
NNY20230.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・対称配光
通路用

パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３０

NNY20231.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・対称配光
通路用

パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３１

NNY20232.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・非対称配光

パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３２

NNY20233.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・非対称配光

パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３３

NNY20235.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光形配光

パネル：アクリル（クリア）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３５

NNY20236.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光形配光

パネル：アクリル（クリア）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３６

NNY20400.DXF

光束維持率70％推定40000時間
自動点滅器なし
グローブ：アクリル
本体：アルミダイカスト(シルバーメタリック)
白色ＬＥＤ（１２個）

ＬＥＤ１３．８Ｗ　防犯灯

パナソニック　ＮＮＹ２０４００

NNY20402.DXF

光束維持率70％推定40000時間
自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル
本体：アルミダイカスト(シルバーメタリック)
白色ＬＥＤ（１２個）

ＬＥＤ１３．８Ｗ　防犯灯

パナソニック　ＮＮＹ２０４０２

NNY20405.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付

自動点滅器なし

前面パネル：アクリル（透明）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

アカルミナホワイト色、薄明視環境配慮型、消費電力２４．９Ｗ

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４０５

NNY20407.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付

自動点滅器内蔵

前面パネル：アクリル（透明）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

アカルミナホワイト色、薄明視環境配慮型、消費電力２４．９Ｗ

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４０７

NNY20410.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間
グローブ：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＬＥＤ２９Ｗ　防犯灯

パナソニック　ＮＮＹ２０４１０

NNY20412.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間
自動点滅器内蔵

グローブ：アクリル
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
防雨型

ＬＥＤ２９Ｗ　防犯灯

パナソニック　ＮＮＹ２０４１２

NNY20420.DXF

落下防止ワイヤー付
光束維持率７０％推定６００００時間

パネル：アクリル（拡散材入り）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色タイプ５０００Ｋ相当

ＬＥＤ　防犯灯

パナソニック　ＮＮＹ２０４２０

NNY20425.DXF

落下防止ワイヤー付

光束維持率７０％推定６００００時間
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
昼白色タイプ５０００Ｋ相当

ＬＥＤ　防犯灯

パナソニック　ＮＮＹ２０４２５

NNY20430.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付

自動点滅器なし

前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）

アカルミナホワイト色、薄明視環境配慮型、消費電力８．４Ｗ

ＬＥＤ防犯灯　ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４３０

NNY20432.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付

自動点滅器内蔵

前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）

アカルミナホワイト色、薄明視環境配慮型、消費電力８．４Ｗ

ＬＥＤ防犯灯　ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４３２

NNY20435.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付

自動点滅器なし

前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

アカルミナホワイト色、薄明視環境配慮型、消費電力１６．５Ｗ

ＬＥＤ防犯灯　ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４３５

NNY20437.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付

自動点滅器内蔵

前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

アカルミナホワイト色、薄明視環境配慮型、消費電力１６．５Ｗ

ＬＥＤ防犯灯　ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４３７

NNY21801.DXF

拡散シート入り
前面パネル：強化ガラス（滑止め加工）

本体：ステンレス
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１８個）

防雨型

ＬＥＤ２Ｗ　ＬＥＤ歩道境界表示灯

パナソニック　ＮＮＹ２１８０１

NNY27320K.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
アームタイプ
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色（４個）、防雨型、ボルトフリー

ＬＥＤ１５５Ｗ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７３２０Ｋ

XY2030.DXF

落下防止ワイヤー付
光束維持率７０％推定６００００時間

パネル：アクリル（拡散材入り）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色タイプ５０００Ｋ相当

ＬＥＤ　防犯灯

パナソニック　防犯灯ＸＹ２０３０

XY3230.DXF

落下防止ワイヤー付

光束維持率７０％推定６００００時間
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
昼白色タイプ５０００Ｋ相当

ＬＥＤ　防犯灯

パナソニック　防犯灯ＸＹ３２３０

XY5510K.DXF

インバータ内蔵

グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５１０Ｋ

XY5511Z.DXF

自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５１１Ｚ

XY5513U.DXF

自動点滅器なし
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、ボルトフリー

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５１３Ｕ



XY5514U.DXF

自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５１４Ｕ

XY5520K.DXF

インバータ内蔵
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
低誘虫仕様
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５２０Ｋ

