
FA01909ZGL.DXF

埋込穴１６６×２７０　埋込深Ｄ＝４９
カバー：鋼板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）
反射板：アルミ（鏡面仕上）
間接照射方式
壁埋込型

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＡ０１９０９ＺＧＬ

FA01992ZGL.DXF

Ｗ＝２７２　Ｈ＝１６７　出しろ５８
反射板：アルミ（鏡面仕上）
カバー：鋼板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）
間接照射方式

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＡ０１９９２ＺＧＬ

FA01996ZGL.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）
反射板：アルミ（鏡面仕上）
チェーン吊型
間接照射方式

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＡ０１９９６ＺＧＬ

FA01999ZGL.DXF

カバー：鋼板（クールホワイト・抗菌はつ油塗装）
反射板：アルミ（鏡面仕上）
パイプ吊型
間接照射方式

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＡ０１９９９ＺＧＬ

FA11889GPL.DXF

プルスイッチ付
前カバー：鋼板（クールホワイト）
反射板：鋼板（クールホワイト）
本体：亜鉛鉄板

ＦＬ１５Ｗ×１　ベッドライト

パナソニック　ＦＡ１１８８９ＧＰＬ

FHK61596.DXF

キャップ(シリコン)付

パイプ：ポリカーボネート(透明)

ランプ保護パイプ

パナソニック　ＦＨＫ６１５９６

FHX48000PD2.DXF

パネル：アクリル（乳白）

枠：鋼板（ホワイト）
ブライトケアサポート照明
壁面・天井兼用取付用

ＦＨＦ３２Ｗ×８　コーナーライト

パナソニック　ＦＨＸ４８０００ＰＤ２

FSA41518FPF9.DXF

反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

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）

初期照度補正機能付

電圧１００～２４２Ｖ

ＦＨＦ３２Ｗ×１　黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４１５１８ＦＰＦ９

FSA41588PF9.DXF

反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

本体：鋼板（ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

電圧１００～２４２Ｖ

初期照度補正機能付

直付型

ＦＨＦ３２Ｗ×１　黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４１５８８ＰＦ９

FSA41718JPF9.DXF

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０

反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

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）

初期照度補正機能付

電圧１００～２４２Ｖ

ＦＨＦ３２Ｗ×１　黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４１７１８ＪＰＦ９

FSA41773FPH9.DXF

埋込穴１２０×１２５５　埋込高Ｈ＝１４２
遮光角　横方向４５度／縦方向１５度
ルーバ：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）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ＰＦ９：初期照度補正機能付
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面ルーバ

パナソニック　ＦＳＡ４１７７３ＦＰＨ９

FSA41872FPH9.DXF

カバー：アクリル（透明／オフホワイト／乳白）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
壁付型

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ベッドライト

パナソニック　ＦＳＡ４１８７２ＦＰＨ９

FSA42041JPH9.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）

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）

電磁波低減型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４２０４１ＪＰＨ９

FSA42574FPH9.DXF

遮光角　横方向４５度
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電磁波低減型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面開放

パナソニック　ＦＳＡ４２５７４ＦＰＨ９

FSA42588FPF9.DXF

反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

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）

初期照度補正機能付

電圧１００～２４２Ｖ

ＦＨＦ３２Ｗ×２　黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４２５８８ＦＰＦ９

FSA42591APF9.DXF

遮光角　横方向２４度

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）

初期照度補正機能付

電圧１００～２４２Ｖ

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面開放（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４２５９１ＡＰＦ９

FSA42596APF9.DXF

遮光角　横方向２４度／縦方向２４度

ルーバ：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）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

初期照度補正機能付

電圧１００～２４２Ｖ

チェーン吊・パイプ吊

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面ルーバ（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４２５９６ＡＰＦ９

FSA42718FPF9.DXF

埋込穴３００×１２３５　埋込高Ｈ＝１６０

反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

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）

初期照度補正機能付

電圧１００～２４２Ｖ

ＦＨＦ３２Ｗ×２　黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ４２７１８ＦＰＦ９

FSA42775FPH9.DXF

埋込穴１６０×１２２９　埋込高Ｈ＝１２６
遮光角　横方向４５度／縦方向１５度
ルーバ：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）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電磁波低減型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面ルーバ

