
FA01520LE1.DXF

型式認定番号：４ＡＥ－１００６
ニッケル水素蓄電池
自己点検機能付
一般型（２０分間）
壁直付型
客席誘導灯

ＬＥＤ　客席誘導灯壁直付型

パナソニック　ＦＡ０１５２０ＬＥ１

FA10303LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０３ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FA10303LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０３ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FA10303LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０３ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FA10303LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０３ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FA10303LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０３ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FA10307LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０７ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FA10307LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０７ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FA10307LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０７ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FA10307LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０７ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FA10307LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３０７ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FA10312LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FA10312LE1_FK10000_FK01561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＫ０１５６１Ｚ

FA10312LE1_FK10000_FK11747.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁直付型

Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＫ１１７４７

FA10312LE1_FK10000_FP01525P.DX

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10312LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FA10312LE1_FK10005_FK11747.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁直付型

Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１０００５＋ＦＫ１１７４７

FA10312LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FA10312LE1_FK10016_FK01561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ０１５６１Ｚ

FA10312LE1_FK10016_FP01525P.DX

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10312LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FA10312LE1_FK10017_FK11724.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁埋込型

Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００１７＋ＦＫ１１７２４

FA10312LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FA10316LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FA10316LE1_FK10000_FK01561Z.DX

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＫ０１５６１Ｚ



FA10316LE1_FK10000_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10316LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FA10316LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FA10316LE1_FK10016_FK01561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ０１５６１Ｚ

FA10316LE1_FK10016_FP01525P.DX

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10316LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FA10316LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FA10318LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FA10318LE1_FK10000_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10318LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FA10318LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FA10318LE1_FK10016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10318LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FA10318LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
壁・天井直付型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FA10318LE1_FK10018_FP01525P.DX

型式認定番号：１ＣＳ１１１－３３７５
電源別置型
吊下型
Ｃ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３１８ＬＥ１＋ＦＫ１００１８＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10322LE1_FK10000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２

FA10322LE1_FK10000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10322LE1_FK10005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１０００５×２

FA10322LE1_FK10016_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁・天井直付型

Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７

FA10322LE1_FK10016_FK10017_FP0

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10322LE1_FK10018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１００１８×２

FA10326LE1_FK10000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２６９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２６ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２

FA10326LE1_FK10000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２６９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２６ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10326LE1_FK10005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２６９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２６ＬＥ１＋ＦＫ１０００５×２

FA10326LE1_FK10016_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２６９

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型

Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２６ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７



FA10326LE1_FK10016_FK10017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２６９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２６ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10326LE1_FK10018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２６９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２６ＬＥ１＋ＦＫ１００１８×２

FA10328LE1_FK10000_2.DXF

型式認定番号：１ＣＳ２２１－３３７６
電源別置型
壁・天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２８ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２

FA10328LE1_FK10000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＳ２２１－３３７６
電源別置型
吊下型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２８ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10328LE1_FK10005_2.DXF

型式認定番号：１ＣＳ２２１－３３７６
電源別置型
天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２８ＬＥ１＋ＦＫ１０００５×２

FA10328LE1_FK10016_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＣＳ２２１－３３７６

電源別置型
壁・天井直付型

Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２８ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７

FA10328LE1_FK10016_FK10017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＳ２２１－３３７６
電源別置型
吊下型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２８ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA10328LE1_FK10018_2.DXF

型式認定番号：１ＣＳ２２１－３３７６
電源別置型
天井直付型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３２８ＬＥ１＋ＦＫ１００１８×２

FA10352LE1_FK10050.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５２ＬＥ１＋ＦＫ１００５０

FA10352LE1_FK10055.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５２ＬＥ１＋ＦＫ１００５５

FA10352LE1_FK10066.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５２ＬＥ１＋ＦＫ１００６６

FA10352LE1_FK10067.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５２ＬＥ１＋ＦＫ１００６７

FA10352LE1_FK10068.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５２ＬＥ１＋ＦＫ１００６８

FA10356LE1_FK10050.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２７４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５６ＬＥ１＋ＦＫ１００５０

FA10356LE1_FK10055.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２７４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５６ＬＥ１＋ＦＫ１００５５

FA10356LE1_FK10066.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２７４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５６ＬＥ１＋ＦＫ１００６６

FA10356LE1_FK10067.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２７４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５６ＬＥ１＋ＦＫ１００６７

FA10356LE1_FK10068.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２７４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３５６ＬＥ１＋ＦＫ１００６８

FA10362LE1_FK10070.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３６２ＬＥ１＋ＦＫ１００７０

FA10362LE1_FK10086.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３６２ＬＥ１＋ＦＫ１００８６

FA10362LE1_FK10088.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３６２ＬＥ１＋ＦＫ１００８８

FA10366LE1_FK10070.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２７５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３６６ＬＥ１＋ＦＫ１００７０

FA10366LE1_FK10086.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２７５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３６６ＬＥ１＋ＦＫ１００８６

FA10366LE1_FK10088.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２７５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ１０３６６ＬＥ１＋ＦＫ１００８８

FA10373LE1_FK10096.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９６



FA10373LE1_FK10097.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９７

FA10373LE1_FK10098.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９８

FA10376LE1_FK10096.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３７６ＬＥ１＋ＦＫ１００９６

FA10376LE1_FK10097.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３７６ＬＥ１＋ＦＫ１００９７

FA10376LE1_FK10098.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ１０３７６ＬＥ１＋ＦＫ１００９８

FA10383LE1_FK10096.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型

パナソニック　ＦＡ１０３８３ＬＥ１＋ＦＫ１００９６

FA10383LE1_FK10097.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型

パナソニック　ＦＡ１０３８３ＬＥ１＋ＦＫ１００９７

FA10383LE1_FK10098.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型

パナソニック　ＦＡ１０３８３ＬＥ１＋ＦＫ１００９８

FA10386LE1_FK10096.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型

パナソニック　ＦＡ１０３８６ＬＥ１＋ＦＫ１００９６

FA10386LE1_FK10097.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型

パナソニック　ＦＡ１０３８６ＬＥ１＋ＦＫ１００９７

FA10386LE1_FK10098.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯（リニューアル対応型）片面型

パナソニック　ＦＡ１０３８６ＬＥ１＋ＦＫ１００９８

FA20300KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20300KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20300KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20300KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20300KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20303LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20303LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20303LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20303LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20303LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20303LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA20303LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA20303LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA20304KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００



FA20304KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20304KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20304KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20304KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20307LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20307LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20307LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20307LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20307LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20307LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA20307LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA20307LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA20310KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20310KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20310KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20310KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20310KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20312LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20312LE1_FK20000_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA20312LE1_FK20000_FP01525P.DX

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20312LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20312LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20312LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20312LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20312LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６



FA20312LE1_FK20016_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA20312LE1_FK20016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20312LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA20312LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA20314KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20314KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20314KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20314KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20314KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20316LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20316LE1_FK20000_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA20316LE1_FK20000_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20316LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20316LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20316LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20316LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20316LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA20316LE1_FK20016_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA20316LE1_FK20016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20316LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA20316LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２７０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA20318LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20318LE1_FK20000_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20318LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20318LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００６



FA20318LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20318LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20318LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA20318LE1_FK20016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20318LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA20318LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＣＭ１１１－３３７７
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA20322LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20322LE1_FK20000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20322LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA20322LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20322LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20322LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁・天井直付型

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FA20322LE1_FK20016_FK20017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20322LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FA20326LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20326LE1_FK20000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20326LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA20326LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

長時間定格型（６０分間）
天井直付型

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20326LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20326LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FA20326LE1_FK20016_FK20017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20326LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３２７１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FA20328LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20328LE1_FK20000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20328LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８
電源別置型
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２



FA20328LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８

電源別置型
天井直付型

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20328LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８
電源別置型
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20328LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８

電源別置型
壁・天井直付型

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FA20328LE1_FK20016_FK20017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA20328LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＣＭ２２１－３３７８
電源別置型
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FA20330KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20330KLE1_FK20000_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA20330KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20330KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20330KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20330KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20332KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20332KLE1_FK20000_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA20332KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20332KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20332KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20332KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３１５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20336KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20336KLE1_FK20000_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA20336KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20336KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20336KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20336KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20338KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA20338KLE1_FK20000_FP02091K.D

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０２０９１Ｋ



FA20338KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA20338KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA20338KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA20338KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３２７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA20340KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20340KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA20340KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１０
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20340KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20342KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20342KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA20342KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１６
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20342KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３１６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20346KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20346KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA20346KLE1_FK20006_FK20007.DX

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２２
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20346KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20348KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA20348KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA20348KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２８
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA20348KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３３２８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA20352LE1_FK20050.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５０

FA20352LE1_FK20055.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５５

FA20352LE1_FK20056.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５６

FA20352LE1_FK20057.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５７

FA20352LE1_FK20058.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５８



FA20352LE1_FK20066.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６６

FA20352LE1_FK20067.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６７

FA20352LE1_FK20068.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６８

FA20356LE1_FK20050.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５０

FA20356LE1_FK20055.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５５

FA20356LE1_FK20056.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５６

FA20356LE1_FK20057.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５７

FA20356LE1_FK20058.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５８

FA20356LE1_FK20066.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００６６

FA20356LE1_FK20067.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００６７

FA20356LE1_FK20068.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４９６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００６８

FA20362LE1_FK20070.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００７０

FA20362LE1_FK20076.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００７６

FA20362LE1_FK20078.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００７８

FA20362LE1_FK20086.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００８６

FA20362LE1_FK20088.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００８８

FA20366LE1_FK20070.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００７０

FA20366LE1_FK20076.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００７６

FA20366LE1_FK20078.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００７８

FA20366LE1_FK20086.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００８６

FA20366LE1_FK20088.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４９７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００８８

FA20380LE1_FK20090.DXF

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下型
ＬＥＤ　防災設備標示灯

ＬＥＤ　防災設備標示灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３８０ＬＥ１＋ＦＫ２００９０

FA20380LE1_FK20091.DXF

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
ＬＥＤ　防災設備標示灯

ＬＥＤ　防災設備標示灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３８０ＬＥ１＋ＦＫ２００９１

FA20390LE1_FK20090.DXF

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下型
ＬＥＤ　防災設備標示灯

ＬＥＤ　防災設備標示灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３９０ＬＥ１＋ＦＫ２００９０

FA20390LE1_FK20091_2.DXF

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
ＬＥＤ　防災設備標示灯

ＬＥＤ　防災設備標示灯両面型

パナソニック　ＦＡ２０３９０ＬＥ１＋ＦＫ２００９１×２



FA40300KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40300KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40300KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40300KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40300KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３００ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40303LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40303LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40303LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40303LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40303LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40303LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA40303LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA40303LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０３ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA40304KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40304KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40304KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40304KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40304KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２６
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40307LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40307LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40307LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40307LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40307LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40307LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA40307LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７



FA40307LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３０７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA40310KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40310KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40310KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40310KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40310KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40312LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40312LE1_FK20000_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA40312LE1_FK20000_FK21727.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＫ２１７２７

FA40312LE1_FK20000_FK21747.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁直付型

Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＫ２１７４７

FA40312LE1_FK20000_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40312LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40312LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40312LE1_FK20006_FK21727.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２１７２７

FA40312LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40312LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40312LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA40312LE1_FK20016_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA40312LE1_FK20016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40312LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA40312LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２１１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１２ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA40314KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40314KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40314KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40314KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７



FA40314KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１４ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40316LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40316LE1_FK20000_FK02561Z.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA40316LE1_FK20000_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40316LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40316LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40316LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40316LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40316LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA40316LE1_FK20016_FK02561Z.DX

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ０２５６１Ｚ

FA40316LE1_FK20016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40316LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA40316LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３２７２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１６ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA40318LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付・吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40318LE1_FK20000_FP01525P.DX

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40318LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40318LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40318LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40318LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40318LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付・吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FA40318LE1_FK20016_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40318LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FA40318LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＣＬ１１１－３３７９
電源別置型
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３１８ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FA40322LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA40322LE1_FK20000_2_FP01525P.

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ



FA40322LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40322LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40322LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40322LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
壁・天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FA40322LE1_FK20016_FK20017_FP0

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40322LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２２ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FA40326LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA40326LE1_FK20000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40326LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40326LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

長時間定格型（６０分間）
天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40326LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40326LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FA40326LE1_FK20016_FK20017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40326LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３２７３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２６ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FA40328LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０
電源別置型
壁・天井直付・吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA40328LE1_FK20000_2_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40328LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０
電源別置型
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40328LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０

電源別置型
天井直付型

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40328LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０
電源別置型
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40328LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０

電源別置型
壁・天井直付・吊下型

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FA40328LE1_FK20016_FK20017_FP01525P.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０
電源別置型
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７＋ＦＰ０１５２５Ｐ

FA40328LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＣＬ２２１－３３８０
電源別置型
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３２８ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FA40330KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40330KLE1_FK20000_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA40330KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５



FA40330KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40330KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40330KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40332KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40332KLE1_FK20000_FP02091K.D

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA40332KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40332KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40332KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40332KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３１８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40336KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40336KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40336KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40336KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40336KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３２４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40338KLE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００

FA40338KLE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FA40338KLE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FA40338KLE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FA40338KLE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３３０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３３８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FA40340KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA40340KLE1_FK20000_2_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA40340KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40340KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１３
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40340KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４０ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40342KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２



FA40342KLE1_FK20000_2_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA40342KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40342KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１９
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40342KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３１９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ用交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４２ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40346KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３２５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA40346KLE1_FK20000_2_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３２５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA40346KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３２５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40346KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３２５
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40346KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３２５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
一般型（２０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４６ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40348KLE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３３１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付・吊下兼用型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FA40348KLE1_FK20000_2_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３３１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２００００×２＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA40348KLE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３３１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FA40348KLE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３３１
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FA40348KLE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３３３１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池（キセノンランプ・誘導音交換電池含む）
長時間定格型（６０分間）
天井直付型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　誘導音付点滅型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３４８ＫＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FA40352LE1_FK20050.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５０

FA40352LE1_FK20055.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５５

FA40352LE1_FK20056.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５６

FA40352LE1_FK20057.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５７

FA40352LE1_FK20058.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００５８

FA40352LE1_FK20066.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６６

FA40352LE1_FK20067.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６７

FA40352LE1_FK20068.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５２ＬＥ１＋ＦＫ２００６８

FA40356LE1_FK20050.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５０

FA40356LE1_FK20055.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５５

FA40356LE1_FK20056.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５６



FA40356LE1_FK20057.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５７

FA40356LE1_FK20058.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００５８

FA40356LE1_FK20066.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００６６

FA40356LE1_FK20067.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００６７

FA40356LE1_FK20068.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４９８
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４０３５６ＬＥ１＋ＦＫ２００６８

