
No 外観

型番： DPD-R32-0305 チップ数： 15

外形サイズ： Φ32*3.1mm 照射角： 120 ℃
光源サイズ 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
効率：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC9-10V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K
明るさ： 210~270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： アルミ               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R32-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ32*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ21.8mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours
電圧：DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-35-0305 チップ数： 15

外形寸法： Φ32*3.1mm 照射角： 120 ℃
发光面尺寸： Φ21.8mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC9-10V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K
照度： 210~270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K
基板タイプ： 铝基板

型番： DPD-35-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ32*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ21.8mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours
電圧：DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-22.5-0305 チップ数： 15

外形寸法： Φ22.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ16mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC9-11V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210~280LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-25-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ25*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ1mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃
消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-28-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ28*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ14mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-29-0213 チップ数： 26

外形寸法： Φ29*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ18mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：780mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

規格
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型番： DPD-30-0304 チップ数： 12

外形寸法： Φ30*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ20mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 5W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC9-11V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-35-0610 チップ数： 60

外形寸法： Φ35*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ25mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：10W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 700-1000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-20-0703   チップ数： 21
外形寸法： Φ20*3.1mm 照射角： 120 ℃
发光面尺寸：  Φ13.5mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力：4W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC21-24V 色温度：

電流：180mA               ウォーム：  2700-3500±100K
照度： 280~360LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-30-0205 チップ数： 10

外形寸法： Φ30*2.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ20mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 140-200LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-30-0305 チップ数： 15

外形寸法： Φ30*2.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ20mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-300LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-30-0308 チップ数： 24

外形寸法： Φ30*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ21mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 530mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-500LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-32-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ32*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ21.3mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-500LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-32-0507 チップ数： 35

外形寸法： Φ32*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ21.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：7W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流： 420mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 500-700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-38-0516 チップ数： 80

外形寸法： Φ38*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ32mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：320mA              ウォーム：  2700-3500±100K
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照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-38-0309 チップ数： 27

外形寸法： Φ38*2.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ20mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 540mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-500LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DopDea-R41-0406 チップ数： 24

外形寸法： Φ45*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ30mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：400mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 760-990LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-40-0213 チップ数： 26

外形寸法： Φ40*2.09mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 22*22mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC6-7V 色温度：

電流：780mA               ウォーム：  2700-3500±100K

照度：350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K
基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-40-0210 チップ数： 20

外形寸法： Φ40*2.09mm 照射角： 120 ℃
发光面尺寸： 22*22mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：600mA               ウォーム：  2700-3500±100K

照度：280~360LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-38-0213 チップ数： 26

外形寸法： Φ38*2.09mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 21*21mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC6-7V 色温度：

電流：780mA               ウォーム：  2700-3500±100K

照度：350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-43-0213 チップ数： 26

外形寸法： Φ43*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ26mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：780mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R40-0504 チップ数： 20

外形寸法： Φ40*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ32mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：10W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC15-17V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  700-900LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-40-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ40*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ34.68mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  350~450LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-44-1208 チップ数： 96

外形寸法： Φ44*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ35mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours
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電圧： DC36-39V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1400-1800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-44-0510 チップ数： 50

外形寸法： Φ44*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ35mm    動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-18V 色温度：

電流：500mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：600~720LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R40-0316 チップ数： 48

外形寸法： Φ40*2.6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ35 mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC9-11V 色温度：

電流：320mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 700~900LM                ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番：   DPD-R49-0515 チップ数： 75

外形寸法： Φ49*2.3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

 型番：   DPD-R49-0804 チップ数： 32

外形寸法： Φ49*2.31mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ40mm  動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：1050~1400LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

 型番： DPD-R49-0805 チップ数： 40

外形寸法： Φ49*2.3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：18W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-28V 色温度：

電流：750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：1400~1800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R49-1009 チップ数： 90

外形寸法： Φ49*2.31mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ40mm  動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：18W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：540mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：1250~1620LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD43.3-0404 チップ数： 16

外形寸法： Φ43.3*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ25mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力： 3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC 12-14V 色温度：