XY5521Z.DXF

自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、低誘虫ＵＶカット仕様

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５２１Ｚ

XY5523U.DXF

自動点滅器なし
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

防雨型、ボルトフリー、低誘虫ＵＶカット仕様

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５２３Ｕ

XY5524U.DXF

自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、低誘虫ＵＶカット仕様

無電極ランプ３０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５２４Ｕ

XY5560.DXF

インバータ内蔵
グローブ：アクリル（透明）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型
電球色

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５６０

XY5561Z.DXF

自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５６１Ｚ

XY5570.DXF

インバータ内蔵
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

低誘虫仕様
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型
電球色

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５７０

XY5571Z.DXF

自動点滅器内蔵
グローブ：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、低誘虫ＵＶカット仕様

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５５７１Ｚ

XY5887.DXF

落下防止ワイヤー付

パネル：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

無電極ランプ１４０Ｗ×１　街路灯

パナソニック　エバーライトＸＹ５８８７

YA34204.DXF

アーム挿入長さ１０２ｍｍ
上方光束比５％以下
グローブ：硬質ガラス
反射板：アルミ真空蒸着

本体：アルミダイカスト（グレー）
セミカットオフ

ＨＩＤ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡ３４２０４

YA34234.DXF

アーム挿入長さ１２０ｍｍ

上方光束比５％以下
グローブ：硬質ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミダイカスト（銀色）

セミカットオフ

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡ３４２３４

YAX32300.DXF

下面パネル：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
重耐塩型

歩道用　１～３車線タイプ

ＨＩＤ１００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２３００Ｋ

YAX32310.DXF

下面パネル：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミ（コーヒーブラウン）

重耐塩型
歩道用　１～３車線タイプ

ＨＩＤ１００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２３１０Ｋ

YAX32583.DXF

反射鏡：アルミ
グローブ：ポリカーボネート
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ１００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２５８３

YAX32586.DXF

アームタイプ
反射鏡：アルミ
グローブ：ポリカーボネート
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ１００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２５８６

YAX325XI.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）
ＫＨＭ－１

ＨＩＤ１００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２５３３ＨＫ

YAX325XJ.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）

ＭＴ７０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２５３４ＨＫ

YAX325XK.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）
ＫＨＭ－１

ＨＩＤ１００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２５３６ＨＫ

YAX325XL.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）

ＭＴ７０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３２５３７ＨＫ

YAX34301.DXF

下面パネル：強化ガラス
反射板：アルミ

本体：ステンレス（コーヒーブラウン）
セミカットオフ
重耐塩型
車道用　１～３車線タイプ

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４３０１Ｋ

YAX34311.DXF

下面パネル：強化ガラス
反射板：アルミ
本体：アルミ（コーヒーブラウン）
セミカットオフ

重耐塩型
車道用　１～３車線タイプ

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４３１１Ｋ

YAX34603.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６０３

YAX34606.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６０６

YAX34613.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６１３



YAX34616.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）
防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６１６

YAX34623.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（グレイ・マンセルＮ７）
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６２３

YAX34626.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（グレイ・マンセルＮ７）
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６２６

YAX34653.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（グレイ・マンセルＮ７）
防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６５３

YAX34656.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（グレイ・マンセルＮ７）
防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６５６

YAX34663.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６６３

YAX34666.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６６６

YAX34673.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）
防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６７３

YAX34676.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）
防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６７６

YAX34683.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）
防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６８３

YAX34686.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６８６

YAX34693.DXF

セミカットオフ
配光３段階可変（現地調整可）
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６９３

YAX34695.DXF

セミカットオフ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６９５

YAX34696.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
配光３段階可変（現地調整可）
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＮＨＴ１１０～２２０Ｗ　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６９６

YAX34698.DXF

セミカットオフ
アームタイプ
反射鏡：アルミ
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレイ半つや）

防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６９８

YAX346XA.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
カットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－３
光害対策仕様　上方光束比０％

ＨＦ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３３Ａ

YAX346XB.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（グレー）
カットオフ　３段階配光可変機能

ＫＳＨ－３
光害対策仕様　上方光束比０％

ＨＦ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３３Ｈ

YAX346XC.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
カットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－３
光害対策仕様　上方光束比０％