FA40362LE1_FK20070.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００７０

FA40362LE1_FK20076.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００７６

FA40362LE1_FK20078.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００７８

FA40362LE1_FK20086.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００８６

FA40362LE1_FK20088.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６２ＬＥ１＋ＦＫ２００８８

FA40366LE1_FK20070.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００７０

FA40366LE1_FK20076.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００７６

FA40366LE1_FK20078.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００７８

FA40366LE1_FK20086.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００８６

FA40366LE1_FK20088.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４９９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
天井埋込型
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＡ４０３６６ＬＥ１＋ＦＫ２００８８

FA44312LE1_FK04500.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５００

FA44312LE1_FK04500_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ａ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA44312LE1_FK04506.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５０６

FA44312LE1_FK04507.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５０７

FA44312LE1_FK04508.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５０８

FA44312LE1_FK04516.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５１６

FA44312LE1_FK04516_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
吊下型
Ａ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５１６＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA44312LE1_FK04517.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５１７

FA44312LE1_FK04518.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１２ＬＥ１＋ＦＫ０４５１８

FA44316LE1_FK04500.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁直付・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５００



FA44316LE1_FK04500_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ａ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５００＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA44316LE1_FK04506.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５０６

FA44316LE1_FK04507.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５０７

FA44316LE1_FK04508.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５０８

FA44316LE1_FK04516.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁直付・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５１６

FA44316LE1_FK04516_FP02091K.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付

ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
吊下型
Ａ級　片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５１６＋ＦＰ０２０９１Ｋ

FA44316LE1_FK04517.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５１７

FA44316LE1_FK04518.DXF

型式認定番号：１ＡＫ１３１－３３３４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
壁・天井直付・吊下兼用型
Ａ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ａ級　通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ４４３１６ＬＥ１＋ＦＫ０４５１８

FF90023.DXF

型式認定番号：Ｓ１１Ａ－１０
定格周波数：５０／６０Ｈｚ
電源電圧：１００Ｖ
消費電力：５．６Ｗ（最大負荷接続時４０５．６Ｗ）
信号出力ＡＣ１００Ｖ

消灯＋点滅用（１回路用）

パナソニック　ＦＦ９００２３

FF90024K.DXF

型式認定番号：Ｓ１１Ａ－２１
充電モニタ付
定格周波数：５０／６０Ｈｚ
電源電圧：１００Ｖ
消費電力：１３Ｗ（最大負荷接続時１６７Ｗ）
信号回路定格容量：誘導音信号出力・点滅信号出力（ＤＣ２４Ｖ合計２Ａ）

誘導音＋点滅用（１回路用）

パナソニック　ＦＦ９００２４Ｋ

FF90028K.DXF

型式認定番号：Ｓ１２Ａ－２２
充電モニタ付
定格周波数：５０／６０Ｈｚ
電源電圧：１００Ｖ
消費電力：１１Ｗ（最大負荷接続時６５Ｗ）
信号回路定格容量：誘導音信号出力・点滅信号出力（ＤＣ２４Ｖ合計２Ａ）

誘導音＋点滅用（２５回路用）

パナソニック　ＦＦ９００２８Ｋ

FF90031J.DXF

型式認定番号：ＦＩＸ１－１００４
点滅停止用煙感知器接続可能
キセノン点滅確認スイッチ付
壁・天井直付兼用型
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ
消費電力：１．８Ｗ
信号入力電圧：ＡＣ１００Ｖ・ＤＣ２４Ｖ兼用型

誘導灯用点滅装置

パナソニック　ＦＦ９００３１Ｊ

FF90037J.DXF

型式認定番号：ＦＩＸ１－１００４
点滅停止用煙感知器接続可能
キセノン点滅確認スイッチ付
天井埋込型
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ
消費電力：１．８Ｗ
信号入力電圧：ＡＣ１００Ｖ・ＤＣ２４Ｖ兼用型

誘導灯用点滅装置

パナソニック　ＦＦ９００３７Ｊ

FK11716.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁埋込用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ１１７１６

FK11724.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁埋込用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ１１７２４

FK11727.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）
天井直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ１１７２７

FK11734.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ１１７３４

FK11736.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ１１７３６

FK11747.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ１１７４７

FK20000.DXF

避難口表示板

パナソニック　ＦＫ２００００

FK20005.DXF

避難口表示板

パナソニック　ＦＫ２０００５

FK20006.DXF

避難口表示板

パナソニック　ＦＫ２０００６

FK20007.DXF

避難口表示板

パナソニック　ＦＫ２０００７

FK20008.DXF

避難口表示板

パナソニック　ＦＫ２０００８

FK21716.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁埋込用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ２１７１６



FK21724.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁埋込用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ２１７２４

FK21727.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
天井直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ２１７２７

FK21747.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ２１７４７

FK41001J.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：なし
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＩＬ４０Ｗ×１　富士型・建非Ｌ型

パナソニック　ＦＫ４１００１Ｊ

FK41230U.DXF

反射板：亜鉛鋼板（白色）
本体：亜鉛鋼板（白色）
非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：なし
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＩＬ４０Ｗ×１　笠付建非Ｌ型

パナソニック　ＦＫ４１２３０Ｕ

FK41717.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
天井直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ４１７１７

FK41778.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ４１７７８

FK44778.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
壁直付用

誘導灯リニューアルプレート

パナソニック　ＦＫ４４７７８

FK90010.DXF

誘導標識

パナソニック　ＦＫ９００１０

FK90011K.DXF

誘導標識

パナソニック　ＦＫ９００１１Ｋ

FK90012.DXF

誘導標識

パナソニック　ＦＫ９００１２

FP22325.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
全長２５０ｍｍタイプ

誘導灯用吊具

パナソニック　ＦＰ２２３２５

FP22350.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
全長５００ｍｍタイプ

誘導灯用吊具

パナソニック　ＦＰ２２３５０

FP22375.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鋼板
全長７５０ｍｍタイプ

誘導灯用吊具

パナソニック　ＦＰ２２３７５

FS41804JENH.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、パネル：強化ガラス（乳白）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）、センサ可動型（検知範囲調整可能）
非常時ハロゲン電球１３Ｗ点灯
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＬＨ－０２
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：ポリフェニレンサルファイド樹脂

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳ４１８０４ＪＥＮＨ

FSB42001JVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：なし、備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２００１ＪＶＰＨ９

FSB42001JVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：なし、備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２００１ＪＶＰＮ９

FSB42500JPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２５００ＪＰＨ９

FSB42500JPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２５００ＪＰＮ９

FSB42700JPH9.DXF

本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝２６
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

非常時ＩＬ４０Ｗ×１点灯、Ｃチャンネル回避型
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３

電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２７００ＪＰＨ９

FSB42725JVPH9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１０４
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時ＩＬ４０Ｗ点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：なし、備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２７２５ＪＶＰＨ９

FSB42725JVPN9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１０４
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時ＩＬ４０Ｗ点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：なし、備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＢ４２７２５ＪＶＰＮ９

FSF21510ZPS9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）
電圧１００～２４２Ｖ
壁面・天井兼用取付用、ニッケル水素蓄電池使用
非常時ＦＨＦ１６形（７３５ｌｍ）点灯
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ１６Ｗ×１　壁天井直付兼用型

パナソニック　ＦＳＦ２１５１０ＺＰＳ９

FSF21516PS9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
壁面・天井兼用取付用、ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）
非常時ＦＨＦ１６形（７３５ｌｍ）点灯
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ１６Ｗ×１　長時間階段灯壁・天井直付

パナソニック　ＦＳＦ２１５１６ＰＳ９

FSF21810PS9.DXF

枠：アルミ（クールホワイト）、パネル：ガラス（２面）
ニッケル水素蓄電池、点検スイッチ付
壁付型、階段通路誘導灯使用可、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ１６形（７３５ｌｍ）点灯
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ１６Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ２１８１０ＰＳ９



FSF41060NVPH9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）、電圧１００～２４２Ｖ

階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（１１００ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（２５％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＦ４１０６０ＮＶＰＨ９

FSF41060NVPN9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）、電圧１００～２４２Ｖ

階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（１１００ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（２５％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＦ４１０６０ＮＶＰＮ９

FSF41530NVPH9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）
ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ

壁面・天井兼用取付用　、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４１５３０ＮＶＰＨ９

FSF41550NPH9.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
天井直付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４１５５０ＮＰＨ９

FSF41560NPH9.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）、電圧１００～２４２Ｖ
天井直付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（１１００ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＦ４１５６０ＮＰＨ９

FSF41813NVPH9.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、パネル：強化ガラス（乳白）
ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ

壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４１８１３ＮＶＰＨ９

FSF41842NVPH9.DXF

パネル：ガラス（２面）、枠：アルミ（クールホワイト）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４１８４２ＮＶＰＨ９

FSF41847NVPH9.DXF

パネル：ガラス、枠：アルミ（クールホワイト）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４１８４７ＮＶＰＨ９

FSF41868NVPH9.DXF

パネル：ガラス（２面）、枠：アルミ（クールホワイト）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付

ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ３２形点灯（１１００ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（２５％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＦ４１８６８ＮＶＰＨ９

FSF41869NVPH9.DXF

パネル：ガラス（下面開放タイプ）、枠：アルミ（クールホワイト）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付

ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ３２形点灯（１１００ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（２５％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＦ４１８６９ＮＶＰＨ９

FSF42813NVPH9.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、パネル：強化ガラス（乳白）
ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ

壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４２８１３ＮＶＰＨ９

FSF42855NVPH9.DXF

パネル：ガラス（３面）、枠：アルミ（クールホワイト）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４２８５５ＮＶＰＨ９

FSF42883NVPH9.DXF

パネル：アクリル（乳白・下面開放タイプ）、枠：アルミ（クールホワイト）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）／非常時４０形白色蛍光灯（５０％）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＦ４２８８３ＮＶＰＨ９

FSG41098FVPH9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ニッケル水素蓄電池使用、ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時１１００　ｌｍ点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型非常用

パナソニック　ＦＳＧ４１０９８ＦＶＰＨ９

FSG41098FVPN9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ニッケル水素蓄電池使用、ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時１１００　ｌｍ点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型非常用

パナソニック　ＦＳＧ４１０９８ＦＶＰＮ９

FSG42002FVPH9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ニッケル水素蓄電池使用

ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時１１００ｌｍ１灯点灯
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型非常灯

パナソニック　ＦＳＧ４２００２ＦＶＰＨ９

FSG42002FVPN9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
ニッケル水素蓄電池使用

ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時１１００ｌｍ１灯点灯
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型非常灯

パナソニック　ＦＳＧ４２００２ＦＶＰＮ９

FSG42219UVPH9.DXF

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射笠：亜鉛鋼板（白色）

ニッケル水素蓄電池使用
ＶＰＮ９・ＶＰＨ９：ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、パイプ吊
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　反射笠付非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２２１９ＵＶＰＨ９

FSG42229UVPH9.DXF

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射笠：亜鉛鋼板（白色）
ニッケル水素蓄電池使用
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時１１００ｌｍ１灯点灯、パイプ吊

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　反射笠付非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２２２９ＵＶＰＨ９

FSG42700APH9.DXF

本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝６３
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、ニッケル水素蓄電池使用

Ｃチャンネル回避型、非常用ユニット可動型

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２７００ＡＰＨ９

FSG42700APN9.DXF

本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝６３
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、ニッケル水素蓄電池使用

Ｃチャンネル回避型、非常用ユニット可動型

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２７００ＡＰＮ９

FSG42725AVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
ニッケル水素蓄電池使用、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１１３
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２７２５ＡＶＰＨ９

FSG42725AVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
ニッケル水素蓄電池使用、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１１３
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２７２５ＡＶＰＮ９

FSG42750AVPH9.DXF

本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ニッケル水素蓄電池使用
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２７５０ＡＶＰＨ９

FSG42750AVPN9.DXF

本体・反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ニッケル水素蓄電池使用
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面開放非常用

パナソニック　ＦＳＧ４２７５０ＡＶＰＮ９



FSS21510ZPX9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）

信号装置連動端子台付、ニッケル水素蓄電池使用、ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
シンプルセルコン階段通路誘導灯（ひとセンサ段調光）
非常時ＦＨＦ１６形（７３５ｌｍ）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ１６Ｗ×１　壁天井直付兼用型

パナソニック　ＦＳＳ２１５１０ＺＰＸ９

FSS21516PX9.DXF

信号装置連動端子台付、電圧１００～２４２Ｖ
壁面・天井兼用取付用、ニッケル水素蓄電池
シンプルセルコン階段通路誘導灯（ひとセンサ段調光）
非常時ＦＨＦ１６形（７３５ｌｍ）点灯
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ１６×１長時間センサ付階段灯ＮＴ

パナソニック　ＦＳＳ２１５１６ＰＸ９

FSS21810PX9.DXF

パネル：ガラス（２面）、枠：アルミ（クールホワイト）

点検スイッチ付・信号装置連動端子台付
ニッケル水素蓄電池

シンプルセルコン階段通路誘導灯（ひとセンサ段調光）

非常時ＦＨＦ１６形（７３５ｌｍ）点灯、ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ１６Ｗ×１　直付

パナソニック　ＦＳＳ２１８１０ＰＸ９

FSS41085NPX9.DXF

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
天井直付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付、センサ可動型（検知範囲調整可能）
ひと（熱線）センサ付　段調光
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＳ４１０８５ＮＰＸ９

FSS41582KPH9.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、反射板：鋼板（アルミ鏡面仕上）
ニッケル水素蓄電池使用
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
非常時ＦＨＦ３２形２１１０ｌｍ点灯、熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＳ４１５８２ＫＰＨ９

FSS41585NPX9.DXF

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
センサ可動型（検知範囲調整可能）
ひと（熱線）センサ付　段調光
非常時ＦＨＦ３２形１灯点灯（２１１０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＳ４１５８５ＮＰＸ９

FSS41587NPX9.DXF

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
天井直付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付、センサ可動型（検知範囲調整可能）
ひと（熱線）センサ付　段調光
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＳ４１５８７ＮＰＸ９

FSS41818NPX9.DXF

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
壁直付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付、センサ可動型（検知範囲調整可能）
ひと（熱線）センサ付　段調光
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＳ４１８１８ＮＰＸ９

FSS41877NPX9.DXF

ニッケル水素蓄電池、電圧１００～２４２Ｖ
壁直付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付
ひと（熱線）センサ付　段調光、センサ可動型（検知範囲調整可能）
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段灯