電流： 240mA              ウォーム：  2700-3500±100K
照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-R28-0302 チップ数： 6

外形寸法： 28*2.6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ22mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-R28-0502 チップ数： 10
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外形寸法： 28*2.6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ22mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  400-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-R28-0702 チップ数： 14

外形寸法： 28*2.6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ22mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：7W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC21-24V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  400-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-29-0205 チップ数： 10

外形寸法： Φ29*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ10mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流： 500mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-19.8-0105 チップ数： 5

外形寸法： Φ19.8*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 7*7mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC3-3.3V 色温度：

電流： 500mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 110-140LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-18.5-0302 チップ数： 6

外形寸法： Φ18.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ9mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-10.5V 色温度：

電流：200mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 140-180LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R20-0302 チップ数： 6

外形寸法： Φ20*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ11.2mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-20-0204 チップ数： 8

外形寸法： Φ20*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ14mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 280-320LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-20-0303 チップ数： 9

外形寸法： Φ20*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ16mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 400mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-24-0703 チップ数： 21

外形寸法： Φ24*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ16mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC21-24V 色温度：

電流：180mA              ウォーム：  2700-3500±100K
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照度： 280-360LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番：  DPD-20-0205  チップ数： 10

外形寸法： Φ20*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ13mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流： 750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-20-0503 チップ数： 15

外形寸法： Φ20*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ12mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  320~400LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-22.5-0407 チップ数： 28

外形寸法： Φ22*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ17mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力：5W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：420mA                ウォーム：  2700-3500±100K
照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-22.5-0804 チップ数： 32

外形寸法： Φ22*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ17mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：6W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流：240mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 420~540LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-R37-0106 チップ数： 6 

外形寸法： φ37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ17mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC3-3.3V 色温度：

電流：320mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：70-90lumens              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R37-0302 チップ数： 6 

外形寸法： φ37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ22.6mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 240-270lumens              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R37-0502 チップ数： 10 

外形寸法： Φ37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ24.6mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-18V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450lumens              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-R37-0802 チップ数： 16

外形寸法： Φ37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ24.6mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流： 300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 640-720lumens              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-37-1002 チップ数： 20

外形寸法：  Φ37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ24.6mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
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消費電力：10W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：700~900LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-37-1202 チップ数： 24

外形寸法：  Φ37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ24.6mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力：12W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC36-39V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K
照度：840~1080LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番：  DPD-R50-1013 チップ数： 130

外形寸法：  Φ50*3.1mm  照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ42mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：25W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：800mA               ウォーム：  2700-3500±100K

照度：1820~2340LM                 ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-57-1004 チップ数： 40

外形寸法：  Φ57*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：18W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1260~1620LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番：DPD-57-0804 チップ数： 32

外形寸法：  Φ57*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1050~1350LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-57-1010 チップ数： 100

外形寸法：  Φ57*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1400-2000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59.5-0510 チップ数： 50

外形寸法： Φ59.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：530mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 600~800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59.5-0610 チップ数： 60

外形寸法： Φ59.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力：10W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC18-20V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 750~1000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K
基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59.5-1208 チップ数： 96 

外形寸法： Φ59.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1500~2000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59.5-1010 チップ数： 100

外形寸法： Φ59.5*3.1mm 照射角： 120 ℃
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发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1500~2000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番：  DPD-76.2-1208 チップ数： 96

外形寸法： Φ76.2*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ64mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC36-39V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1500-2000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-76.2-1212 チップ数： 144

外形寸法： Φ76.2*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ64mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-40V 色温度：

電流：830mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2250-3000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-76.2-1015 チップ数： 150

外形寸法： Φ76.2*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ64mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧：DC30-33V 色温度：

電流：900mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2250-3000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0903 チップ数： 27

外形寸法： Φ50*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ39mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC27-30V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 560-800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-53-1111 チップ数： 121

外形寸法： Φ53*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ37mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：24W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC33-36V 色温度：

電流：660mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1700-2200LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0114 チップ数： 14