パナソニック　ＦＳＡ４２７７５ＦＰＨ９

FSA42880PD1.DXF

Ｗ＝１２５０　Ｈ＝１５０　出しろ１５０

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

パネル：アクリル（上面透明・前、下面乳白）

シリンダー：ポリカーボネート（オレンジ）

本体：アルミ（シルバーメタリック）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＦＳＡ４２８８０ＰＤ１

FSA61260SWF2.DXF

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
エコ電線採用
ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　給電部品ユニット（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６１２６０ＳＷＦ２

FSA61263SWF9.DXF

上方光束あり

エコ電線採用

反射笠：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

電圧１００～２４２Ｖ
ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　工場向けラクリーン笠付型　（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６１２６３ＳＷＦ９

FSA61518SWF9.DXF

直付型・吊り下げ可能（吊具別売）
反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

電圧１００～２４２Ｖ
ランプ寿命：２００００時間
初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６１５１８ＳＷＦ９

FSA61551SWF9.DXF

反射板：鋼板（反射面アルミ鏡面仕上）

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

エコ電線採用

電圧１００～２４２Ｖ

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　ウォールウォッシャー（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６１５５１ＳＷＦ９

FSA61718SWF9.DXF

埋込穴２２０×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０

反射板：アルミ（鏡面つや消し仕上）

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）

ＷＦ９：初期照度補正機能付

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　Ｗエコ黒板灯（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６１７１８ＳＷＦ９



FSA62260SWF2.DXF

エコ電線採用
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
ランプ寿命：２００００時間
初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　給電部品ユニット（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６２２６０ＳＷＦ２

FSA62263SWF2.DXF

上方光束あり

エコ電線採用

反射笠：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　工場向けラクリーン笠付型　（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６２２６３ＳＷＦ２

FSA62591SWF1.DXF

エコ電線採用
ＷＸ２：直付型、ＳＷＦ：パイプ吊

ＳＷＦ１・ＳＷＦ２：直付吊り下げ兼用型

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）

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　直付スクールコンフォート（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６２５９１ＳＷＦ１

FSA63260SWF2.DXF

エコ電線採用
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
ランプ寿命：２００００時間
初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×３　Ｗエコ　給電部品ユニット（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６３２６０ＳＷＦ２

FSA63263SWF2.DXF

上方光束あり

エコ電線採用

反射笠：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×３　Ｗエコ　工場向けラクリーン笠付型　（環境配慮型）

パナソニック　ＦＳＡ６３２６３ＳＷＦ２

FSAE40700PD2.DXF

埋込穴□１２５０　埋込高Ｈ＝２４０
パネル：アクリル（乳白）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
ＰＤ２：５～１００％連続調光型

サーカディアンライティング

ＦＨＦ３２Ｗ×１２　埋込下面パネル

パナソニック　ＦＳＡＥ４０７００ＰＤ２

FSAE40710PD2.DXF

埋込穴□１２５０　埋込高Ｈ＝２４０
パネル：アクリル（乳白）
反射板：鋼板（ホワイト）
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）
ＰＤ２：５～１００％連続調光型

サーカディアンライティング

ＦＨＦ３２Ｗ×１０　埋込下面パネル

パナソニック　ＦＳＡＥ４０７１０ＰＤ２

FW01982GL.DXF

Ｗ＝２７２　Ｈ＝１６７　出しろ５８
壁直付型
カバー：鋼板(クールホワイト・抗菌はつ油塗装)

反射板：アルミ(鏡面仕上)
防湿型
間接照射方式

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＷ０１９８２ＧＬ

FW01986GL.DXF

カバー：鋼板(クールホワイト・抗菌はつ油塗装)
反射板：アルミ(鏡面仕上)

チェーン吊型
防湿型
間接照射方式

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＷ０１９８６ＧＬ

FW01989GL.DXF

カバー：鋼板(クールホワイト・抗菌はつ油塗装)
反射板：アルミ(鏡面仕上)