パナソニック　ＦＳＳ４１８７７ＮＰＸ９

FSS61560ZWST9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）

ニッケル水素蓄電池
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、非常時ＦＨＦ６３形（１９６０ｌｍ）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　壁・天井直付兼用型（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＳ６１５６０ＺＷＳＴ９

FSS61569WST9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）

ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）
熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、非常時ＦＨＦ６３形（１０５０ｌｍ）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　壁・天井直付兼用型（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＳ６１５６９ＷＳＴ９

FSS61570ZWST9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）

ニッケル水素蓄電池
熱線センサ付（段調光）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、非常時ＦＨＦ６３形（１９６０ｌｍ）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　壁・天井直付兼用型（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＳ６１５７０ＺＷＳＴ９

FSS61579WST9.DXF

本体：鋼板（スノーホワイト）、反射板：鋼板（クールホワイト）

ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）
熱線センサ付（段調光）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、非常時ＦＨＦ６３形（１０５０ｌｍ）点灯

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　壁・天井直付兼用型（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＳ６１５７９ＷＳＴ９

FSS61880WX9.DXF

ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付、信号装置連動端子台付
ひと（電波）センサ付　段調光
非常時ＦＨＦ６３形１灯点灯（１９６０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＳ６１８８０ＷＸ９

FSS61889WX9.DXF

ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）
点検スイッチ付、信号装置連動端子台付
ひと（電波）センサ付　段調光
非常時ＦＨＦ６３形１灯点灯（１０５０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＳ６１８８９ＷＸ９

FSS61890SWF9.DXF

ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付、信号装置連動端子台付
ひと（電波）センサ付　ＯＮ－ＯＦＦ
非常時ＦＨＦ６３形１灯点灯（１９６０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＳ６１８９０ＳＷＦ９

FSS61899SWF9.DXF

ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）
点検スイッチ付、信号装置連動端子台付
ひと（電波）センサ付　ＯＮ－ＯＦＦ
非常時ＦＨＦ６３形１灯点灯（１０５０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリカーボネート樹脂

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＳ６１８９９ＳＷＦ９

FSW41086PN9.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・ホワイト）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・ホワイト）
ニッケル水素蓄電池、長時間定格型（６０分間）
防湿型・防雨型、点検スイッチ付
非常時ＦＨＦ３２形点灯（１１１０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリプロピレン樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＷ４１０８６ＰＮ９

FSW41803NPH9.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁付型、階段通路誘導灯使用可、点検スイッチ付、電圧１００Ｖ～２４０Ｖ
防湿・防雨型、ニッケル水素電池
非常時ＦＨＦ３２形点灯（２１１０ｌｍ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＨ－０４
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリプロピレン樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×１　階段通路誘導灯

パナソニック　ＦＳＷ４１８０３ＮＰＨ９

FW10373LE1_FK10096.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９６

FW10373LE1_FK10097.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９７

FW10373LE1_FK10098.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２０
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
床埋込型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１０３７３ＬＥ１＋ＦＫ１００９８

FW10376LE1_FK10096.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１０３７６ＬＥ１＋ＦＫ１００９６

FW10376LE1_FK10097.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１０３７６ＬＥ１＋ＦＫ１００９７

FW10376LE1_FK10098.DXF

型式認定番号：２ＡＳ１２３－１０２２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
長時間定格型（６０分間）
床埋込型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　床埋込型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１０３７６ＬＥ１＋ＦＫ１００９８



FW11317LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４００
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３１７ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FW11317LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４００
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３１７ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FW11317LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４００
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３１７ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FW11317LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４００
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３１７ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FW11317LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４００
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３１７ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FW11327LE1_FK10000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３４０１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ１１３２７ＬＥ１＋ＦＫ１００００×２

FW11327LE1_FK10005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３４０１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ１１３２７ＬＥ１＋ＦＫ１０００５×２

FW11327LE1_FK10016_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３４０１

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）

Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ１１３２７ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７

FW11327LE1_FK10018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３４０１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｃ級　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ１１３２７ＬＥ１＋ＦＫ１００１８×２

FW11337LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４７７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３３７ＬＥ１＋ＦＫ１００００

FW11337LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４７７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３３７ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

FW11337LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４７７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３３７ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

FW11337LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４７７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３３７ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

FW11337LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３４７７
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ１１３３７ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

FW21317LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FW21317LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FW21317LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FW21317LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FW21317LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FW21317LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FW21317LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FW21317LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４０２
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FW21327LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ２１３２７ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FW21327LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ２１３２７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FW21327LE1_FK20006_FK20007.DX

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４０３

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ２１３２７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７



FW21327LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ２１３２７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FW21327LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４０３

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）

Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ２１３２７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FW21327LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＭ２２１－３４０３
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ２１３２７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２

FW21337LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FW21337LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FW21337LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FW21337LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FW21337LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FW21337LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FW21337LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FW21337LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３４７９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ２１３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FW42317LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FW42317LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FW42317LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FW42317LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FW42317LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FW42317LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FW42317LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FW42317LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４０４
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３１７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FW42327LE1_FK20000_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ４２３２７ＬＥ１＋ＦＫ２００００×２

FW42327LE1_FK20005_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ４２３２７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５×２

FW42327LE1_FK20006_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４０５

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ４２３２７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６＋ＦＫ２０００７

FW42327LE1_FK20008_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ４２３２７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８×２

FW42327LE1_FK20016_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４０５

リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池

一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）

Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ４２３２７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６＋ＦＫ２００１７

FW42327LE1_FK20018_2.DXF

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３４０５
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
天井直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　両面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯両面型

パナソニック　ＦＷ４２３２７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８×２



FW42337LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

FW42337LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

FW42337LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

FW42337LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

FW42337LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

FW42337LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

FW42337LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

FW42337LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３４８１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁直付型（防雨型）
Ｂ級・ＢＨ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＨ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＦＷ４２３３７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

FW90031J.DXF

型式認定番号：ＦＩＸ１－１００２
点滅停止用煙感知器接続可能
キセノン点滅確認スイッチ付
壁・天井直付兼用型
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ
消費電力：１．８Ｗ
防湿型・防雨型、信号入力電圧：ＡＣ１００Ｖ・ＤＣ２４Ｖ兼用型

誘導灯用点滅装置

パナソニック　ＦＷ９００３１Ｊ

JF11347LE1_FK10000.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３４９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ１１３４７ＬＥ１＋ＦＫ１００００

JF11347LE1_FK10005.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３４９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ１１３４７ＬＥ１＋ＦＫ１０００５

JF11347LE1_FK10016.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３４９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ１１３４７ＬＥ１＋ＦＫ１００１６

JF11347LE1_FK10017.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３４９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ１１３４７ＬＥ１＋ＦＫ１００１７

JF11347LE1_FK10018.DXF

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３４９
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｃ級　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｃ級　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ１１３４７ＬＥ１＋ＦＫ１００１８

JF21347LE1_FK20000.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２００００

JF21347LE1_FK20005.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２０００５

JF21347LE1_FK20006.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２０００６

JF21347LE1_FK20007.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２０００７

JF21347LE1_FK20008.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２０００８

JF21347LE1_FK20016.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２００１６

JF21347LE1_FK20017.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２００１７

JF21347LE1_FK20018.DXF

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３５１
リモコン自己点検機能付
ニッケル水素蓄電池
一般型（２０分間）
壁埋込型（防噴流型）
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　防湿型防雨型通路誘導灯片面型

パナソニック　ＪＦ２１３４７ＬＥ１＋ＦＫ２００１８

LB70013C.DXF

カバー：ガラス（赤色）
電源別置型

ＩＬ５Ｗ×１　消火栓表示灯

パナソニック　ＬＢ７００１３Ｃ

LB94561J.DXF

反射板：鋼板（スノーホワイト）
本体：鋼板
埋込穴φ１００　埋込高Ｈ＝１０６
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：なし
電球：白熱灯、ソケット：フェノール樹脂

ＩＬ４０Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＬＢ９４５６１Ｊ

LB95500K.DXF

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ６０　埋込高Ｈ＝９１
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＨ－０３
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＪＤ５０Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＬＢ９５５００Ｋ



LB95505K.DXF

反射板：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ６０　埋込高Ｈ＝９１
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＨ－０３
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＪＤ５０Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＬＢ９５５０５Ｋ

LB95515K.DXF

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（クールホワイトつや消し）
φ８２　Ｈ＝１０２
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＨ－０３
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＪＤ５０Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＬＢ９５５１５Ｋ

LB98500K.DXF

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ１００　埋込高Ｈ＝１０６
高照度点灯型
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＨ－０３
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＪＤ１００Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＬＢ９８５００Ｋ

LW96500.DXF

グローブ：テフロン膜付ガラス（乳白）
本体：アルミ（クールホワイトつや消し）
壁面取付可能型
防湿・防雨型
備考：電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＩＬ６０Ｗ×１　浴室灯非常用

パナソニック　ＬＷ９６５００

NFMG94160ZENM.DXF

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）、パネル：テフロン膜付強化ガラス（透明）
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ２００　埋込高Ｈ＝３１９
防湿型・防雨型、電圧１００～２４２Ｖ、Ｗフリータイプ
備考：予備電源別置型、評定番号ＬＣＬＣ－０３
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：セラミックス

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト非常用

パナソニック　ＮＦＭＧ９４１６０ＺＥＮＭ

NFT92156UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ２４形

パナソニック　ＮＦＴ９２１５６ＵＥＮＨ

NFT92157UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ２４形

パナソニック　ＮＦＴ９２１５７ＵＥＮＨ

NFT92158UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ２４形

パナソニック　ＮＦＴ９２１５８ＵＥＮＨ

NFT92159UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ２４形

パナソニック　ＮＦＴ９２１５９ＵＥＮＨ

NFT93156UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ３２形

パナソニック　ＮＦＴ９３１５６ＵＥＮＨ

NFT93157UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ３２形

パナソニック　ＮＦＴ９３１５７ＵＥＮＨ

NFT93158UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ３２形

パナソニック　ＮＦＴ９３１５８ＵＥＮＨ

NFT93159UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ３２形

パナソニック　ＮＦＴ９３１５９ＵＥＮＨ

NFT94156UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ４２形

パナソニック　ＮＦＴ９４１５６ＵＥＮＨ

NFT94157UENH.DXF

埋込穴φ１５０
非常灯評定番号：ＬＡＦＨ－０４
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
反射板：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
電池内蔵型、非常時：３０％点灯、電圧：１００Ｖ

非常用ダウンライト　ＦＨＴ４２形

パナソニック　ＮＦＴ９４１５７ＵＥＮＨ

NNF20241C.DXF

防雨型
天井取付可能型
光源寿命６００００時間
電源部分離タイプ・埋込型
一般型（３０分間）
電池内蔵型（ニッケル水素蓄電池）

ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　ＮＮＦ２０２４１Ｃ

NNF20242C.DXF

防雨型
天井取付可能型
光源寿命６００００時間
電源部分離タイプ・直付型
一般型（３０分間）
電池内蔵型（ニッケル水素蓄電池）

ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　ＮＮＦ２０２４２Ｃ

NNF20246.DXF

防雨型
光源寿命６００００時間
電源部分離タイプ・埋込型
一般型（３０分間）
電池内蔵型（ニッケル水素蓄電池）

ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　ＮＮＦ２０２４６

NNF20247.DXF

防雨型
光源寿命６００００時間
電源部分離タイプ・直付型
一般型（３０分間）
電池内蔵型（ニッケル水素蓄電池）

ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　ＮＮＦ２０２４７

NNF20293C.DXF

防雨型、光源寿命：４００００時間、天井取付可能型
電源別置型

ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　ＮＮＦ２０２９３Ｃ

NNF20298K.DXF

防雨型
光源寿命４００００時間
電源別置型

ＬＥＤ赤色表示灯

パナソニック　ＮＮＦ２０２９８Ｋ

NNFB90005.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９０００５

NNFB90005_HAITI.DXF

8.98.17.66.9Ａ４

10.19.99.48.5Ａ２

2.84.04.03.8Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７９保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９０００５

NNFB90605.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９０６０５

NNFB90605_HAITI.DXF

8.98.17.66.9Ａ４

10.19.99.48.5Ａ２

2.84.04.03.8Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７９保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９０６０５



NNFB91005.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１００５

NNFB91005_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１００５

NNFB91085.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４２
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井用（～３ｍ）、６０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１０８５

NNFB91085_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８１保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４２
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井用（～３ｍ）、６０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１０８５

NNFB91105.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

カバー：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１１０５

NNFB91105_HAITI.DXF

11.79.78.78.27.5Ａ４

12.811.910.910.39.4Ａ２

3.74.74.64.54.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９７保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
カバー：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１１０５

NNFB91205.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

本体：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、グローブ：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９１２０５

NNFB91205_HAITI.DXF

12.110.49.48.98.1Ａ４

12.212.211.511.010.1Ａ２

3.54.24.54.54.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８６０６保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
本体：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、グローブ：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９１２０５

NNFB91405.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付　断熱遮音施工用型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１４０５

NNFB91405_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付　断熱遮音施工用型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１４０５

NNFB91415.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付　断熱遮音施工用型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１４１５

NNFB91415_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付　断熱遮音施工用型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１４１５

NNFB91605.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６０５

NNFB91605_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６０５

NNFB91606.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－０２
エコ電線採用
電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
レンズ：ガラス、枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常時ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ６０低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６０６

NNFB91606_HAITI.DXF

9.18.27.77.0Ａ４

11.310.29.68.8Ａ２

4.84.64.44.0Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１３７０９４保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－０２
エコ電線採用
電圧：１００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
レンズ：ガラス、枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常時ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ６０低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６０６

NNFB91615.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６１５

NNFB91615_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６１５

NNFB91625.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
□１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６２５

NNFB91625_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８０保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
□１５０低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６２５

NNFB91685.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４２
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井用（～３ｍ）、６０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６８５

NNFB91685_HAITI.DXF

11.79.68.78.27.4Ａ４

12.911.910.810.29.3Ａ２

3.34.94.74.64.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７８１保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４２
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００低天井用（～３ｍ）、６０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９１６８５

NNFB91715.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１５０低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿防雨型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１７１５

NNFB91715_HAITI.DXF

11.79.78.78.27.5Ａ４

12.911.910.910.49.3Ａ２

3.74.74.64.54.3Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９４保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１５０低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿防雨型

パナソニック　ＮＮＦＢ９１７１５

NNFB91815.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１７５低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用