外形寸法： 50*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ21.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 2.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC3-4V 色温度：

電流：840mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ50*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ39 mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：7.5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：500mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 520-680LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0904 チップ数： 36

外形寸法： Φ50*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ39 mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：10.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC27-30V 色温度：

電流：400mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 770-990LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K
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基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0907 チップ数： 63

外形寸法： Φ50*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ39mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：19W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC27-30V 色温度：

電流：700mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1330-1900LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-1407 チップ数： 98

外形寸法： Φ50*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ33 mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC42-45V 色温度：

電流：700mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-3000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R50-1006 チップ数： 60

外形寸法： Φ50*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ42mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 25W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：830mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1750-2250LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-52-0610 チップ数： 60

外形寸法： Φ52*2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ34mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流： 1.5A              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59-0908 チップ数： 72

外形寸法： Φ59*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC27-30V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1050-1500LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59-1212 チップ数： 144

外形寸法： Φ59*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流：830mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2400LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-59-1207 チップ数： 84

外形寸法： Φ59*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ47mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 36W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流：1000mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2520-3240LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-R30-0303 チップ数： 9

外形寸法： Φ30*2.9mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ6.5mm   動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：450mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：350~450LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-43-0505 チップ数： 25

发光面尺寸： Φ6mm 照射角： 120 ℃

外形寸法： Φ43*3.1mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

发光面尺寸： Φ6mm 使用寿命： 50000 hours
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消費電力：5W 色温度：

電圧： DC15-17V              ウォーム：  2700-3500±100K

電流：300mA              ナチュラル： 4000-4500±100K

照度： 350-450LM              白(基本色)： 5000-5500±200K

演色性： 60-85               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-90-0605 チップ数： 30

外形寸法： Φ90*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ10mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流：750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 840-960LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-47.4-0819 チップ数： 152

外形寸法： Φ47.4*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm inner：Φ10mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：9W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流：380mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 630-810LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-1002 チップ数： 30

外形寸法： Φ50*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ44mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：450mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：1050-1400LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0605 チップ数： 30

外形寸法： Φ60*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ14mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃
消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC18-21V 色温度：

電流：750mA              ウォーム：  2700-3500±100K
照度： 1050-1400LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-1003 チップ数： 30

外形寸法：  Φ50*2.9mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 17mm    動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC30-33V 色温度：

電流：450mA              ウォーム：  2700-3500±100K
照度：1050~1350LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-80-1615 チップ数： 240

外形寸法： Φ80*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ60*24mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：48W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC48-52V 色温度：

電流：900mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 3500-4500LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-5007-0208 チップ数： 16

外形寸法： 50*7mm   照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 28*7mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：480mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：210~270LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-5007-0307 チップ数： 21

外形寸法： 50*7*2.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 25*6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 420mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 280-360LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-3810-0502 チップ数： 10
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外形寸法： 38*10*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 34*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：120mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 140-180LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-5008-0312 チップ数： 36

外形寸法： 50*8*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 31*7mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：7W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：720mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 400-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-5012-0212 チップ数： 24

外形寸法： 50-12mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 40*8mm  動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.8W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：720mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-1233.5-0305 チップ数： 15

外形寸法： 12*33.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：10*23mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃
消費電力：7W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC9-11V 色温度：

電流：750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 520-680LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-559.5-0209 チップ数： 18

外形寸法： 55*9.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 48*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3.6W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：540mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 300-350LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-4020-0208 チップ数： 16

外形寸法： 40*20mm  照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 38*12mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：480mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210~270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-6624-0416  チップ数： 64

外形寸法： 66*24mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 62*12mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：12W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：960mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 840~1080LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-10020-0311 チップ数： 33

外形寸法： 100*20mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 99.9*7.8mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：6.6W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9~11V 色温度：

電流：660mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 500~600LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-10020-0212 チップ数： 24

外形寸法： 100*20mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 99.9*7.8mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.8W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC 6~7V 色温度：

電流：720mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
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演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-8020-1205 チップ数： 60

