
EDL10001K.DXF

Ｗ＝２７０　Ｈ＝２８０　Ｄ＝１４０
出力：ＤＣ３０Ｖ　２系統
入力信号：ＤＭＸ５１２（アドレス設定スイッチ付）
デジタルタイプ・屋内用

ＲＧＢＰＲＯ．パワーユニット

パナソニック　ＥＤＬ１０００１Ｋ

EDL10002K.DXF

Ｗ＝３８０　Ｈ＝３７０　Ｄ＝１４０
出力：ＤＣ３０Ｖ　３色×１２系統
入力信号：ＤＭＸ５１２（アドレス設定スイッチ付）
パラレル３０タイプ・屋内用

ＲＧＢＰＲＯ．パワーユニット

パナソニック　ＥＤＬ１０００２Ｋ

EDL10008.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１８０　Ｐ（出しろ）６５

出力信号：ＤＭＸ５１２×２系統（器具３４０台）

入力信号：専用イーサネット信号（１００ＢＡＳＥ－Ｔ）

ＲＧＢＰＲＯ．信号変換ボックス

パナソニック　ＥＤＬ１０００８

EDL10011.DXF

出力信号：ＤＭＸ５１２信号

制御機器台数：１７０台

記憶再生パターン数：８パターン

ＲＧＢＰＲＯ．－ＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒＭ　演出パターン選択器

パナソニック　ＥＤＬ１００１１

EDL10012.DXF

出力信号：ＤＭＸ５１２信号

制御機器台数：１７０台

外部接点によりプログラムを再生（同時に４プログラムまで再生可能）

記憶再生プログラム数：８プログラム　専用ソフトにて設定

ＲＧＢＰＲＯ．－Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｄ演出プログラム自動再生器

パナソニック　ＥＤＬ１００１２

EDL10016.DXF

Ｗ＝５００　Ｈ＝５００　Ｐ（出しろ）２００
出力信号：専用イーサネット信号（１００ＢＡＳＥ－Ｔ）

制御器具台数：１００００台

外部接点による再生：１６接点（同時再生最大数：ショー１＋アニメ８）

記憶再生パターン数：ショー最大６４　アニメ最大９９

壁付型

ＲＧＢＰＲＯ．－Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｘ　演出ショーコントローラ

パナソニック　ＥＤＬ１００１６

NC62020B.DXF

前面：強化ガラス
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

狭角タイプ
防雨型

Ｍ２５０Ｗ×１　エクステリア照明

パナソニック　ＮＣ６２０２０ＢＫ

NC62021B.DXF

前面：強化ガラス
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

狭角タイプ
防雨型

Ｍ２５０Ｗ×１　エクステリア照明

パナソニック　ＮＣ６２０２１ＢＫ

NC62030B.DXF

前面：強化ガラス
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

中角タイプ
防雨型

Ｍ２５０Ｗ×１　エクステリア照明

パナソニック　ＮＣ６２０３０ＢＫ

NC62031B.DXF

前面：強化ガラス
反射鏡：アルミ（鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

中角タイプ
防雨型

Ｍ２５０Ｗ×１　エクステリア照明

パナソニック　ＮＣ６２０３１ＢＫ

NND26011.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）
光束維持率５０％推定１５０００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（３０個）３．３Ｗ

ＲＧＢＰＲＯ．－ｌｉｎｅ・ｓｌｉｍ・屋内用

パナソニック　ＮＮＤ２６０１１

NND26041.DXF

本体：ステンレス鋼板（オフブラック）
光束維持率５０％推定１５０００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（３０個）３．３Ｗ

防雨型

ＲＧＢＰＲＯ．－ｌｉｎｅ・ｓｌｉｍ・屋外用

パナソニック　ＮＮＤ２６０４１

NND26150.DXF

水深１ｍまで設置可能

枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
前面パネル：硬質ガラス

本体：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束半減時間：約５０００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（２１６個）１９Ｗ

ＲＧＢＰＲＯ．－ｄｏｍｅ・水中用

パナソニック　ＮＮＤ２６１５０

NND264XA.DXF

前面パネル：強化ガラス（フロスト）
本体：ステンレス

光束半減時間：約４００００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（１８個）２．４Ｗ

ＲＧＢＰＲＯ．－ｂｕｒｉｅｄ・屋内用

パナソニック　ＮＮＤ２６４１１＋ＮＮＤ２６８４１

NNY24005C.DXF

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（３個）

中角タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＹ２４００５Ｃ

NNY24006C.DXF

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（３個）

中角タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＹ２４００６Ｃ

NNY24032C.DXF

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（３個）

中角タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＹ２４０３２Ｃ

NNY24033C.DXF

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（３個）

中角タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＹ２４０３３Ｃ

NNY24037C.DXF

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（３個）

中角タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＹ２４０３７Ｃ

NNY24038C.DXF

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（３個）

中角タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＹ２４０３８Ｃ

NQ79315K.DXF

出力：ＤＣ３０Ｖ　１系統

入力信号：ＤＭＸ５１２

電源ボックス

パナソニック　ＮＱ７９３１５Ｋ

YA52590BK.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付

Ｕキャップ付、バイス付
フード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
ランプ別売、防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９０ＢＫ