パナソニック　ＮＮＦＢ９１８１５



NNFB91815_HAITI.DXF

11.79.78.78.27.5Ａ４

12.811.910.910.39.4Ａ２

3.74.74.64.54.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９７保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１７５低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用

パナソニック　ＮＮＦＢ９１８１５

NNFB91915.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１７５低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９１９１５

NNFB91915_HAITI.DXF

11.49.58.68.27.4Ａ４

12.511.610.610.19.1Ａ２

3.64.64.54.44.1Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８６０３保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－９９
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１７５低天井用（～３ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９１９１５

NNFB93005.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００５

NNFB93005_HAITI.DXF

19.417.214.611.610.29.68.5Ａ４

22.821.018.615.213.512.711.3Ａ２

6.48.77.96.96.35.95.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００５

NNFB93006.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００６

NNFB93006_HAITI.DXF

18.819.518.216.614.5Ａ４

18.820.921.319.517.5Ａ２

4.25.76.58.07.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７６保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００６

NNFB93007.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００７

NNFB93007_HAITI.DXF

18.417.115.714.312.811.2Ａ４

21.221.519.918.116.314.2Ａ２

4.08.58.48.17.46.5Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７７保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００７

NNFB93008.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付特高天井用（～１６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００８

NNFB93008_HAITI.DXF

20.119.017.716.415.013.512.7Ａ４

21.321.621.120.018.216.415.4Ａ２

-5.77.27.77.67.16.7Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

20.0m18.0m16.0m14.0m12.0m10.0m9.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７８保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付特高天井用（～１６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３００８

NNFB93106.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

カバー：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３１０６

NNFB93106_HAITI.DXF

18.919.417.916.414.4Ａ４

18.920.120.419.317.3Ａ２

5.16.16.67.17.3Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９８保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
カバー：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３１０６

NNFB93107.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

カバー：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３１０７

NNFB93107_HAITI.DXF

18.717.416.014.613.011.4Ａ４

23.021.820.318.516.614.5Ａ２

8.38.68.58.17.56.6Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９９保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
カバー：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３１０７

NNFB93206.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

本体：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、グローブ：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３２０６

NNFB93206_HAITI.DXF

18.418.818.417.015.2Ａ４

18.418.819.919.517.8Ａ２

4.65.86.46.77.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８６０７保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
本体：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、グローブ：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３２０６

NNFB93207.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

本体：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、グローブ：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

直付高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３２０７

NNFB93207_HAITI.DXF

19.218.016.615.113.611.9Ａ４

22.222.020.719.017.115.1Ａ２

4.38.48.48.17.66.8Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８６０８保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
本体：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、グローブ：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
直付高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３２０７

NNFB93605.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０５

NNFB93605_HAITI.DXF

19.417.214.611.610.29.68.5Ａ４

22.821.018.615.213.512.711.3Ａ２

6.48.77.96.96.35.95.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０５

NNFB93606.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０６

NNFB93606_HAITI.DXF

18.819.518.216.614.5Ａ４

18.820.921.319.517.5Ａ２

4.25.76.58.07.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７６保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０６

NNFB93607.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０７

NNFB93607_HAITI.DXF

18.417.115.714.312.811.2Ａ４

21.221.519.918.116.314.2Ａ２

4.08.58.48.17.46.5Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７７保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０７



NNFB93608.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００特高天井用（～１６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０８

NNFB93608_HAITI.DXF

20.119.017.716.415.013.512.7Ａ４

21.321.621.120.018.216.415.4Ａ２

-5.77.27.77.67.16.7Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

20.0m18.0m16.0m14.0m12.0m10.0m9.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７８保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１００特高天井用（～１６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６０８

NNFB93615.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１５

NNFB93615_HAITI.DXF

19.417.214.611.610.29.68.5Ａ４

22.821.018.615.213.512.711.3Ａ２

6.48.77.96.96.35.95.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１５

NNFB93616.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１６

NNFB93616_HAITI.DXF

18.819.518.216.614.5Ａ４

18.820.921.319.517.5Ａ２

4.25.76.58.07.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７６保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１６

NNFB93617.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１７

NNFB93617_HAITI.DXF

18.417.115.714.312.811.2Ａ４

21.221.519.918.116.314.2Ａ２

4.08.58.48.17.46.5Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７７保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ１５０高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６１７

NNFB93625.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
□２００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６２５

NNFB93625_HAITI.DXF

19.417.214.611.610.29.68.5Ａ４

22.821.018.615.213.512.711.3Ａ２

6.48.77.96.96.35.95.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
□２００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６２５

NNFB93635.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ２００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６３５

NNFB93635_HAITI.DXF

19.417.214.611.610.29.68.5Ａ４

22.821.018.615.213.512.711.3Ａ２

6.48.77.96.96.35.95.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７５保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ２００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６３５

NNFB93636.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ２００中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６３６

NNFB93636_HAITI.DXF

18.819.518.216.614.5Ａ４

18.820.921.319.517.5Ａ２

4.25.76.58.07.4Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７６保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ２００中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６３６

NNFB93637.DXF

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ２００高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６３７

NNFB93637_HAITI.DXF

18.417.115.714.312.811.2Ａ４

21.221.519.918.116.314.2Ａ２

4.08.58.48.17.46.5Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７７７保守率：０．９２

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
φ２００高天井用（～１０ｍ）、３０分間タイプ

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

パナソニック　ＮＮＦＢ９３６３７

NNFB93716.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１５０中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿防雨型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３７１６

NNFB93716_HAITI.DXF

18.919.218.016.314.1Ａ４

18.919.920.419.217.3Ａ２

5.36.16.67.07.2Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９５保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１５０中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿防雨型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３７１６

NNFB93717.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１５０高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿防雨型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３７１７

NNFB93717_HAITI.DXF

18.717.416.014.613.011.5Ａ４

22.821.720.218.516.614.6Ａ２

8.28.58.48.17.46.6Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９６保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１５０高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用防湿防雨型

パナソニック　ＮＮＦＢ９３７１７

NNFB93816.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１７５中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３８１６

NNFB93816_HAITI.DXF

18.919.417.916.414.4Ａ４

18.920.120.419.317.3Ａ２

5.16.16.67.17.3Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９８保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１７５中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３８１６

NNFB93817.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１７５高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３８１７

NNFB93817_HAITI.DXF

18.717.416.014.613.011.4Ａ４

23.021.820.318.516.614.5Ａ２

8.38.68.58.17.56.6Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５９９保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１７５高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンルーム用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３８１７

NNFB93916.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１７５中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３９１６



NNFB93916_HAITI.DXF

18.819.117.716.014.0Ａ４

18.820.020.319.117.0Ａ２

5.16.06.57.17.1Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

8.0m7.0m6.0m5.0m4.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８６０４保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１７５中天井用（～８ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３９１６

NNFB93917.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付

枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

\U+03C6１７５高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３９１７

NNFB93917_HAITI.DXF

18.617.316.014.613.011.5Ａ４

22.721.520.118.416.514.5Ａ２

4.78.48.48.07.46.6Ａ１単体配置

直線配置

四角配置

10.0m9.0m8.0m7.0m6.0m5.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８６０５保守率：０．９２

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池、点検スイッチ付
枠：ステンレス（ホワイトつや消し仕上）
レンズ：ガラス、パネル：飛散防止膜付ガラス（透明）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１００
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
\U+03C6１７５高天井用（～１０ｍ）

ＬＥＤ非常灯専用型特殊環境用クリーンフーズ用

パナソニック　ＮＮＦＢ９３９１７

NNFF11100LE1.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０６
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯昼白色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１００ＬＥ１

NNFF11100LE1_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 4.74.54.13.83.53.0ｘ

2.72.92.92.72.52.1Ｘ＋
4.84.74.34.13.73.3ｘ

3.03.23.23.02.82.5Ｘ＋
5.04.84.54.23.93.4ｘ

3.23.43.43.23.02.7Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m器具取付高さ

Ｋ０１５０６５３保守率：０．８１

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０６
蓄電池：ニッケル水素蓄電池

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯昼白色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１００ＬＥ１

NNFF11100LE1_HIJOU_HAITI.DXF

10.09.89.08.58.48.0Ａ２

3.43.63.63.53.43.3Ａ１単体配置

直線配置

5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５０６５３保守率：０．８１

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０６
蓄電池：ニッケル水素蓄電池

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯昼白色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１００ＬＥ１

NNFF11100LE1_WALL_HAITI.DXF

1lx1lx

2lx

1lx 0.05.25.25.15.04.9ｘ

0.03.83.83.83.73.7Ｘ＋
Y=1.0m

置

配

段

階

2.0m1.9m1.8m1.7m1.6m1.5m器具取付高さ

Ｋ０１５０６６１保守率：０．８１

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０６
蓄電池：ニッケル水素蓄電池

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯昼白色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１００ＬＥ１

NNFF11101LE1.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０７
蓄電池：ニッケル水素蓄電池
カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯電球色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１０１ＬＥ１

NNFF11101LE1_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 4.54.44.03.73.42.9ｘ

2.42.82.82.62.42.0Ｘ＋

4.74.54.23.93.63.2ｘ

2.73.13.12.92.72.4Ｘ＋

4.84.74.44.13.83.4ｘ

3.03.33.33.12.92.6Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m器具取付高さ

Ｋ０１５０６５５保守率：０．８１

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０７
蓄電池：ニッケル水素蓄電池

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯電球色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１０１ＬＥ１

NNFF11101LE1_HIJOU_HAITI.DXF

9.69.48.78.38.27.7Ａ２

3.23.53.53.43.33.2Ａ１単体配置

直線配置

5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５０６５５保守率：０．８１

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０７
蓄電池：ニッケル水素蓄電池

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯電球色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１０１ＬＥ１

NNFF11101LE1_WALL_HAITI.DXF

1lx1lx

2lx

1lx 0.00.05.05.04.94.8ｘ

0.00.03.73.63.63.6Ｘ＋

Y=1.0m

置

配

段

階

2.0m1.9m1.8m1.7m1.6m1.5m器具取付高さ

Ｋ０１５０６６３保守率：０．８１

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０７
蓄電池：ニッケル水素蓄電池

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：常時・非常時ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
非常灯　３０分間タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ非常灯電球色誘導灯兼用

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１０１ＬＥ１

NNFF11105LE1.DXF

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
一般灯タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ一般灯昼白色

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１０５ＬＥ１

NNFF11106LE1.DXF

カバー：ガラス、本体：アルミダイカスト
光源：ＬＥＤ、電線：二種ビニル絶縁電線
一般灯タイプ　（壁・天井付兼用型）

ＬＥＤ防雨型ＣＬ一般灯電球色

パナソニック　ＮＮＦＦ１１１０６ＬＥ１

NNFF21300KLE1.DXF

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）、パネル：アクリル（乳白）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０電圧：１００Ｖ、光源寿命４００００時間
ニッケル水素蓄電池、壁面取付専用
非常時ハロゲン電球１３Ｗ点灯
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＬＨ－０２
電線：けい素ゴム絶縁電線
電球：白熱灯、ソケット：ポリフェニレンサルファイド樹脂

ＬＥＤ　階段通路誘導灯　ＦＨＴ３２Ｗ相当

パナソニック　ＮＮＦＦ２１３００ＫＬＥ１

NNFF21830JLE7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２７
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８３０ＪＬＥ７

NNFF21830JLE7_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx -4.44.34.03.5ｘ

-3.12.92.72.4Ｘ＋

4.74.74.54.23.8ｘ

3.43.33.23.12.8Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８４６４保守率：０．７７ＬＤＬ２０Ｓ・Ｎ／１１／１２－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２７
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８３０ＪＬＥ７

NNFF21835JLT7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２７
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光３０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８３５ＪＬＴ７

NNFF21835JLT7_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx -4.44.34.03.5ｘ

-3.12.92.72.4Ｘ＋

4.74.74.54.23.8ｘ

3.43.33.23.12.8Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８４６４保守率：０．７７ＬＤＬ２０Ｓ・Ｎ／１１／１２－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２７
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光３０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８３５ＪＬＴ７

NNFF21860JLE7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２８
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８６０ＪＬＥ７

NNFF21860JLE7_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx -4.54.34.03.5ｘ

-3.12.92.72.4Ｘ＋

4.84.74.54.23.8ｘ

3.43.33.23.12.8Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８４６７保守率：０．７７ＬＤＬ２０Ｓ・Ｎ／１１／１２－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２８
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８６０ＪＬＥ７

NNFF21865JLT7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２８
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光６０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８６５ＪＬＴ７

NNFF21865JLT7_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx -4.54.34.03.5ｘ

-3.12.92.72.4Ｘ＋

4.84.74.54.23.8ｘ

3.43.33.23.12.8Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８４６７保守率：０．７７ＬＤＬ２０Ｓ・Ｎ／１１／１２－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２８
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光６０分、非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ２１８６５ＪＬＴ７

NNFF31851KLE1.DXF

本体：鋼板（オフブラック）、グローブ：ガラス（乳白）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８０、電圧：１００Ｖ
ニッケル水素蓄電池、光源寿命４００００時間
非常時５５％点灯、点検スイッチ付、防雨型
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＳ－０４
電線：二種ビニル絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ユリア樹脂

ＬＥＤ　階段通路誘導灯

パナソニック　ＮＮＦＦ３１８５１ＫＬＥ１

NNFF41830KLE7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８３０ＫＬＥ７

NNFF41830KLE7_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 8.78.58.17.77.26.65.7ｘ

6.15.95.85.65.34.94.2Ｘ＋

8.88.78.27.97.46.85.9ｘ

6.26.16.05.95.65.14.5Ｘ＋

8.98.88.48.07.56.96.1ｘ

6.36.36.26.05.75.34.7Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５４４保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／２９／３８－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８３０ＫＬＥ７



NNFF41835KLT7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光３０分、非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８３５ＫＬＴ７

NNFF41835KLT7_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 8.78.58.17.77.26.65.7ｘ

6.15.95.85.65.34.94.2Ｘ＋
8.88.78.27.97.46.85.9ｘ

6.26.16.05.95.65.14.5Ｘ＋
8.98.88.48.07.56.96.1ｘ

6.36.36.26.05.75.34.7Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８５４４保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／２９／３８－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光３０分、非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８３５ＫＬＴ７

NNFF41860KLE7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－３０
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、非常時：１０６０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８６０ＫＬＥ７

NNFF41860KLE7_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx －－6.26.05.75.24.4ｘ

－－4.14.03.93.63.1Ｘ＋
－6.56.46.25.95.44.7ｘ

－4.64.44.44.34.03.5Ｘ＋
－6.76.66.46.05.64.9ｘ

－4.74.64.64.54.23.8Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８４６８保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／２９／３８－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－３０
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、非常時：１０６０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８６０ＫＬＥ７