パイプ吊型
防湿型
間接照射方式

ＧＬ６Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＦＷ０１９８９ＧＬ

JF11241GL.DXF

ランプカバー：透明硬質ガラス
灯具部保護グレード：ＩＰ６７
安定器内蔵型

防浸・耐塵型

ＦＬ１５Ｗ×１　タスクライト

パナソニック　ＪＦ１１２４１ＧＬ

JF11291GL.DXF

ランプカバー：透明アクリルシリンダー
灯具部保護グレード：ＩＰ６７
安定器内蔵型

防浸・耐塵型

ＦＬ１５Ｗ×１　タスクライト

パナソニック　ＪＦ１１２９１ＧＬ

JF11950GL.DXF

直付型
ファン循環タイプ

カバー：ステンレス
本体：亜鉛鋼板

ＧＬ１５Ｗ×１　殺菌灯

パナソニック　ＪＦ１１９５０ＧＬ

JF21241GL.DXF

ランプカバー：透明硬質ガラス
灯具部保護グレード：ＩＰ６７
安定器内蔵型

防浸・耐塵型

ＦＬ２０Ｗ×１　タスクライト

パナソニック　ＪＦ２１２４１ＧＬ

JF21291GL.DXF

ランプカバー：透明アクリルシリンダー
灯具部保護グレード：ＩＰ６７
安定器内蔵型

防浸・耐塵型

ＦＬ２０Ｗ×１　タスクライト

パナソニック　ＪＦ２１２９１ＧＬ

JF91627.DXF

枠：ステンレス（クリア塗装）、　パネル：ガラス（透明）
クラス：１０００～１０００００対応、　埋込穴\U+03A6１７５　埋込高Ｈ＝１５２

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

クリーンルーム用、　ニッケル水素蓄電池使用
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

ＪＥ３．６Ｖ１３Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＪＦ９１６２７

JF93627.DXF

枠：ステンレス（クリア塗装）、パネル：ガラス（透明）
クラス：１０００～１０００００対応、　埋込穴\U+03A6１７５　埋込高Ｈ＝１５２

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

クリーンルーム用、　ニッケル水素蓄電池使用
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：芳香族ポリエステル樹脂

ＪＥ８．４Ｖ３０Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＪＦ９３６２７

JF93628.DXF

枠：ステンレス（クリア塗装）、パネル：ガラス（透明）
クラス：１０００～１０００００対応、埋込穴\U+03A6１７５　埋込高Ｈ＝１５２、

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

クリーンルーム用、高天井用、ニッケル水素蓄電池
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：芳香族ポリエステル樹脂

ＪＥ８．４Ｖ３０Ｗ×１　非常灯

パナソニック　ＪＦ９３６２８

JSF41808APH9.DXF

パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：アルミ（高反射白色粉体塗装）
クラス：０～１００対応
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
クリーンルーム用

ＦＨＦ３２Ｗ×１　直付下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４１８０８ＡＰＨ９

JSF41809APH9.DXF

パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：アルミ（高反射白色粉体塗装）
クラス：０～１００対応
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
クリーンルーム用

ＦＨＦ３２Ｗ×１　直付下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４１８０９ＡＰＨ９

JSF41830PH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００００対応

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）

クリーンルーム用

ＦＨＦ３２Ｗ×１　富士型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４１８３０ＰＨ９

JSF42520PH9.DXF

カバー：ステンレス（クリア）
パネル：飛散防止膜付倍強度ガラス（透明）

反射板：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防湿・防噴流型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２５２０ＰＨ９

JSF42576LPH9.DXF

パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）
反射板：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
ＨＡＣＣＰ対応型
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
防湿型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２５７６ＬＰＨ９

JSF42620PH9.DXF

埋込穴２２０×１２５５　埋込高Ｈ＝９１
パネル：飛散防止膜付倍強度ガラス（透明）

反射板：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
枠：ステンレス
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防湿・防噴流型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２６２０ＰＨ９

JSF42672PH9.DXF

パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）

反射板：亜鉛鉄板（高反射白色粉体塗装）

ＨＡＣＣＰ対応型

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）

防湿型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４２６７２ＰＨ９



JSF42830PH9.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００００対応

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）

クリーンルーム用

ＦＨＦ３２Ｗ×２　富士型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４２８３０ＰＨ９

JSF42848APH9.DXF

パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：アルミ（高反射白色粉体塗装）
クラス：１０００～１０００００対応
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
クリーンルーム用