ＨＦ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３３Ｓ

YAX346XD.DXF

下面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
明るさ感／視線誘導型　３段階配光可変機能
光害対策仕様　上方光束比５％以下

ＨＦ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３５Ｓ

YAX346XE.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
カットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－３
光害対策仕様　上方光束比０％

ＨＦ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３６Ａ

YAX346XF.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（グレー）
カットオフ　３段階配光可変機能

ＫＳＨ－３
光害対策仕様　上方光束比０％

ＨＦ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３６Ｈ

YAX346XG.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
カットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－３
光害対策仕様　上方光束比０％

ＨＦ２００～２５０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３６Ｓ

YAX346XH.DXF

下面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
明るさ感／視線誘導型　３段階配光可変機能
光害対策仕様　上方光束比５％以下

ＨＦ２００～４００Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６３８Ｓ

YAX346XI.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
セミカットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－２

光害対策仕様　上方光束比０％

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４３Ａ

YAX346XJ.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（グレー）

セミカットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－２
光害対策仕様　上方光束比０％

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４３Ｈ



YAX346XK.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

セミカットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－２
光害対策仕様　上方光束比０％

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４３Ｓ

YAX346XL.DXF

下面パネル：硬質ガラス

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
明るさ感／視線誘導型　３段階配光可変機能
光害対策仕様　上方光束比５％以下

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４５Ｓ

YAX346XM.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
セミカットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－２

光害対策仕様　上方光束比０％

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４６Ａ

YAX346XN.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（グレー）
セミカットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－２
光害対策仕様　上方光束比０％

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４６Ｈ

YAX346XO.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

セミカットオフ　３段階配光可変機能
ＫＳＨ－２
光害対策仕様　上方光束比０％

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４６Ｓ

YAX346XP.DXF

下面パネル：硬質ガラス

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
明るさ感／視線誘導型　３段階配光可変機能
光害対策仕様　上方光束比５％以下

ＮＨＴ１１０・２２０Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＡＸ３４６４８Ｓ

YAX35711.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＮＨＴ１１０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＡＸ３５７１１

YAX35712.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＮＨＴ１８０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＡＸ３５７１２

YAX35713.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＮＨＴ２２０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＡＸ３５７１３

YAX35714.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＮＨＴ２７０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＡＸ３５７１４

YAX35715.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＮＨＴ３６０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＡＸ３５７１５

YB56244.DXF

グローブ：ガラス（プリズム）

折版Ｓ－６０取付用

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　高天井用器具

パナソニック　ＹＢ５６２４４

YB56280.DXF

パネル：強化ガラス（クリア）

本体：鋼板（コーヒーブラウン）

ＨＩＤ１１０～４００Ｗ×１　サービスステーション用

パナソニック　ＹＢ５６２８０

YB5628XB.DXF

遮光板：アルミ
パネル：強化ガラス（クリア）

本体：鋼板（コーヒーブラウン）

ＨＩＤ１１０～４００Ｗ×１　サービスステーション用

パナソニック　ＹＢ５６２８０＋ＹＫ３０３０２

YB56290K.DXF

パネル：強化ガラス（クリア）

本体：鋼板（クールホワイト）

ＨＩＤ１１０～４００Ｗ×１　サービスステーション用

パナソニック　ＹＢ５６２９０Ｋ

YB76230Z.DXF

直下配光
埋込穴□４５０　埋込高Ｈ＝１８１
平天井用埋込型

下面パネル：飛散防止膜付強化ガラス
反射板：アルミ
本体：鋼板（クールホワイト）

ＨＩＤ４００Ｗ×１　サービスステーション用

パナソニック　ＹＢ７６２３０Ｚ

YB76232Z.DXF

両側配光
埋込穴□４５０　埋込高Ｈ＝１８１
平天井用埋込型

下面パネル：飛散防止膜付強化ガラス
反射板：アルミ
本体：鋼板（クールホワイト）

ＨＩＤ４００Ｗ×１　サービスステーション用

パナソニック　ＹＢ７６２３２Ｚ

YD515K.DXF

ＹＤ５１５Ｋ

YD516K.DXF

ＹＤ５１６Ｋ

YEV33030.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）

寿命６００００時間
白色
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＥＶ３３０３０

YEV33031K.DXF

自動点滅器内蔵

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
防雨型

無電極ランプ５０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＥＶ３３０３１Ｋ

YEV33070.DXF

取付脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
反射鏡：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）
寿命６００００時間