外形寸法： 80*20*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 62.5*19mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流： 750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-L1290-0404 チップ数： 16

外形寸法： 12*90mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 6*86mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃
消費電力： 5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC 12-14V 色温度：

電流： 400mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-1009-0403 チップ数： 12

外形寸法： 100*9*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 95*4mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5.4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 450mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 420-540LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-1019.5-0309 チップ数： 27

外形寸法： 101*9.5*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 95*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 540mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-15010-0406 チップ数： 24

外形寸法： 150*10mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  140*6mm  動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：400mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-10510-0208   チップ数： 16

外形寸法： 105*10mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 105*6mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC6-7V 色温度：

電流：480mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210~270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-10008-0404 チップ数： 16

外形寸法： 100*8*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 94*6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 240mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-14805-0507 チップ数： 35

外形寸法： 148*10*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 143*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：7W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：420mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 490-630LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-7505-0505 チップ数： 25

外形寸法： 75*8*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 71*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours
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電圧： DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-1489.5-0504 チップ数： 20

外形寸法： 148*9.5*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 143*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流： 240mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 280-360LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-12009-0115 チップ数： 15

外形寸法： 120*9*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 110*5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC3-3.3V 色温度：

電流：900mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-12010-0412 チップ数： 48

外形寸法： 120*10*2.7mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 100*9mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 2.88W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：240mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-36120-0428 チップ数： 112

外形寸法： 120*36*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 112*26mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：6.7W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 560mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 470-680LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-15026-0408 チップ数： 32

外形寸法： 150*26mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 144*6mm   動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：6.4W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：480mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 450-650LM               ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-9816-0410  D0024 チップ数： 40

外形寸法： 98*16*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 92*9mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 200mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 170-210LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9816-0410  D0025 チップ数： 40

外形寸法： 98*16*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 92*9mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.4W 使用寿命： 50000 hours
電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 200mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 170-210LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9816-0410  D0026 チップ数： 40

外形寸法： 98*16*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 92*9mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 200mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 170-210LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9812.5-0309  D0021 チップ数： 27
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外形寸法： 98*12.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 94*6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.62W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 180mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 170-210LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9812.5-0309  D0022 チップ数： 27

外形寸法： 98*12.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 94*6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.62W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 180mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 170-210LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9812.5-0309  D0023 チップ数： 27

外形寸法： 98*12.5*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 96*6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.62W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 180mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 170-210LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-13220-1507 チップ数： 105

外形寸法： 132*20*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 74*8mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC45-48V 色温度：

電流： 420mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1400-1800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-8620-1507 チップ数： 105

外形寸法： 86*20*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 74*8mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC45-48V 色温度：

電流： 420mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1400-1800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-13225-1507 チップ数： 105

外形寸法： 132*25*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 76*10mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC45-48V 色温度：

電流： 660mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-30-20-0310 チップ数： 36

外形寸法： 30*20*2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 25*15mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 200A              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 140-200LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-30-25-0312 チップ数： 36

外形寸法： 30*25*2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 24.8*20mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.16W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 240A              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 150-200LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-40-35-0316 チップ数： 48

外形寸法： 40*35*2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 27*27mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.88W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流： 320A              ウォーム：  2700-3500±100K
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照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-49-0316 チップ数： 48

外形寸法： Φ49*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ40*40mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.88W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：320mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-4545-0610 チップ数： 60

外形寸法： 45*45*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：34*34mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：10W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 700-900LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-5656-1208 チップ数： 96

外形寸法： 56*56*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：44*44mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：20W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流：550mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1400-1800LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-6969-1212 チップ数： 144

外形寸法：69*69*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：57*57mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流：830mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-3735-0909 チップ数： 81

外形寸法： 37*35*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ24mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 24.3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC27-30V 色温度：

電流：900mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1750-2250LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9237-1212 チップ数： 144

外形寸法： 92*37*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：78*24mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流：830mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9450-0414 チップ数： 56

外形寸法： 94*50*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：80*45mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3.6W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：280mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 240-300LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-9450-0420 チップ数： 80

