection.
· Purchase a dimmer separately for dimming.
· Do not install using a place other than screw hole.
*Because it is waterproofed, it cannot be secured with adhesive, double-sided tape, etc.
Please use screws when installing.

CeLight

0-10V(PWM) ＊調光器は別途
0 - 10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.

品番
Product No.
サイズ
Size
演色性
Color rendering property
色温度
Color temperature

+24V

ナイロンワッシャー Nylon washer

ONE BY ONE Selection

CeLight

ONE BY ONE Selection

消費電力
Power consumption
光束
Luminous flux
ケーブル
Cable
入力電圧
Input voltage
調光仕様
Dimming specification
最小折り曲げ半径
Smallest folding radius
IP 保護等級
IP protection grade
シート素材
Sheet material

450mm(17.72") × 450mm(17.72")

ネジ Screw

ネジ穴 Screw hole

＊延長ケーブルは
別途ご用意ください

＊防水加工を施しているため、接着剤 • 両面テープ等では固定できません。
固定する際はネジを使用してください。
＊電源装置、調光器についてはセライト専用のものがありますので、別途お
問い合わせください。
＊ B ecause it is waterproofed, it can't be secured with adhesive, double-sided tape, etc.
Please use screws when installing.
＊ There are power supplies and dimmers exclusive to CeLight, please contact us for details.

LED

“ □□ K” は指定色温度
□□ K is specified color temperature

取付方法 Mounting method
← 150mm →
(5.91")

裁断線 Cutting line

CL450SW □□ K-24V-C2

最大厚み 1.85mm（フレキシブルタイプ）
Maximum Thickness 1.85mm(0.07") (Flexible Type)

25mm ピッチ 25mm(0.98")pitch

11.5W(40mA)

セライト
（フレキシブルタイプタイプ）

品番
Product No.
サイズ
Size
演色性
Color rendering property
色温度
Color temperature

2.25mm（フラットタイプ）

最大厚み 1.85mm（フレキシブルタイプ）
Maximum Thickness 2.25mm(0.09") (Flat Type)
Maximum Thickness 1.85mm(0.07") (Flexible Type)

72 個 37.5mm ピッチ
72 pieces 37.5 mm (1.48 ") pitch

CeLight（Flexible type）

459

最大厚み

37.5mm ピッチ 37.5 mm (1.48 ") pitch

品番
Product No.
サイズ
Size
演色性
Color rendering property
色温度
Color temperature

□C L 450SWx x -24V -C2

120°

ジャンパーワイヤー＊CLH450 のみ
Jumper wire (* CLH 450 only)

460