YA52592B.DXF

セード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９２Ｂ

YA52592W.DXF

セード：アルミ（オフホワイトつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９２Ｗ

YA52594B.DXF

セード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９４Ｂ



YA52594W.DXF

セード：アルミ（オフホワイトつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９４Ｗ

YA52596B.DXF

アーム長Ｌ＝７９９
セード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９６Ｂ

YA52596W.DXF

アーム長Ｌ＝７９９
セード：アルミ（オフホワイトつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９６Ｗ

YA52820.DXF

前面：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

狭角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８２０

YA52821.DXF

前面：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

狭角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８２１

YA52825.DXF

前面：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）

狭角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８２５

YA52830.DXF

前面：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

広角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８３０

YA52831.DXF

前面：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

広角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８３１

YA52832.DXF

アーム長Ｌ＝７８０
前面：硬質ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

広角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８３２

YA52835.DXF

前面：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）

広角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８３５

YA52837.DXF

アーム長Ｌ＝７８０
前面：硬質ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（オフホワイト）

広角タイプ
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２８３７

YA52875.DXF

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ７０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８７５Ｋ

YA52876.DXF

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ７０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８７６Ｋ

YA52881.DXF

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ１５０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８８１Ｋ

YA52882.DXF

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ１５０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８８２Ｋ

YA52885.DXF

アーム長Ｌ＝１２０１

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ７０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８８５Ｋ

YA52886.DXF

アーム長Ｌ＝１２０１

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ７０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８８６Ｋ

YA52898.DXF

アーム長Ｌ＝１２０１

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ１５０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８９８Ｋ

YA52899.DXF

アーム長Ｌ＝１２０１

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
広角タイプ
防雨型

ＣＤＭ－ＴＤ１５０Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２８９９Ｋ

YA53827K.DXF

落下防止ワイヤー付、中角タイプ
リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）

前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５３８２７Ｋ

YA53829K.DXF

落下防止ワイヤー付、中角タイプ

リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５３８２９Ｋ

YA53847K.DXF

落下防止ワイヤー付、広角タイプ
リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）

前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５３８４７Ｋ

YA53849K.DXF

落下防止ワイヤー付、広角タイプ

リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５３８４９Ｋ

YA54701.DXF

前面：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（オフブラウン）
狭角タイプ
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４７０１

YA54702.DXF

前面：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（オフブラウン）
中角・広角タイプ
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４７０２



YA54739.DXF

前面：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（オフブラウン）

横長タイプ
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４７３９

YA55827K.DXF

落下防止ワイヤー付、中角タイプ

リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ２５０～５００Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５５８２７Ｋ

YA55829K.DXF

落下防止ワイヤー付、中角タイプ

リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型

ＪＤ２５０～５００Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５５８２９Ｋ

YA55847K.DXF

落下防止ワイヤー付、広角タイプ

リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ２５０～５００Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５５８４７Ｋ

YA55849K.DXF

落下防止ワイヤー付、広角タイプ

リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型

ＪＤ２５０～５００Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５５８４９Ｋ

YA55977.DXF

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
広角タイプ
防雨型

Ｊ１５０～３００Ｗ×１　コンパクト投光器

パナソニック　ＹＡ５５９７７Ｋ

YA55978.DXF

前面：耐熱特殊ガラス
反射板：アルミ（化学研磨後アルマイト処理）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
広角タイプ
防雨型

Ｊ１５０～３００Ｗ×１　コンパクト投光器

パナソニック　ＹＡ５５９７８Ｋ

YAX55130KBP9.DXF

アーム：鋼板（溶融亜鉛メッキ・ミディアムグレーメタリック）

反射板：アルミ

前面パネル：強化ガラス

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１５０Ｗ－ＳＰＤ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５５１３０ＫＢＰ９

YAX55140KBP8.DXF

アーム：鋼板（溶融亜鉛メッキ・ミディアムグレーメタリック）

反射板：アルミ

前面パネル：強化ガラス

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）

ＭＴ１５０Ｗ－ＳＰＤ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５５１４０ＫＢＰ８
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