外形寸法： 94*50*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：80*48mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：400mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-61-0605 チップ数： 30

外形寸法： Φ61*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ15mm*3 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

122

123

124

125

126

127

128

129

15/18



消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流： 750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1050-1350LM              ナチュラル： 4000-4500±100K
演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-84-1205 チップ数： 60

外形寸法： Φ84*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ16mm*6 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：30W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC36-39V 色温度：

電流： 750mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 2100-2700LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-11.9-13.8-0402 チップ数： 8

外形寸法： 11.9*13.8*3mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ6.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 250-320LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-L2622-0503 チップ数： 15

外形寸法： 26.34*22.8mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ19mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：180mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210~270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-L2622-0803 チップ数： 24

外形寸法： 26.34*22.8mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：  Φ19mm 動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：4.8W  使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流：180mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板                クール：  6000-6500±200K

型番： DPD-25.8-22.8-0704 チップ数： 28

外形寸法： 25.8*22.8*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ18.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5.6W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC21-24V 色温度：

電流： 240mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 400-360LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-25.8-22.8-0706 チップ数： 42

外形寸法： 25.8*22.8*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ18.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：8.4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC21-24V 色温度：

電流： 360mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 590-760LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-25.8-22.8-0607 チップ数： 42

外形寸法： 25.8*22.8*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ18.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：12.6W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流： 700mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 880-1130LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-25.8-22.8-0605 チップ数： 30

外形寸法： 25.8*22.8*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ18.5mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：9W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流： 500mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 630-810LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K
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型番： DPD-2522-0408 チップ数： 32

外形寸法： Φ25.5*22.3*3.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ19mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 9.6W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：800mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 700-900LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-29-0305 チップ数： 15

外形寸法： Φ29*6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ17.8mm  動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 240-270lumens              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-29-0505 チップ数： 25

外形寸法： Φ29*6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ17.8mm  動作温度：-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC15-17V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：350~450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-43-0305 チップ数： 15

外形寸法： Φ43*6.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ33mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 3W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-29-0803 チップ数： 24

外形寸法： Φ29*6.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ17.6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 7.2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC24-27V 色温度：

電流：300mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 490-630LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-29-0606 チップ数： 36

外形寸法： Φ29*6.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ17.6mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力： 10.8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC18-21V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 750-1000LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-50-0410 チップ数： 40

外形寸法： Φ50*6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ33mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：8W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流：600mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度：  560-720LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-54.5-0318 チップ数： 54

外形寸法： Φ54.5*6mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ48mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：3.2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC9-11V 色温度：

電流：360mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-320LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-24100-0405 チップ数： 20

外形寸法： 100*24*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 89*15mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：
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電流： 100mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 80-110LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ：PCB               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-13510-0405 チップ数： 20

外形寸法： 135*10*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 115*8mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.2W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 100mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 80-110LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： PCB               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-18510-0406 チップ数： 24

外形寸法： 185*10*3.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： 165*8mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：1.44W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC12-14V 色温度：

電流： 120mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 110-140LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： PCB               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-28-2501 チップ数： 25

外形寸法： Φ28*2.2mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ20mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：5W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC75-77.5V 色温度：

電流： 60mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 350-450LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-28-4001 チップ数： 40

外形寸法： Φ28*2.0mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸：Φ14mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：2.4W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC120V 色温度：

電流： 20mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 210-270LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

型番： DPD-70-8501 チップ数： 85

外形寸法： Φ70*3.1mm 照射角： 120 ℃

发光面尺寸： Φ53.2mm 動作温度：:-20 ℃—+60 ℃

消費電力：15W 使用寿命： 50000 hours

電圧： DC255V 色温度：

電流： 60mA              ウォーム：  2700-3500±100K

照度： 1050-1350LM              ナチュラル： 4000-4500±100K

演色性： 60-85              白(基本色)： 5000-5500±200K

基板タイプ： 铝基板               クール：   6000-6500±200K

ガラス繊
維板

高圧光源
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