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２８４８ＡＰＨ９

JSF42850VPH9.DXF

パネル：倍強度ガラス（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００～１０００００対応

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）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

クリーンルーム用

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４２８５０ＶＰＨ９

JSF42851VPH9.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高Ｈ＝１００

パネル：倍強度ガラス（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００～１０００００対応

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）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４２８５１ＶＰＨ９

JSF42852VPH9.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高Ｈ＝１００

パネル：倍強度ガラス（乳白）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００～１０００００対応

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）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４２８５２ＶＰＨ９

JSF42853VPH9.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高Ｈ＝１００

パネル：倍強度ガラス（乳白）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００～１０００００対応

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）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ４２８５３ＶＰＨ９

JSF42872PH9.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高Ｈ＝１００
パネル：倍強度ガラス（乳白）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
クラス：１０００～１０００００対応
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
電磁波低減型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２８７２ＰＨ９

JSF42880PH9.DXF

クラス１００～１００，０００におすすめ

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

バイオロジカルクリーンルーム向け

パネル：倍強度ガラス（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：ステンレス

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２８８０ＰＨ９

JSF42980PH9.DXF

バイオロジカルクリーンルーム向け・クラス１００～１００，０００におすすめ

埋込穴２２０×１２５５　埋込高Ｈ＝８９

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）
パネル：倍強度ガラス（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：ステンレス
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル

パナソニック　ＪＳＦ４２９８０ＰＨ９

JSF61800SWF9.DXF

クラス：０～１００対応
エコ電線採用

パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

電圧１００～２４２Ｖ

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　クリーンルーム直付細断面（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ６１８００ＳＷＦ９

JSF62840JWF2.DXF

クラス１０００～１００，０００におすすめ
パネル：帯電防止クリーンアクリル（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　クリーンルーム直付箱型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ６２８４０ＪＷＦ２

JSF62850SWF2.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高１００

パネル：倍強度ガラス（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００～１０００００対応

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　クリーンルーム埋込型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ６２８５０ＳＷＦ２

JSF62851SWF2.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高１００

パネル：倍強度ガラス（透明）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：ステンレス

クラス：１０００～１０００００対応

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　クリーンルーム埋込型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ６２８５１ＳＷＦ２

JSF62852SWF2.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高１００

パネル：倍強度ガラス（乳白）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

クラス：１０００～１０００００対応

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　クリーンルーム埋込型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ６２８５２ＳＷＦ２

JSF62853SWF2.DXF

埋込穴２２０×１２３０　埋込高１００

パネル：倍強度ガラス（乳白）

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：ステンレス

クラス：１０００～１０００００対応

ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　クリーンルーム埋込型（環境配慮型）

パナソニック　ＪＳＦ６２８５３ＳＷＦ２

LB98501K.DXF

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）、　抗菌・はつ油部分：反射板・枠

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

埋込穴\U+03A6１００　埋込高Ｈ＝１０６

病院用抗菌タイプ

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　ＬＢ９８５０１Ｋ

NNF20903C.DXF

本体：アルミ（シルバーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間

ＬＥＤ６．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＦ２０９０３Ｃ

NNF21903C.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１１０
本体：アルミ（ホワイト）
光束維持率７０％推定４００００時間

ＬＥＤ６．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＦ２１９０３Ｃ

NNF21912C.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０８
反射板：鋼板（ホワイト塗装）

本体：アルミ（ホワイト）
クラス：１０００～１０００００対応
光束維持率７０％推定４００００時間

ＬＥＤ６．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＦ２１９１２Ｃ

NNF23107LE1.DXF

光束維持率70％推定40000時間
プルスイッチ付

アーム：フレキシブルタイプ
カバー：樹脂(クールホワイト)
セード：樹脂(クールホワイト)

白色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　ベッドライト

パナソニック　ＮＮＦ２３１０７ＬＥ１

NNF23108LE1.DXF

光束維持率70％推定40000時間
プルスイッチ付

アーム：フレキシブルタイプ
カバー：樹脂(クールホワイト)