NNFF41865KLT7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－３０
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光６０分、非常時：１０６０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８６５ＫＬＴ７

NNFF41865KLT7_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx －－6.26.05.75.24.4ｘ

－－4.14.03.93.63.1Ｘ＋

－6.56.46.25.95.44.7ｘ

－4.64.44.44.34.03.5Ｘ＋

－6.76.66.46.05.64.9ｘ

－4.74.64.64.54.23.8Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４８４６８保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／２９／３８－Ｋ

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－３０
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
壁直付型、ひとセンサ段調光６０分、非常時：１０６０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　シンプルセルコン階段灯非常用

パナソニック　ＮＮＦＦ４１８６５ＫＬＴ７

NNFF41930LE7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１階段灯ＯＮ／ＯＦＦ３０分２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＦ４１９３０ＬＥ７

NNFF41930LE7_HAITI.DXF

7.3

5.0

－

－

－

－

7.7

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 7.06.86.45.85.0ｘ

4.84.74.54.23.6Ｘ＋

7.57.27.06.66.05.3ｘ

5.25.15.04.94.54.0Ｘ＋

7.67.47.16.76.25.5ｘ

5.55.45.35.25.14.74.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

置
配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１３７５３０保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１階段灯ＯＮ／ＯＦＦ３０分２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＦ４１９３０ＬＥ７

NNFF41935LT7.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９、型式評定番号：３ＡＥ－１０４７
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１階段灯段調光３０分２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＦ４１９３５ＬＴ７

NNFF41935LT7_HAITI.DXF

7.3

5.0

－

－

－

－

7.7

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 7.06.86.45.85.0ｘ

4.84.74.54.23.6Ｘ＋

7.57.27.06.66.05.3ｘ

5.25.15.04.94.54.0Ｘ＋

7.67.47.16.76.25.5ｘ

5.55.45.35.25.14.74.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

置
配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１３７５３０保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９、型式評定番号：３ＡＥ－１０４７
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１階段灯段調光３０分２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＦ４１９３５ＬＴ７

NNFG21002LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０形器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7１　富士型非常灯用１２００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ２１００２ＬＥ９

NNFG21002LE9_HAITI.DXF

9.29.49.08.27.87.77.4Ｂ４

10.510.910.710.19.79.49.0Ａ４

9.29.49.28.68.28.07.6Ｂ２

10.510.910.810.310.09.89.5Ａ２

2.43.13.43.33.23.23.1Ｂ１

2.73.53.93.93.93.93.8Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８３２２保守率：０．８１

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０形器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7１　富士型非常灯用１２００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ２１００２ＬＥ９

NNFG41038KLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　富士型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１０３８ＫＬＥ９

NNFG41038KLE9_HAITI.DXF

15.114.413.412.211.511.110.4Ｂ４

18.017.216.214.814.113.813.2Ａ４

15.514.713.712.211.511.110.4Ｂ２

18.918.317.416.115.414.914.4Ａ２

5.85.75.44.94.74.64.3Ｂ１

6.96.96.76.36.15.95.7Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８３０７保守率：０．８１

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　富士型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１０３８ＫＬＥ９

NNFG41039LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（クロムフリー）、反射板：銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１非常灯富士型２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１０３９ＬＥ９

NNFG41039LE9_HAITI.DXF

13.412.711.910.810.310.19.6Ｂ４

16.015.414.613.412.812.411.9Ａ４

13.813.312.411.210.610.29.6Ｂ２

16.416.115.414.313.713.412.7Ａ２

5.05.04.94.54.34.24.0Ｂ１

5.85.95.85.65.45.35.1Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１３７５１２保守率：０．８１ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（クロムフリー）、反射板：銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１非常灯富士型２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１０３９ＬＥ９

NNFG41230KLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　反射笠付型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１２３０ＫＬＥ９

NNFG41230KLE9_HAITI.DXF

15.714.713.712.311.711.410.7Ｂ４

18.217.416.214.814.013.613.1Ａ４
17.116.214.913.212.412.011.3Ｂ２

19.418.617.616.015.314.914.1Ａ２
6.66.46.05.55.25.04.8Ｂ１

7.27.16.86.46.16.05.7Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８３１３保守率：０．７７

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　反射笠付型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１２３０ＫＬＥ９

NNFG41231JLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－３３

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１４００ｌｍ点灯

ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形定格出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　反射笠付型非常用２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１２３１ＪＬＥ９

NNFG41231JLE9_HAITI.DXF

14.213.412.411.210.610.39.8Ｂ４

16.315.614.613.412.812.411.9Ａ４
15.314.513.612.111.411.010.4Ｂ２

17.116.615.714.413.713.412.8Ａ２
5.75.75.45.04.84.64.4Ｂ１

6.26.26.15.75.55.45.1Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８６４０保守率：０．７７

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－３３
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形定格出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　反射笠付型非常用２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４１２３１ＪＬＥ９

NNFG42001KLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×２　富士型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２００１ＫＬＥ９

NNFG42001KLE9_HAITI.DXF

15.314.413.211.911.411.010.5Ｂ４

17.817.016.215.014.214.013.4Ａ４
15.714.913.812.411.711.310.7Ｂ２
18.818.217.216.015.314.914.2Ａ２

6.05.95.65.14.84.74.5Ｂ１

6.16.15.85.55.35.25.0Ａ\U+2019１
7.87.77.57.06.86.66.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４９１１６保守率：０．８１

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×２　富士型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２００１ＫＬＥ９

NNFG42002LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（クロムフリー）、反射板：銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×２非常灯富士型２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２００２ＬＥ９

NNFG42002LE9_HAITI.DXF

10.8

13.3

11.3

14.2
4.6

4.9
6.2

13.813.012.010.29.99.5Ｂ４

15.815.214.412.912.612.0Ａ４

14.013.412.510.710.510.0Ｂ２

16.516.015.313.613.312.8Ａ２
5.25.25.04.44.34.1Ｂ１

5.35.35.24.84.74.5Ａ\U+2019１
6.66.76.56.05.85.6Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１３７５１１保守率：０．８１ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（クロムフリー）、反射板：銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×２非常灯富士型２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２００２ＬＥ９

NNFG42210CLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１４００ｌｍ点灯１灯点灯

ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形定格出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7２　反射笠付型非常用２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２２１０ＣＬＥ９



NNFG42210CLE9_HAITI.DXF

14.013.112.211.210.610.49.8Ｂ４

16.215.614.713.412.812.411.9Ａ４

15.014.313.311.911.210.810.2Ｂ２

16.916.315.614.413.813.412.8Ａ２

5.65.55.34.94.74.54.3Ｂ１

6.16.15.95.65.45.35.1Ａ\U+2019１

6.16.16.05.75.55.45.2Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４９１２１保守率：０．７７

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１４００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形定格出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7２　反射笠付型非常用２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２２１０ＣＬＥ９

NNFG42219ZLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１９００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7２　反射笠付型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２２１９ＺＬＥ９

NNFG42219ZLE9_HAITI.DXF

15.414.613.512.311.811.410.9Ｂ４

18.217.316.414.814.013.612.8Ａ４

16.715.814.612.912.211.811.1Ｂ２

19.218.517.516.115.314.814.1Ａ２

6.46.25.95.45.14.94.7Ｂ１

7.17.06.76.36.15.95.7Ａ\U+2019１

7.17.06.86.46.16.05.7Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４９１１７保守率：０．７７

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（白色）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
非常時：１９００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7２　反射笠付型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２２１９ＺＬＥ９

NNFG42991KLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×２　埋込下面開放型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２９９１ＫＬＥ９

NNFG42991KLE9_HAITI.DXF

17.516.314.712.812.111.610.9Ｂ４

17.716.214.712.911.811.410.6Ａ４
18.017.015.613.812.912.511.7Ｂ２

19.818.416.614.513.512.912.0Ａ２
7.16.86.45.85.45.35.0Ｂ１

8.17.97.57.06.76.56.2Ａ\U+2019１
7.47.16.45.45.04.74.3Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４９１２４保守率：０．７７

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×２　埋込下面開放型非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２９９１ＫＬＥ９

NNFG42992LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（クロムフリー）、反射板：銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×２非常灯Ｗ３００埋込２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２９９２ＬＥ９

NNFG42992LE9_HAITI.DXF

11.8

11.5

12.4

13.0
5.2

4.9
6.2

15.414.613.411.010.69.8Ｂ４

16.114.713.210.810.49.8Ａ４

15.815.013.911.611.210.6Ｂ２

17.516.414.912.111.710.9Ａ２
6.05.95.74.94.84.5Ｂ１

6.26.15.74.54.33.9Ａ\U+2019１
7.07.06.76.05.85.6Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１３７５３７保守率：０．７７ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：銅版（クロムフリー）、反射板：銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×２非常灯Ｗ３００埋込２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＧ４２９９２ＬＥ９

NNFW21092LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０形器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7１　富士型防水非常灯１２００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ２１０９２ＬＥ９

NNFW21092LE9_HAITI.DXF

9.39.49.08.27.97.87.4Ｂ４

10.611.010.810.29.89.59.2Ａ４

9.39.59.28.68.28.07.6Ｂ２

10.611.010.910.510.19.99.5Ａ２

2.43.13.43.33.23.23.1Ｂ１

2.73.53.94.03.93.93.8Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８３２４保守率：０．８１

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４０
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
非常時：６２０ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、ＦＬ２０形器具相当

直管ＬＥＤランプ\U+00D7１　富士型防水非常灯１２００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ２１０９２ＬＥ９

NNFW41091KLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　富士型防湿防雨非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４１０９１ＫＬＥ９

NNFW41091KLE9_HAITI.DXF

14.814.213.212.011.411.010.4Ｂ４

18.217.216.214.714.113.813.1Ａ４

15.414.613.612.111.411.010.4Ｂ２

18.818.217.315.915.114.814.1Ａ２

5.75.65.44.94.74.54.3Ｂ１

6.86.86.66.36.05.95.7Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４８３０９保守率：０．８１

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×１　富士型防湿防雨非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４１０９１ＫＬＥ９

NNFW41092LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：亜鉛銅版（クロムフリー）、反射板：亜鉛銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯

ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１非常灯富士型防水２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４１０９２ＬＥ９

NNFW41092LE9_HAITI.DXF

13.212.611.810.810.310.19.6Ｂ４

16.015.414.513.212.612.311.8Ａ４

13.713.112.311.110.510.29.6Ｂ２

16.316.015.314.213.613.212.7Ａ２

4.94.94.84.54.34.13.9Ｂ１

5.75.95.85.55.35.25.0Ａ１
単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１３７５２１保守率：０．８１ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：亜鉛銅版（クロムフリー）、反射板：亜鉛銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×１非常灯富士型防水２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４１０９２ＬＥ９

NNFW42091KLE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×２　富士型防湿防雨非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４２０９１ＫＬＥ９

NNFW42091KLE9_HAITI.DXF

15.014.113.011.811.110.910.3Ｂ４
17.616.815.914.614.213.713.2Ａ４
15.514.713.612.211.511.110.5Ｂ２

18.517.917.015.715.014.714.1Ａ２

5.95.85.55.04.84.64.4Ｂ１
5.85.85.65.35.15.04.8Ａ\U+2019１

7.77.77.47.06.86.66.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１４９１１８保守率：０．８１

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－２９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
非常時：１９００ｌｍ点灯１灯点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当

直管ＬＥＤランプ×２　富士型防湿防雨非常用３８００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４２０９１ＫＬＥ９

NNFW42092LE9.DXF

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９

電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：亜鉛銅版（クロムフリー）、反射板：亜鉛銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯

ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×２非常灯富士型防水２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４２０９２ＬＥ９

NNFW42092LE9_HAITI.DXF

10.6

13.1

10.9

13.9

4.5

4.6

6.3

13.412.711.810.19.79.3Ｂ４

15.514.914.112.612.411.9Ａ４

13.412.912.110.39.99.4Ｂ２

16.115.715.013.413.012.6Ａ２

4.95.04.84.34.24.0Ｂ１

4.74.94.84.44.34.2Ａ\U+2019１

6.76.86.76.16.05.8Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

6.0m5.0m4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１３７５２６保守率：０．８１ＬＤＬ４０Ｓ・Ｎ／１９／２５

光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＦＨ－０９
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
Ｈｆ３２形定格出力型器具相当、本体：亜鉛銅版（クロムフリー）、反射板：亜鉛銅版（高反射白色粉体塗装）
非常時：１４００ｌｍ点灯
ランプ同梱、電源ユニット内蔵・同梱ランプ：ＬＤＬ４０ＳＮ・Ｎ／１９／２５、ガラス管採用

ＬＤＬ４０×２非常灯富士型防水２５００ｌｍ

パナソニック　ＮＮＦＷ４２０９２ＬＥ９

XFY326CBAVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：鋼板（ホワイト）
ニッケル水素蓄電池使用、、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＣＢＡＶＰＨ９

XFY326CBAVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：鋼板（ホワイト）
ニッケル水素蓄電池使用、、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＣＢＡＶＰＮ９

XFY326EXAVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

ニッケル水素蓄電池使用・ＣＬＡＳＳ１、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＥＸＡＶＰＨ９

XFY326EXAVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（鏡面仕上）

ニッケル水素蓄電池使用・ＣＬＡＳＳ１、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＥＸＡＶＰＮ９

XFY326EYAVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

ニッケル水素蓄電池使用・ＣＬＡＳＳ２、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＥＹＡＶＰＨ９

XFY326EYAVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

ニッケル水素蓄電池使用・ＣＬＡＳＳ２、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＥＹＡＶＰＮ９

XFY326EZAVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

ニッケル水素蓄電池使用・ＣＬＡＳＳ３、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＥＺＡＶＰＨ９

XFY326EZAVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（鏡面つや消し仕上）

ニッケル水素蓄電池使用・ＣＬＡＳＳ３、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＥＺＡＶＰＮ９



XFY326KLAVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（高反射白色粉体塗装）

ニッケル水素蓄電池使用、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＫＬＡＶＰＨ９

XFY326KLAVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（高反射白色粉体塗装）

ニッケル水素蓄電池使用、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線

電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＫＬＡＶＰＮ９

XFY326SCAVPH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（つや消し仕上）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ニッケル水素蓄電池使用・ＵＧＲ（空間グレア指標）１９レベル
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＳＣＡＶＰＨ９

XFY326SCAVPN9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）、ルーバ：アルミ（つや消し仕上）
エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）、埋込穴３００×１２５７　埋込高Ｈ＝１２１
ニッケル水素蓄電池使用・ＵＧＲ（空間グレア指標）１９レベル
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
非常時２１１０ｌｍ１灯点灯、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電線：架橋ポリエチレン絶縁電線、備考：電源内蔵型、評定番号ＬＡＦＸ－０２
電球：蛍光灯、ソケット：ポリブチレンテレフタレート樹脂

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ非常用

パナソニック　既設ＸＦＹ３２６ＳＣＡＶＰＮ９

XLF213BNNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＢＮＮＪＬＥ９

XLF213BNNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＢＮＮＪＬＥ９
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5.0m3.0m2.5m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７４２保守率：０．９２

XLF213BTNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＢＴＮＪＬＥ９

XLF213BTNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＢＴＮＪＬＥ９

12.9

9.4

12.9

9.6

4.0m

10.0

7.9

10.0

8.0

2.0m

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 13.411.610.88.87.2ｘ

9.69.18.77.15.9Ｘ＋

13.411.710.98.97.4ｘ

9.69.28.87.26.1Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

5.0m3.0m2.5m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７４２保守率：０．９２

XLF213CNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＣＮＮＬＥ９

XLF213CNNLE9_CEILING_HAITI.DX

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.65.74.7ｘ
3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.16.45.95.24.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.86.04.9ｘ

4.03.42.72.31.91.40.9Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.15.1ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－

8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＣＮＮＬＥ９

XLF213CNNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.610.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＣＮＮＬＥ９

XLF213CTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＣＴＮＬＥ９

XLF213CTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.65.74.7ｘ
3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.16.45.95.24.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.86.04.9ｘ

4.03.42.72.31.91.40.9Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.15.1ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－

8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＣＴＮＬＥ９

XLF213CTNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.610.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＣＴＮＬＥ９

XLF213DNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＤＮＮＬＥ９

XLF213DNNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.65.74.7ｘ
3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.16.45.95.24.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.86.04.9ｘ

4.03.42.72.31.91.40.9Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.15.1ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－

8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＤＮＮＬＥ９

XLF213DNNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.610.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＤＮＮＬＥ９

XLF213DTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＤＴＮＬＥ９

XLF213DTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.65.74.7ｘ
3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.16.45.95.24.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.86.04.9ｘ

4.03.42.72.31.91.40.9Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.15.1ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－

8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＤＴＮＬＥ９

XLF213DTNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.610.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１３ＤＴＮＬＥ９

XLF216BNNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＢＮＮＪＬＥ９

XLF216BNNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＢＮＮＪＬＥ９

12.8

9.3

12.8

9.4

4.0m

10.0

8.0

10.1

8.1

2.0m

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 13.211.810.98.97.4ｘ

9.59.08.77.16.0Ｘ＋

13.211.811.09.17.5ｘ

9.69.18.87.26.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

5.0m3.0m2.5m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７４５保守率：０．９２

XLF216BTNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＢＴＮＪＬＥ９

XLF216BTNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、ＦＬ２０形１灯器具相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＢＴＮＪＬＥ９

12.8

9.3

12.8

9.4

4.0m

10.0

8.0

10.1

8.1

2.0m

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 13.211.810.98.97.4ｘ

9.59.08.77.16.0Ｘ＋

13.211.811.09.17.5ｘ

9.69.18.87.26.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m置

配

段

階

5.0m3.0m2.5m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７４５保守率：０．９２

XLF216CNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＣＮＮＬＥ９



XLF216CNNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.75.84.7ｘ

3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.26.45.95.34.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.96.05.0ｘ

4.03.42.72.31.91.40.8Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.25.2ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－
8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＣＮＮＬＥ９

XLF216CNNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６３保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＣＮＮＬＥ９

XLF216CTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＣＴＮＬＥ９

XLF216CTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.75.84.7ｘ

3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.26.45.95.34.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.96.05.0ｘ

4.03.42.72.31.91.40.8Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.25.2ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－
8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＣＴＮＬＥ９

XLF216CTNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６３保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＣＴＮＬＥ９

XLF216DNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＤＮＮＬＥ９

XLF216DNNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.75.84.7ｘ

3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.26.45.95.34.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.96.05.0ｘ

4.03.42.72.31.91.40.8Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.25.2ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－
8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＤＮＮＬＥ９

XLF216DNNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６３保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＤＮＮＬＥ９

XLF216DTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＤＴＮＬＥ９

XLF216DTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 10.09.28.17.46.75.84.7ｘ

3.83.22.62.21.71.20.5Ｘ－

7.87.26.45.95.34.53.5Ｘ＋

10.19.38.37.66.96.05.0ｘ

4.03.42.72.31.91.40.8Ｘ－

7.97.36.66.15.54.83.9Ｘ＋

10.29.48.47.77.06.25.2ｘ

4.23.62.82.42.01.51.0Ｘ－
8.17.56.76.35.75.04.1Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＤＴＮＬＥ９

XLF216DTNLE9_WALL_HAITI.DXF

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.79.79.18.47.56.4ｘ

8.88.37.57.06.45.74.8Ｘ＋

11.710.99.99.38.77.86.8ｘ

9.08.57.77.36.76.15.2Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８６３保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型２０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ２１６ＤＴＮＬＥ９

XLF433ANNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＡＮＮＪＬＥ９

XLF433ANNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＡＮＮＪＬＥ９
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8.78.47.9--Ｘ＋

12.611.811.010.19.07.6ｘ

9.18.98.68.07.26.0Ｘ＋

12.711.811.110.19.17.7ｘ

9.49.39.08.78.27.36.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
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配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２２保守率：０．９２

XLF433ATNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＡＴＮＪＬＥ９

XLF433ATNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＡＴＮＪＬＥ９
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1lx 11.610.99.9--ｘ

8.78.47.9--Ｘ＋

12.611.811.010.19.07.6ｘ

9.18.98.68.07.26.0Ｘ＋

12.711.811.110.19.17.7ｘ

9.49.39.08.78.27.36.2Ｘ＋
Y=1.0m
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配
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階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２２保守率：０．９２

XLF433BNNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＢＮＮＪＬＥ９

XLF433BNNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＢＮＮＪＬＥ９
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12.811.710.910.09.07.5ｘ
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Ｋ０１４３７２９保守率：０．９２

XLF433BTNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＢＴＮＪＬＥ９

XLF433BTNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＢＴＮＪＬＥ９
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9.1
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1lx

2lx

1lx 11.610.89.9--ｘ

8.98.57.8--Ｘ＋

12.711.710.810.08.87.3ｘ

9.29.08.68.07.15.9Ｘ＋

12.811.710.910.09.07.5ｘ

9.59.39.18.78.17.26.1Ｘ＋
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Ｋ０１４３７２９保守率：０．９２

XLF433CNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＣＮＮＬＥ９

XLF433CNNLE9_CEILING_HAITI.DXF
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1lx 9.89.28.07.36.55.74.6ｘ
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10.09.48.17.56.75.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.87.26.56.15.44.73.8Ｘ＋

10.09.58.27.66.96.05.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－
7.97.36.76.25.64.94.0Ｘ＋
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5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＣＮＮＬＥ９

XLF433CNNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx
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1lx 11.510.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋

11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.47.67.16.55.84.9Ｘ＋

11.811.010.09.48.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８５２保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＣＮＮＬＥ９

XLF433CTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＣＴＮＬＥ９

XLF433CTNLE9_CEILING_HAITI.DXF
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1lx 9.89.28.07.36.55.74.6ｘ

3.93.32.62.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.85.24.43.5Ｘ＋

10.09.48.17.56.75.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.87.26.56.15.44.73.8Ｘ＋

10.09.58.27.66.96.05.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－
7.97.36.76.25.64.94.0Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＣＴＮＬＥ９

XLF433CTNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋

11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.47.67.16.55.84.9Ｘ＋

11.811.010.09.48.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８５２保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＣＴＮＬＥ９



XLF433DNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＤＮＮＬＥ９

XLF433DNNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 9.89.28.07.36.55.74.6ｘ

3.93.32.62.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.85.24.43.5Ｘ＋

10.09.48.17.56.75.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.87.26.56.15.44.73.8Ｘ＋

10.09.58.27.66.96.05.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－
7.97.36.76.25.64.94.0Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＤＮＮＬＥ９

XLF433DNNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 11.510.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋
11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.47.67.16.55.84.9Ｘ＋
11.811.010.09.48.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８５２保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＤＮＮＬＥ９

XLF433DTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＤＴＮＬＥ９

XLF433DTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 9.89.28.07.36.55.74.6ｘ

3.93.32.62.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.85.24.43.5Ｘ＋

10.09.48.17.56.75.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.87.26.56.15.44.73.8Ｘ＋

10.09.58.27.66.96.05.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－
7.97.36.76.25.64.94.0Ｘ＋

Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４６保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＤＴＮＬＥ９

XLF433DTNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋

11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.47.67.16.55.84.9Ｘ＋

11.811.010.09.48.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８５２保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３３ＤＴＮＬＥ９

XLF436ANNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＡＮＮＪＬＥ９

XLF436ANNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＡＮＮＪＬＥ９

12.5

9.0

12.8

9.2

12.9

9.4

12.9

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.710.910.0--ｘ

8.78.47.9--Ｘ＋

12.511.811.010.19.07.6ｘ

9.18.98.68.07.26.0Ｘ＋

12.611.911.110.19.17.7ｘ

9.49.29.08.78.27.36.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

置
配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２３保守率：０．９２

XLF436ATNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＡＴＮＪＬＥ９

XLF436ATNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＡＴＮＪＬＥ９

12.5

9.0

12.8

9.2

12.9

9.4

12.9

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.710.910.0--ｘ

8.78.47.9--Ｘ＋

12.511.811.010.19.07.6ｘ

9.18.98.68.07.26.0Ｘ＋

12.611.911.110.19.17.7ｘ

9.49.29.08.78.27.36.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

置
配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２３保守率：０．９２

XLF436BNNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＢＮＮＪＬＥ９

XLF436BNNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＢＮＮＪＬＥ９

12.6

9.1

13.0

9.3

13.1

9.4

13.2

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.79.8--ｘ

8.98.47.7--Ｘ＋

12.711.610.89.98.87.3ｘ

9.29.08.67.97.15.8Ｘ＋

12.811.710.910.08.97.4ｘ

9.59.39.18.78.07.26.0Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７３２保守率：０．９２

XLF436BTNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＢＴＮＪＬＥ９

XLF436BTNJLE9_HAITI.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形定格出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＢＴＮＪＬＥ９

12.6

9.1

13.0

9.3

13.1

9.4

13.2

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.510.79.8--ｘ

8.98.47.7--Ｘ＋

12.711.610.89.98.87.3ｘ

9.29.08.67.97.15.8Ｘ＋

12.811.710.910.08.97.4ｘ

9.59.39.18.78.07.26.0Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m

置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７３２保守率：０．９２

XLF436CNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＣＮＮＬＥ９

XLF436CNNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 9.99.38.07.36.65.74.7ｘ
3.93.32.72.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.95.24.53.6Ｘ＋

10.09.48.27.56.85.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.97.36.66.15.44.73.9Ｘ＋

10.19.58.37.66.96.15.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－

8.07.46.76.25.64.94.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８３８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＣＮＮＬＥ９

XLF436CNNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 11.410.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋
11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.37.67.16.55.84.9Ｘ＋
11.711.010.09.38.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４９保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＣＮＮＬＥ９

XLF436CTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＣＴＮＬＥ９

XLF436CTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 9.99.38.07.36.65.74.7ｘ
3.93.32.72.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.95.24.53.6Ｘ＋

10.09.48.27.56.85.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.97.36.66.15.44.73.9Ｘ＋

10.19.58.37.66.96.15.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－

8.07.46.76.25.64.94.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８３８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＣＴＮＬＥ９

XLF436CTNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 11.410.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋
11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.37.67.16.55.84.9Ｘ＋
11.711.010.09.38.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４９保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＣＴＮＬＥ９

XLF436DNNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＤＮＮＬＥ９

XLF436DNNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 9.99.38.07.36.65.74.7ｘ
3.93.32.72.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.95.24.53.6Ｘ＋

10.09.48.27.56.85.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.97.36.66.15.44.73.9Ｘ＋

10.19.58.37.66.96.15.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－

8.07.46.76.25.64.94.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８３８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＤＮＮＬＥ９

XLF436DNNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 11.410.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋

11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.37.67.16.55.84.9Ｘ＋

11.711.010.09.38.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４９保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＤＮＮＬＥ９

XLF436DTNLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＤＴＮＬＥ９

XLF436DTNLE9_CEILING_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 9.99.38.07.36.65.74.7ｘ
3.93.32.72.21.81.30.7Ｘ－

7.77.16.45.95.24.53.6Ｘ＋

10.09.48.27.56.85.94.9ｘ

4.23.52.82.41.91.51.0Ｘ－

7.97.36.66.15.44.73.9Ｘ＋

10.19.58.37.66.96.15.1ｘ

4.33.72.92.52.01.51.1Ｘ－

8.07.46.76.25.64.94.1Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８３８保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＤＴＮＬＥ９



XLF436DTNLE9_WALL_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 11.410.69.58.98.17.26.1ｘ

8.78.17.36.86.25.44.5Ｘ＋
11.610.89.89.28.47.66.5ｘ

8.98.37.67.16.55.84.9Ｘ＋
11.711.010.09.38.77.86.7ｘ

9.08.57.87.36.76.15.3Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１５１８４９保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１７

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用乳白ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯　壁・天井直付兼用型４０形　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４３６ＤＴＮＬＥ９

XLF443ANNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＡＮＮＪＬＥ９

XLF443ANNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 12.812.511.610.99.90.00.0ｘ

9.29.08.78.47.90.00.0Ｘ＋
12.912.611.811.010.19.07.6ｘ

9.49.18.98.68.07.26.0Ｘ＋
13.012.711.811.110.19.17.7ｘ

9.49.39.08.78.27.36.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２２保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＡＮＮＪＬＥ９

XLF443ATNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＡＴＮＪＬＥ９

XLF443ATNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 12.812.511.610.99.90.00.0ｘ

9.29.08.78.47.90.00.0Ｘ＋
12.912.611.811.010.19.07.6ｘ

9.49.18.98.68.07.26.0Ｘ＋
13.012.711.811.110.19.17.7ｘ

9.49.39.08.78.27.36.2Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２２保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＡＴＮＪＬＥ９

XLF443BNNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＢＮＮＪＬＥ９

XLF443BNNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 13.012.611.610.89.90.00.0ｘ

9.39.18.98.57.80.00.0Ｘ＋

13.112.711.710.810.08.87.3ｘ

9.49.29.08.68.07.15.9Ｘ＋

13.212.811.710.910.09.07.5ｘ

9.59.39.18.78.17.26.1Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２９保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＢＮＮＪＬＥ９

XLF443BTNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＢＴＮＪＬＥ９

XLF443BTNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 13.012.611.610.89.90.00.0ｘ

9.39.18.98.57.80.00.0Ｘ＋

13.112.711.710.810.08.87.3ｘ

9.49.29.08.68.07.15.9Ｘ＋

13.212.811.710.910.09.07.5ｘ

9.59.39.18.78.17.26.1Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２９保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０４

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４３ＢＴＮＪＬＥ９

XLF446ANNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＡＮＮＪＬＥ９

XLF446ANNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 12.812.511.710.910.00.00.0ｘ

9.29.08.78.47.90.00.0Ｘ＋

12.912.511.811.010.19.07.6ｘ

9.49.18.98.68.07.26.0Ｘ＋

12.912.611.911.110.19.17.7ｘ

9.49.29.08.78.27.36.2Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２３保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＡＮＮＪＬＥ９

XLF446ATNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＡＴＮＪＬＥ９

XLF446ATNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 12.812.511.710.910.00.00.0ｘ

9.29.08.78.47.90.00.0Ｘ＋

12.912.511.811.010.19.07.6ｘ

9.49.18.98.68.07.26.0Ｘ＋

12.912.611.911.110.19.17.7ｘ

9.49.29.08.78.27.36.2Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７２３保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯細型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＡＴＮＪＬＥ９

XLF446BNNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＢＮＮＪＬＥ９

XLF446BNNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx

2lx

1lx

2lx

1lx 13.012.611.510.79.80.00.0ｘ

9.39.18.98.47.70.00.0Ｘ＋

13.112.711.610.89.98.87.3ｘ

9.49.29.08.67.97.15.8Ｘ＋

13.212.811.710.910.08.97.4ｘ

9.59.39.18.78.07.26.0Ｘ＋Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７３２保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＢＮＮＪＬＥ９

XLF446BTNJLE9.DXF

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯

ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＢＴＮＪＬＥ９

XLF446BTNJLE9_HAITI.DXF

2lx

1lx
2lx

1lx
2lx

1lx 13.012.611.510.79.80.00.0ｘ

9.39.18.98.47.70.00.0Ｘ＋
13.112.711.610.89.98.87.3ｘ

9.49.29.08.67.97.15.8Ｘ＋
13.212.811.710.910.08.97.4ｘ

9.59.39.18.78.07.26.0Ｘ＋
Y=1.0m

Y=1.5m

Y=2.0m
置

配

段

階

5.0m4.0m3.0m2.5m2.0m1.5m1.0m器具取付高さ

Ｋ０１４３７３２保守率：０．９２

点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、自己点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ポリカーボネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１０５

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：階段灯専用ライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
ひとセンサ段調光６０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当

ｉＤシリーズ階段灯薄型　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＦ４４６ＢＴＮＪＬＥ９

XLG201AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２０１ＡＥＮＬＥ９

XLG201AENLE9_HAITI.DXF

14.512.811.911.510.4Ｂ４

15.013.212.411.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.214.313.812.8Ａ２

4.75.35.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.05.75.95.85.6Ｂ１

4.75.95.95.85.5Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６５保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２０１ＡＥＮＬＥ９

XLG201DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２０１ＤＥＮＬＥ９

XLG201DENLE9_HAITI.DXF

14.512.811.911.510.4Ｂ４

15.013.212.411.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.214.313.812.8Ａ２

4.75.35.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.05.75.95.85.6Ｂ１

4.75.95.95.85.5Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６５保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２０１ＤＥＮＬＥ９

XLG201NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２０１ＮＥＮＬＥ９

XLG201NENLE9_HAITI.DXF

14.512.811.911.510.4Ｂ４

15.013.212.411.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.214.313.812.8Ａ２

4.75.35.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.05.75.95.85.6Ｂ１

4.75.95.95.85.5Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６５保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２０１ＮＥＮＬＥ９

XLG211AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２１１ＡＥＮＬＥ９

XLG211AENLE9_HAITI.DXF

14.512.811.911.510.4Ｂ４

15.013.212.411.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.214.313.812.8Ａ２

4.75.35.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.05.75.95.85.6Ｂ１

4.75.95.95.85.5Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６５保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２１１ＡＥＮＬＥ９



XLG211DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２１１ＤＥＮＬＥ９

XLG211DENLE9_HAITI.DXF

14.512.811.911.510.4Ｂ４

15.013.212.411.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.214.313.812.8Ａ２

4.75.35.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.05.75.95.85.6Ｂ１

4.75.95.95.85.5Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６５保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２１１ＤＥＮＬＥ９

XLG211NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２１１ＮＥＮＬＥ９

XLG211NENLE9_HAITI.DXF

14.512.811.911.510.4Ｂ４

15.013.212.411.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.214.313.812.8Ａ２

4.75.35.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.05.75.95.85.6Ｂ１

4.75.95.95.85.5Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６５保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　２０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ２１１ＮＥＮＬＥ９

XLG411AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＡＥＮＬＥ９

XLG411AENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＡＥＮＬＥ９

XLG411DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＤＥＮＬＥ９

XLG411DENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＤＥＮＬＥ９

XLG411KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＫＥＮＬＥ９

XLG411KENLE9_HAITI.DXF

14.412.611.711.310.6Ｂ４

14.613.012.211.710.8Ａ４

15.114.513.513.012.1Ｂ２

16.015.013.913.512.5Ａ２

3.94.74.94.84.6Ｂ\U+2019１

5.45.96.06.05.7Ｂ１

4.45.75.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＫＥＮＬＥ９

XLG411NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＮＥＮＬＥ９

XLG411NENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１１ＮＥＮＬＥ９

XLG411VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４１１ＶＥＮＬＥ９

XLG411VENLE9_HAITI.DXF

14.612.611.811.210.1Ｂ４

14.613.112.211.911.4Ａ４

15.314.513.312.711.7Ｂ２

16.315.014.113.512.6Ａ２

4.14.85.04.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.86.16.05.7Ｂ１

4.65.85.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４１４保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４１１ＶＥＮＬＥ９

XLG412AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＡＥＮＬＥ９

XLG412AENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＡＥＮＬＥ９

XLG412DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＤＥＮＬＥ９

XLG412DENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＤＥＮＬＥ９

XLG412KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＫＥＮＬＥ９

XLG412KENLE9_HAITI.DXF

15.413.312.211.710.6Ｂ４

17.615.514.613.813.0Ａ４

17.915.514.313.712.8Ｂ２

18.716.915.915.314.4Ａ２

6.55.95.55.24.9Ｂ\U+2019１

6.97.16.86.56.1Ｂ１

6.76.86.56.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３９３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＫＥＮＬＥ９

XLG412NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＮＥＮＬＥ９

XLG412NENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４１２ＮＥＮＬＥ９

XLG412VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４１２ＶＥＮＬＥ９

XLG412VENLE9_HAITI.DXF

15.313.212.211.610.6Ｂ４

17.615.414.213.612.6Ａ４

17.815.314.213.612.6Ｂ２

18.917.016.015.414.4Ａ２

6.46.05.65.45.0Ｂ\U+2019１

7.17.06.56.35.9Ｂ１

7.06.96.66.46.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３４２保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４１２ＶＥＮＬＥ９

XLG421AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＡＥＮＬＥ９



XLG421AENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＡＥＮＬＥ９

XLG421DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＤＥＮＬＥ９

XLG421DENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＤＥＮＬＥ９

XLG421KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＫＥＮＬＥ９

XLG421KENLE9_HAITI.DXF

14.412.611.711.310.6Ｂ４

14.613.012.211.710.8Ａ４

15.114.513.513.012.1Ｂ２

16.015.013.913.512.5Ａ２

3.94.74.94.84.6Ｂ\U+2019１

5.45.96.06.05.7Ｂ１

4.45.75.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＫＥＮＬＥ９

XLG421NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＮＥＮＬＥ９

XLG421NENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２１ＮＥＮＬＥ９

XLG421VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４２１ＶＥＮＬＥ９

XLG421VENLE9_HAITI.DXF

14.612.611.811.210.1Ｂ４

14.613.112.211.911.4Ａ４

15.314.513.312.711.7Ｂ２

16.315.014.113.512.6Ａ２

4.14.85.04.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.86.16.05.7Ｂ１

4.65.85.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４１４保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４２１ＶＥＮＬＥ９

XLG422AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＡＥＮＬＥ９

XLG422AENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＡＥＮＬＥ９

XLG422DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＤＥＮＬＥ９

XLG422DENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＤＥＮＬＥ９

XLG422KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＫＥＮＬＥ９

XLG422KENLE9_HAITI.DXF

15.413.312.211.710.6Ｂ４

17.615.514.613.813.0Ａ４

17.915.514.313.712.8Ｂ２

18.716.915.915.314.4Ａ２

6.55.95.55.24.9Ｂ\U+2019１

6.97.16.86.56.1Ｂ１

6.76.86.56.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３９３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＫＥＮＬＥ９

XLG422NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＮＥＮＬＥ９

XLG422NENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４２２ＮＥＮＬＥ９

XLG422VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４２２ＶＥＮＬＥ９

XLG422VENLE9_HAITI.DXF

15.313.212.211.610.6Ｂ４

17.615.414.213.612.6Ａ４

17.815.314.213.612.6Ｂ２

18.917.016.015.414.4Ａ２

6.46.05.65.45.0Ｂ\U+2019１

7.17.06.56.35.9Ｂ１

7.06.96.66.46.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３４２保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４２２ＶＥＮＬＥ９

XLG431AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＡＥＮＬＥ９

XLG431AENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＡＥＮＬＥ９

XLG431DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＤＥＮＬＥ９

XLG431DENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＤＥＮＬＥ９

XLG431KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＫＥＮＬＥ９

XLG431KENLE9_HAITI.DXF

14.412.611.711.310.6Ｂ４

14.613.012.211.710.8Ａ４

15.114.513.513.012.1Ｂ２

16.015.013.913.512.5Ａ２

3.94.74.94.84.6Ｂ\U+2019１

5.45.96.06.05.7Ｂ１

4.45.75.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＫＥＮＬＥ９



XLG431NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＮＥＮＬＥ９

XLG431NENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３１ＮＥＮＬＥ９

XLG431VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４３１ＶＥＮＬＥ９

XLG431VENLE9_HAITI.DXF

14.612.611.811.210.1Ｂ４

14.613.112.211.911.4Ａ４

15.314.513.312.711.7Ｂ２

16.315.014.113.512.6Ａ２

4.14.85.04.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.86.16.05.7Ｂ１

4.65.85.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４１４保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４３１ＶＥＮＬＥ９

XLG432AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＡＥＮＬＥ９

XLG432AENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＡＥＮＬＥ９

XLG432DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＤＥＮＬＥ９

XLG432DENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＤＥＮＬＥ９

XLG432KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＫＥＮＬＥ９

XLG432KENLE9_HAITI.DXF

15.413.312.211.710.6Ｂ４

17.615.514.613.813.0Ａ４

17.915.514.313.712.8Ｂ２

18.716.915.915.314.4Ａ２

6.55.95.55.24.9Ｂ\U+2019１

6.97.16.86.56.1Ｂ１

6.76.86.56.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３９３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＫＥＮＬＥ９

XLG432NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＮＥＮＬＥ９

XLG432NENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４３２ＮＥＮＬＥ９

XLG432VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４３２ＶＥＮＬＥ９

XLG432VENLE9_HAITI.DXF

15.313.212.211.610.6Ｂ４

17.615.414.213.612.6Ａ４

17.815.314.213.612.6Ｂ２

18.917.016.015.414.4Ａ２

6.46.05.65.45.0Ｂ\U+2019１

7.17.06.56.35.9Ｂ１

7.06.96.66.46.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３４２保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４３２ＶＥＮＬＥ９

XLG441AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＡＥＮＬＥ９

XLG441AENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＡＥＮＬＥ９

XLG441DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＤＥＮＬＥ９

XLG441DENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＤＥＮＬＥ９

XLG441KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＫＥＮＬＥ９

XLG441KENLE9_HAITI.DXF

14.412.611.711.310.6Ｂ４

14.613.012.211.710.8Ａ４

15.114.513.513.012.1Ｂ２

16.015.013.913.512.5Ａ２

3.94.74.94.84.6Ｂ\U+2019１

5.45.96.06.05.7Ｂ１

4.45.75.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＫＥＮＬＥ９

XLG441NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＮＥＮＬＥ９

XLG441NENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４１ＮＥＮＬＥ９

XLG441VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４４１ＶＥＮＬＥ９

XLG441VENLE9_HAITI.DXF

14.612.611.811.210.1Ｂ４

14.613.112.211.911.4Ａ４

15.314.513.312.711.7Ｂ２

16.315.014.113.512.6Ａ２

4.14.85.04.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.86.16.05.7Ｂ１

4.65.85.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４１４保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４４１ＶＥＮＬＥ９

XLG442AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＡＥＮＬＥ９



XLG442AENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＡＥＮＬＥ９

XLG442DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＤＥＮＬＥ９

XLG442DENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＤＥＮＬＥ９

XLG442KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＫＥＮＬＥ９

XLG442KENLE9_HAITI.DXF

15.413.312.211.710.6Ｂ４

17.615.514.613.813.0Ａ４

17.915.514.313.712.8Ｂ２

18.716.915.915.314.4Ａ２

6.55.95.55.24.9Ｂ\U+2019１

6.97.16.86.56.1Ｂ１

6.76.86.56.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３９３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＫＥＮＬＥ９

XLG442NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＮＥＮＬＥ９

XLG442NENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４４２ＮＥＮＬＥ９

XLG442VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４４２ＶＥＮＬＥ９

XLG442VENLE9_HAITI.DXF

15.313.212.211.610.6Ｂ４

17.615.414.213.612.6Ａ４

17.815.314.213.612.6Ｂ２

18.917.016.015.414.4Ａ２

6.46.05.65.45.0Ｂ\U+2019１

7.17.06.56.35.9Ｂ１

7.06.96.66.46.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３４２保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４４２ＶＥＮＬＥ９

