
LED テープVISITEC

サイズ：W190×H30×D45mm

VT-DRH50W

ホワイト

VT-LD5000W

ブルー オレンジ

VT-LDN5000W
VT-LD5000SV W

ピンク

ｻｲﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｰﾌﾟ幅５mm×約厚み２mm

防水LEDﾃｰﾌﾟ 幅８mm×約厚み４mm
ホワイト・ブルー・オレンジ

内装LEDﾃｰﾌﾟ 幅５mm×約厚み３mm
ｻｲﾄﾞﾋﾞｭｰLEDﾃｰﾌﾟ 幅５mm×約厚み２mm

【LED数：66個/1mあたり】

ピンク 【LED数：30個/1mあたり】
防水LEDﾃｰﾌﾟ 幅10mm×約厚み３mm

5050SMD（高輝度ﾀｲﾌﾟ） ・45ｍｍ間毎カットハサミ線入り

DC12V 

防水 内装 サイドビュー
(１巻 5m)

DC12V   防水型 LEDテープ マルチカラータイプ (RGB) (１巻 5m)

VT-LD5000B VT-LD5000 OR VT-LD5000PI

VT-LDN5000B VT-LDN5000 OR

VT-LD5000SV B VT-LD5000SV OR

マルチカラー (RGB)専用ﾘﾓｺﾝ付コントローラー

VT-LD5000CTR2

ｻｲｽﾞ : 104x62x25mm

出力電力: 7A(最大12A)
消費電力: １W以下

●ショートプロテクション内蔵
●リモコン使用距離：約50m
●RGB 3ラインに対して、最

大12A×3出力 40M（8ロール
分）●10種類の点灯パターン
●スピードコントローラ●ON・

OFFボタン●メモリー機能

レッド・グリーン・ブルー以外の複合色点灯も可能！！VT-LD5000RGB

レッド グリーン ブルー パープル イエロー

アクア ホワイト

LED数：300個/5mあたり

5050SMD （高輝度ﾀｲﾌﾟ）・52ｍｍ間毎カットハサミ線入り

LEDﾃｰﾌﾟ 幅１０mm×約厚み３mm

消費電力：36W 3A

ワイヤレスリモコン、
LED接続部のボタン操作に
より、各種コントロールが可能です。MODE:モード/SPD+:
スピード増・SPD-:スピード減/ON・OFFボタン

DC12V   防水型 LEDテープ RGBマルチカラー流れるタイプ (１巻 5m)

防水ﾀｲﾌﾟ 内装ﾀｲﾌﾟ ｻｲﾄﾞﾋﾞｭｰﾀｲﾌﾟ RGBﾀｲﾌﾟ 流れるRGB
ﾀｲﾌﾟ

VT-LD5000 VT-LDN5000 VT-LD5000SV

VT-LT717RGB 133通りの点灯パターンと99通りのスピードコントロールが可能！！

RGB流れるタイプ専用 ﾘﾓｺﾝ付コントローラー

VT-LDCA01

●高角度：１２０度
●100mm単位でのカット使用も可能！

ｻｲｽﾞ : 133x70x25mm

(突起物含まず)

(突起物含まず

消費電力: 約2.2W以下
耐熱温度: -20℃～60℃

・LED数：150個/5mあたり ・LEDﾃｰﾌﾟ 幅１2mm×約厚み３mm

・5050SMD ・

●ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ部デジタル表示

●オート電源機能

●メモリー機能

※マルチカラーLEDテープをご購入の際は
リモコンコントローラーセッとでのご購入をお勧めします。

スポットライト
LED汎用 ３Ｗスポットライト 室内用 LEDｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞネオンライト

サウンドセンサー内蔵/音で色が変化します♪

ハイパワーLEDデイライト ※汎用ステー付属

VT-DRH50B
サイズ：W190×H30×D45mm

VT-DRH503B

VT-DRH505RGB

サイズ：W190×H30×D45mm

サイズ：W155×H35.6×D17.8mm

・100% → 50% に減光可能タイプ

・ホワイト→レッド→ブルー→シアン→
グリーン→イエロー→パープル

●リモコン簡単操作 リモコンでON/OFF他、全ての機能をコントロール可能です。

・カラー：ホワイト/ブルー/レッド/グリーン/オレンジ

・ｻｲｽﾞ：約幅２５×１８mm
・配線の長さ約140cm 

●（電源、調光 5パターン） 電源ON→75％→50％→25％→電源OFF

マルチカラー(RGB)タイプ

フルカラーRGBデイライト！左右合わせて16連！ 付属のリモコンでカラー変更や常時点灯・
フラッシュ・オーロラ変化など、発光パターンをコントロール可能！

・DC12V

●超強力発光！小型仕様・ LED 3Wスポットライトです

●常時点灯・スモール連動・ドア開閉連動 等

デイライト

●リモコン操作により16色/5ﾊﾟﾀｰﾝ切替で様々な用途に使用
出来ます。

●カラー:単色16ｶﾗｰ･5ﾊﾟﾀｰﾝ点灯/点滅

●点灯パターン:ｽﾄﾛﾎﾞ/ﾌﾗｯｼｭ/ﾌｪｰﾄﾞ/ｽﾑｰｽ/ｻｳﾝﾄﾞ点滅

●ｱｲﾗｲﾝ/ﾌｯﾄﾗﾝﾌﾟ/ﾈｵﾝ/間接照明など取り付け位置多数！

●バイク等にも取付可能！

●シリコン製チューブでグニャっと
曲げられます。

●LEDｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ
ﾈｵﾝﾗｲﾄ20cm4本

●コントローラー

●リモコン

●シガー電源

※ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ部は防水ではありません

VT-NEON40

100ｍｍ間毎カットハサミ線入り



http://www.tam-jp.net/

LED ルームランプVISITEC

VT-LT09C

●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

●製品の適合につきましては、同一車種でもグレード等で異なる場合 があります。
現車に標準で装着されているものをご確認ください。

●車検対応につきましては、車両の状態・使用使途により車検審査に適合しない
場合がありますので、必ず保安基準などの関連法規を遵守してご使用ください。

●本カタログは2017年3月現在のものです。

面発光ブライト

・ｻｲｽﾞ：長さ25×
幅17×高さ4mm

SMDチップ

・ｻｲｽﾞ：長さ36×
幅26×高さ4mm

・ｻｲｽﾞ：長さ60×
幅20×高さ4mm

・ｻｲｽﾞ：長さ40×
幅35×高さ4mm

・ｻｲｽﾞ：長さ40×
幅20×高さ4mm

ワンタッチキャンセラー
微点灯解消

●ｶﾗｰﾀｲﾌﾟ : ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ 8000K

(ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ)VT-M10 VT-M20 
VT-M20WW

VT-M30 VT-M40 VT-M50 VT-M60 
VT-M10WW VT-M40WW VT-M50WWVT-M30WW

(Warmﾎﾜｲﾄ)

(ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ)

(Warmﾎﾜｲﾄ)

(ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ) (ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ) (ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ)

(Warmﾎﾜｲﾄ) (Warmﾎﾜｲﾄ) (Warmﾎﾜｲﾄ)

付属
アダプター

●取付簡単！

●配線不要！

●DC12V

:Warmﾎﾜｲﾄ(電球色) 3000K

VT-LT12C

VT-LT18C VT-LT24C

● ホワイト

チップﾟ数：９LED
ｻｲｽﾞ：22mm×22mm

チップﾟ数：１２LED
ｻｲｽﾞ：32mm×20mm

汎用タイプ

汎用タイプ

チップﾟ数：１８LED
ｻｲｽﾞ：46mm×20mm

チップﾟ数：２４LED
ｻｲｽﾞ：39mm×32mm

6000K

SMDチップ プリウス５０系専用

プリウス50系ZVW5x ﾑｰﾝﾙｰﾌなし車専用
平成27年12月～

※ﾁﾙﾄ&ｽﾗｲﾄﾞ電動ﾑｰﾝﾙｰﾌ装着車は非対応です。

Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ
Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ・Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ
A・Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ・E

※ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ装着車は不可

フロントルームランプ

VT-LT950

VT-LT951

プリウス50系ZVW5x ﾑｰﾝﾙｰﾌなし車専用

平成27年12月～
Ｓグレード専用

※ﾁﾙﾄ&ｽﾗｲﾄﾞ電動ﾑｰﾝﾙｰﾌ装着車は非対応です。
※ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ装着車は不可

センタールームランプ バニティランプ ドアカーテシランプ ラゲッジランプ

（７４LEDx１） （４２LEDx１） （６LEDx２） （２LEDx２） （２LEDx１）

PRIUS

PRIUS

※バルク商品

格安
タイプ

LED テープ

LED バルブ

DC12V   

格安
タイプ

5W １0チップ 33mm×12mm ﾎﾜｲﾄ 5W １0チップ 33mm×12mm ﾌﾞﾙｰ

5W 10チップT10ﾀｲﾌﾟ

T10ﾀｲﾌﾟ 2.5W 4チップ

2.5W 4チップ 25×12mm ﾎﾜｲﾄ 2.5W 4チップ 25×12mm ﾌﾞﾙｰ 2.5W 4チップ 25×12mm ｵﾚﾝｼﾞ

全長３３mm

全長２５mm

2.5W 4チップ 25×12mm ｸﾞﾘｰﾝ 2.5W 4チップ 25×12mm ﾚｯﾄﾞ

VT-LY500W

VT-LY500B

VT-LY500R

VT-LY500Y

VT-LY500RGB

ホワイト

（コントローラー付属）

格安
タイプ

防水型 LEDテープ
・LED数：300個/5mあたり

・LEDﾃｰﾌﾟ 幅
１０mm×約厚み３mm

・5050SMD 
・52ｍｍ間毎カットハサミ線入

・消費電力：26.4W 2.2A

ブルー

レッド

イエロー

1巻5m   