セード：樹脂(クールホワイト)

電球色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　ベッドライト

パナソニック　ＮＮＦ２３１０８ＬＥ１

NNF23112C.DXF

手元スイッチ付（コード長さ約１ｍ）
セード：プラスチック（クールホワイト）

アーム：ダブルアーム（クールホワイト）
光束維持率７０％推定４００００時間
壁付用・フル端子台付
常夜灯機能付
処置用・読書用

ＬＥＤ８．４Ｗ　ベッドライト

パナソニック　ＮＮＦ２３１１２Ｃ

NNF23117C.DXF

セード：プラスチック（クールホワイト）

アーム：ダブルアーム（クールホワイト）
光束維持率７０％推定４００００時間
メディカルユニット用
常夜灯機能付
処置用・読書用

ＬＥＤ８．４Ｗ　ベッドライト

パナソニック　ＮＮＦ２３１１７Ｃ

NNN21691C.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１０９、天井面取付専用

枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

器具光束１．１ｌｍ、消費電力０．３２Ｗ、電圧１００Ｖ

橙色

楕円配光タイプ

ＬＥＤダウンライト（常夜灯）　白熱灯１０形以下器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１６９１Ｃ

NNN21692C.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１０９、天井面取付専用

枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

器具光束０．５ｌｍ、消費電力０．２６Ｗ、電圧１００Ｖ

橙色、広角タイプ

スポット配光タイプ

ＬＥＤダウンライト（常夜灯）　白熱灯１０形以下器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１６９２Ｃ



NNN21695C.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１０９、天井面取付専用

枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

器具光束１．７ｌｍ、消費電力０．８３Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、中角タイプ

ＬＥＤダウンライト（常夜灯）　白熱灯１０形以下器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１６９５Ｃ

NNN21696C.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１０９、天井面取付専用

枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

器具光束１．７ｌｍ、消費電力０．８３Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、中角タイプ

個別調光タイプ、個別調光範囲（０～１００％）

ＬＥＤダウンライト（常夜灯）　白熱灯１０形以下器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１６９６Ｃ

ST212K.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝２１４
首振角：３０度
セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

照射方向可変型
強化ガラス付
バッフル付

ＪＤ９０Ｗ　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＳＴ２１２Ｋ

ST3540.DXF

本体〔灯具〕：アルミダイカスト（シルバー）
灯具部保護グレード：ＩＰ６５
１２Ｖ電源用
ガラスカバー付

灯具スイッチなし

Ｊ１２Ｖ５０Ｗ×１　タスクライト

パナソニック　ＳＴ３５４０

XFD328SCAPF9.DXF

ルーバ：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）

ＵＧＲ（空間グレア指標）１９レベル

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ＰＸ９：２５～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

設定レス・明るさセンサ付・連続調光

ＦＨＦ３２Ｗ×２　直付下面ルーバ（環境配慮型）

パナソニック　スクールＸＦＤ３２８ＳＣＡＰＦ９

XFF610NNSWF2.DXF

反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）

エコ電線採用

チェーン吊
ランプ寿命：２００００時間

初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　工場向けファクトリアフリー（環境配慮型）

パナソニック　ファクトリアＸＦＦ６１０ＮＮＳＷＦ２

XFF610NSSWF2.DXF

反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
チェーン吊
直下照度型
ランプ寿命：２００００時間
初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×１　Ｗエコ　タスク照明（環境配慮型）

パナソニック　ファクトリアＸＦＦ６１０ＮＳＳＷＦ２

XFF620NNSWF2.DXF

反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
エコ電線採用
チェーン吊
ランプ寿命：２００００時間
初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×２　Ｗエコ　ベース照明（環境配慮型）

パナソニック　ファクトリアＸＦＦ６２０ＮＮＳＷＦ２

XFF630NNSWF2.DXF

反射笠：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：亜鉛鋼板（クロムレス）
エコ電線採用
チェーン吊
ランプ寿命：２００００時間
初期照度補正機能付

ＦＨＦ６３Ｗ×３　Ｗエコ　ベース照明（環境配慮型）

パナソニック　ファクトリアＸＦＦ６３０ＮＮＳＷＦ２
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