XLG451AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＡＥＮＬＥ９

XLG451AENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＡＥＮＬＥ９

XLG451DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＤＥＮＬＥ９

XLG451DENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＤＥＮＬＥ９

XLG451KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＫＥＮＬＥ９

XLG451KENLE9_HAITI.DXF

14.412.611.711.310.6Ｂ４

14.613.012.211.710.8Ａ４

15.114.513.513.012.1Ｂ２

16.015.013.913.512.5Ａ２

3.94.74.94.84.6Ｂ\U+2019１

5.45.96.06.05.7Ｂ１

4.45.75.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＫＥＮＬＥ９

XLG451NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＮＥＮＬＥ９

XLG451NENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５１ＮＥＮＬＥ９

XLG451VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４５１ＶＥＮＬＥ９

XLG451VENLE9_HAITI.DXF

14.612.611.811.210.1Ｂ４

14.613.112.211.911.4Ａ４

15.314.513.312.711.7Ｂ２

16.315.014.113.512.6Ａ２

4.14.85.04.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.86.16.05.7Ｂ１

4.65.85.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４１４保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４５１ＶＥＮＬＥ９

XLG452AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＡＥＮＬＥ９

XLG452AENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＡＥＮＬＥ９

XLG452DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＤＥＮＬＥ９

XLG452DENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＤＥＮＬＥ９

XLG452KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＫＥＮＬＥ９

XLG452KENLE9_HAITI.DXF

15.413.312.211.710.6Ｂ４

17.615.514.613.813.0Ａ４

17.915.514.313.712.8Ｂ２

18.716.915.915.314.4Ａ２

6.55.95.55.24.9Ｂ\U+2019１

6.97.16.86.56.1Ｂ１

6.76.86.56.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３９３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＫＥＮＬＥ９



XLG452NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＮＥＮＬＥ９

XLG452NENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４５２ＮＥＮＬＥ９

XLG452VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４５２ＶＥＮＬＥ９

XLG452VENLE9_HAITI.DXF

15.313.212.211.610.6Ｂ４

17.615.414.213.612.6Ａ４

17.815.314.213.612.6Ｂ２

18.917.016.015.414.4Ａ２

6.46.05.65.45.0Ｂ\U+2019１

7.17.06.56.35.9Ｂ１

7.06.96.66.46.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３４２保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４５２ＶＥＮＬＥ９

XLG461AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＡＥＮＬＥ９

XLG461AENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＡＥＮＬＥ９

XLG461DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＤＥＮＬＥ９

XLG461DENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＤＥＮＬＥ９

XLG461KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＫＥＮＬＥ９

XLG461KENLE9_HAITI.DXF

14.412.611.711.310.6Ｂ４

14.613.012.211.710.8Ａ４

15.114.513.513.012.1Ｂ２

16.015.013.913.512.5Ａ２

3.94.74.94.84.6Ｂ\U+2019１

5.45.96.06.05.7Ｂ１

4.45.75.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＫＥＮＬＥ９

XLG461NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＮＥＮＬＥ９

XLG461NENLE9_HAITI.DXF

14.512.812.011.510.4Ｂ４

15.013.212.311.811.4Ａ４

15.614.713.713.212.3Ｂ２

16.615.114.213.612.7Ａ２

4.45.15.14.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.96.16.15.8Ｂ１

4.75.95.95.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３８７保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６１ＮＥＮＬＥ９

XLG461VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４６１ＶＥＮＬＥ９

XLG461VENLE9_HAITI.DXF

14.612.611.811.210.1Ｂ４

14.613.112.211.911.4Ａ４

15.314.513.312.711.7Ｂ２

16.315.014.113.512.6Ａ２

4.14.85.04.94.6Ｂ\U+2019１

5.25.86.16.05.7Ｂ１

4.65.85.85.75.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４１４保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４６１ＶＥＮＬＥ９

XLG462AENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＡＥＮＬＥ９

XLG462AENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＡＥＮＬＥ９

XLG462DENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＤＥＮＬＥ９

XLG462DENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＤＥＮＬＥ９

XLG462KENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＫＥＮＬＥ９

XLG462KENLE9_HAITI.DXF

15.413.312.211.710.6Ｂ４

17.615.514.613.813.0Ａ４

17.915.514.313.712.8Ｂ２

18.716.915.915.314.4Ａ２

6.55.95.55.24.9Ｂ\U+2019１

6.97.16.86.56.1Ｂ１

6.76.86.56.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３９３保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＫＥＮＬＥ９

XLG462NENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＮＥＮＬＥ９

XLG462NENLE9_HAITI.DXF

15.513.412.411.910.9Ｂ４

18.216.015.014.213.4Ａ４

18.315.714.614.013.0Ｂ２

18.817.216.315.714.7Ａ２

6.16.15.75.45.0Ｂ\U+2019１

7.07.26.86.56.1Ｂ１

6.76.86.66.46.1Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３２１保守率：０．９３

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形ｉスタイルＷ８０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＬＧ４６２ＮＥＮＬＥ９

XLG462VENLE9.DXF

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付

非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４６２ＶＥＮＬＥ９

XLG462VENLE9_HAITI.DXF

15.313.212.211.610.6Ｂ４

17.615.414.213.612.6Ａ４

17.815.314.213.612.6Ｂ２

18.917.016.015.414.4Ａ２

6.46.05.65.45.0Ｂ\U+2019１

7.17.06.56.35.9Ｂ１

7.06.96.66.46.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１３４２保守率：０．８８

自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯　４０形下面開放Ｗ３００　リモコン自己点検機能付

パナソニック　埋込ＸＬＧ４６２ＶＥＮＬＥ９

XWG201AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２０１ＡＥＮＬＥ９



XWG201AENLE9_HAITI.DXF

13.612.711.811.310.7Ｂ４

14.913.012.211.811.0Ａ４

13.913.913.513.012.2Ｂ２

14.915.014.113.612.8Ａ２

4.04.54.64.64.6Ｂ\U+2019１

4.85.35.35.35.3Ｂ１

4.25.25.55.55.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６９保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２０１ＡＥＮＬＥ９

XWG201DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２０１ＤＥＮＬＥ９

XWG201DENLE9_HAITI.DXF

13.612.711.811.310.7Ｂ４

14.913.012.211.811.0Ａ４

13.913.913.513.012.2Ｂ２

14.915.014.113.612.8Ａ２

4.04.54.64.64.6Ｂ\U+2019１

4.85.35.35.35.3Ｂ１

4.25.25.55.55.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６９保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２０１ＤＥＮＬＥ９

XWG201NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２０１ＮＥＮＬＥ９

XWG201NENLE9_HAITI.DXF

13.612.711.811.310.7Ｂ４

14.913.012.211.811.0Ａ４

13.913.913.513.012.2Ｂ２

14.915.014.113.612.8Ａ２

4.04.54.64.64.6Ｂ\U+2019１

4.85.35.35.35.3Ｂ１

4.25.25.55.55.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６９保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、８００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２０１ＮＥＮＬＥ９

XWG211AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２１１ＡＥＮＬＥ９

XWG211AENLE9_HAITI.DXF

13.612.711.811.310.7Ｂ４

14.913.012.211.811.0Ａ４

13.913.913.513.012.2Ｂ２

14.915.014.113.612.8Ａ２

4.04.54.64.64.6Ｂ\U+2019１

4.85.35.35.35.3Ｂ１

4.25.25.55.55.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６９保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２１１ＡＥＮＬＥ９

XWG211DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２１１ＤＥＮＬＥ９

XWG211DENLE9_HAITI.DXF

13.612.711.811.310.7Ｂ４

14.913.012.211.811.0Ａ４

13.913.913.513.012.2Ｂ２

14.915.014.113.612.8Ａ２

4.04.54.64.64.6Ｂ\U+2019１

4.85.35.35.35.3Ｂ１

4.25.25.55.55.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６９保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２１１ＤＥＮＬＥ９

XWG211NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２１１ＮＥＮＬＥ９

XWG211NENLE9_HAITI.DXF

13.612.711.811.310.7Ｂ４

14.913.012.211.811.0Ａ４

13.913.913.513.012.2Ｂ２

14.915.014.113.612.8Ａ２

4.04.54.64.64.6Ｂ\U+2019１

4.85.35.35.35.3Ｂ１

4.25.25.55.55.4Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１５６９保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１４

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（一般力型）点灯
非常灯タイプ、１６００ｌｍ（ＦＬ２０形\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　２０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ２１１ＮＥＮＬＥ９

XWG412AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＡＥＮＬＥ９

XWG412AENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＡＥＮＬＥ９

XWG412DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＤＥＮＬＥ９

XWG412DENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＤＥＮＬＥ９

XWG412KENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＫＥＮＬＥ９

XWG412KENLE9_HAITI.DXF

15.413.612.612.211.4Ｂ４

17.315.114.013.212.1Ａ４

17.215.414.413.913.0Ｂ２

18.216.715.414.713.4Ａ２

4.55.55.35.24.8Ｂ\U+2019１

5.86.86.66.46.1Ｂ１

5.06.66.46.35.9Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４６７保守率：０．８８

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＫＥＮＬＥ９

XWG412NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＮＥＮＬＥ９

XWG412NENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４１２ＮＥＮＬＥ９

XWG422AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＡＥＮＬＥ９

XWG422AENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＡＥＮＬＥ９

XWG422DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＤＥＮＬＥ９

XWG422DENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＤＥＮＬＥ９

XWG422KENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＫＥＮＬＥ９

XWG422KENLE9_HAITI.DXF

15.413.612.612.211.4Ｂ４

17.315.114.013.212.1Ａ４

17.215.414.413.913.0Ｂ２

18.216.715.414.713.4Ａ２

4.55.55.35.24.8Ｂ\U+2019１

5.86.86.66.46.1Ｂ１

5.06.66.46.35.9Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４６７保守率：０．８８

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＫＥＮＬＥ９



XWG422NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＮＥＮＬＥ９

XWG422NENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、２５００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４２２ＮＥＮＬＥ９

XWG432AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＡＥＮＬＥ９

XWG432AENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＡＥＮＬＥ９

XWG432DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＤＥＮＬＥ９

XWG432DENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＤＥＮＬＥ９

XWG432KENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＫＥＮＬＥ９

XWG432KENLE9_HAITI.DXF

15.413.612.612.211.4Ｂ４

17.315.114.013.212.1Ａ４

17.215.414.413.913.0Ｂ２

18.216.715.414.713.4Ａ２

4.55.55.35.24.8Ｂ\U+2019１

5.86.86.66.46.1Ｂ１

5.06.66.46.35.9Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４６７保守率：０．８８

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＫＥＮＬＥ９

XWG432NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＮＥＮＬＥ９

XWG432NENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、３２００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7１灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４３２ＮＥＮＬＥ９

XWG442AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＡＥＮＬＥ９

XWG442AENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＡＥＮＬＥ９

XWG442DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＤＥＮＬＥ９

XWG442DENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＤＥＮＬＥ９

XWG442KENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＫＥＮＬＥ９

XWG442KENLE9_HAITI.DXF

15.413.612.612.211.4Ｂ４

17.315.114.013.212.1Ａ４

17.215.414.413.913.0Ｂ２

18.216.715.414.713.4Ａ２

4.55.55.35.24.8Ｂ\U+2019１

5.86.86.66.46.1Ｂ１

5.06.66.46.35.9Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４６７保守率：０．８８

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＫＥＮＬＥ９

XWG442NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＮＥＮＬＥ９

XWG442NENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、４０００ｌｍ（ＦＬＲ４０形節電タイプ\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４４２ＮＥＮＬＥ９

XWG452AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＡＥＮＬＥ９

XWG452AENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＡＥＮＬＥ９

XWG452DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＤＥＮＬＥ９

XWG452DENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＤＥＮＬＥ９

XWG452KENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＫＥＮＬＥ９

XWG452KENLE9_HAITI.DXF

15.413.612.612.211.4Ｂ４

17.315.114.013.212.1Ａ４

17.215.414.413.913.0Ｂ２

18.216.715.414.713.4Ａ２

4.55.55.35.24.8Ｂ\U+2019１

5.86.86.66.46.1Ｂ１

5.06.66.46.35.9Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４６７保守率：０．８８

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＫＥＮＬＥ９

XWG452NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＮＥＮＬＥ９



XWG452NENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、５２００ｌｍ（Ｈｆ３２形定格出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４５２ＮＥＮＬＥ９

XWG462AENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＡＥＮＬＥ９

XWG462AENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＡＥＮＬＥ９

XWG462DENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＤＥＮＬＥ９

XWG462DENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ＤスタイルＷ２３０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＤＥＮＬＥ９

XWG462KENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＫＥＮＬＥ９

XWG462KENLE9_HAITI.DXF

15.413.612.612.211.4Ｂ４

17.315.114.013.212.1Ａ４

17.215.414.413.913.0Ｂ２

18.216.715.414.713.4Ａ２

4.55.55.35.24.8Ｂ\U+2019１

5.86.86.66.46.1Ｂ１

5.06.66.46.35.9Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４６７保守率：０．８８

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形反射笠付Ｗ１５０　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＫＥＮＬＥ９

XWG462NENLE9.DXF

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＮＥＮＬＥ９

XWG462NENLE9_HAITI.DXF

15.713.612.612.011.1Ｂ４

17.415.314.213.612.6Ａ４

17.515.614.614.013.1Ｂ２

18.416.915.915.314.3Ａ２

4.65.65.45.24.9Ｂ\U+2019１

5.96.96.76.56.1Ｂ１

5.06.76.46.36.0Ａ１

単体配置

直線配置

四角配置

4.0m3.0m2.6m2.4m2.1m器具取付高さ

Ｋ０１５１４５３保守率：０．９３

自己充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、ＩＰ２３防湿、点検スイッチ付
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（乳白）
非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１５

電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
常時：非常用ライトバー点灯、非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯
非常灯タイプ、６９００ｌｍ（Ｈｆ３２形高出力\U+00D7２灯器具相当）

ｉＤシリーズ非常灯防湿型・防雨型　４０形ｉスタイル　リモコン自己点検機能付

パナソニック　直付ＸＷＧ４６２ＮＥＮＬＥ９