防噴流型

無電極ランプ５０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＥＶ３３０７０

YEV33075.DXF

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
取付脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
反射鏡：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）
寿命６００００時間

防噴流形

無電極ランプ５０Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＥＶ３３０７５

YEV33076.DXF

取付脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
反射鏡：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）
寿命６００００時間

防噴流形

無電極ランプ５０Ｗ×２　トンネル灯

パナソニック　ＹＥＶ３３０７６

YF21418M.DXF

上方光束比１５％以下
接地用端子付

カバー：アクリル（透明）
本体：ステンレス（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２１４１８Ｍ



YF21419M.DXF

自動点滅器内蔵

上方光束比１５％以下
接地用端子付
カバー：アクリル（透明）
本体：ステンレス（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２１４１９Ｍ

YF21538.DXF

接地用端子付
壁面取付用
カバー：アクリル（透明）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２１５３８

YF21539.DXF

自動点滅器内蔵

接地用端子付
壁面取付用
カバー：アクリル（透明）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２１５３９

YF22408M.DXF

上方光束比１５％以下
接地用端子付

壁面取付用
カバー：アクリル（透明）

本体：鋼板（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２２４０８Ｍ

YF22409M.DXF

上方光束比１５％以下
接地用端子付

壁面取付用
カバー：アクリル（透明）

本体：鋼板（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２２４０９Ｍ

YF22418M.DXF

上方光束比１５％以下

接地用端子付
壁面取付用
カバー：アクリル（透明）
本体：ステンレス（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２２４１８Ｍ

YF22419M.DXF

自動点滅器内蔵
上方光束比１５％以下

接地用端子付
壁面取付用
カバー：アクリル（透明）
本体：ステンレス（クールホワイト）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×２　防犯灯

パナソニック　ＹＦ２２４１９Ｍ

YF31300Z.DXF

自動点滅器なし
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、ボルトフリー

ＦＨＴ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３１３００Ｚ

YF31301Z.DXF

自動点滅器内蔵
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

ＦＨＴ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３１３０１Ｚ

YF31350.DXF

インバータ内蔵

接地用端子付
カバー：アクリル（透明）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３１３５０

YF31351.DXF

自動点滅器内蔵
接地用端子付

カバー：アクリル（透明）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
防雨型

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３１３５１

YF33032.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３３０３２

YF33033.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
自動点滅器内蔵

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３３０３３

YF33034.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３３０３４

YF33035.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
自動点滅器内蔵

ＦＨＴ５７Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３３０３５

YF33036.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３３０３６

YF33037.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ブラウン）
自動点滅器内蔵

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ３３０３７

YF41300Z.DXF

自動点滅器なし
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、ボルトフリー

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３００Ｚ

YF41301Z.DXF

自動点滅器内蔵
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３０１Ｚ

YF41310Z.DXF

自動点滅器なし
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、ボルトフリー、ワットフリー

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３１０Ｚ

YF41311Z.DXF

自動点滅器内蔵
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、ワットフリー

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３１１Ｚ

YF41330M.DXF

インバータ内蔵
接地用端子付
カバー：アクリル（透明プリズム）

本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＰ４５Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３３０Ｍ

YF41331M.DXF

自動点滅器内蔵
接地用端子付

カバー：アクリル（透明プリズム）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
防雨型

ＦＨＰ４５Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３３１Ｍ

YF41350Z.DXF

自動点滅器なし
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型、ボルトフリー

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３５０Ｚ

YF41351Z.DXF

自動点滅器内蔵
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１３５１Ｚ



YF41600.DXF

カバー：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ４１６００

YF51300M.DXF

上方光束比１５％以下
インバータ内蔵
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＴ５７Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ５１３００Ｍ

YF51301M.DXF

自動点滅器内蔵
上方光束比１５％以下
インバータ内蔵
カバー：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防雨型

ＦＨＴ５７Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦ５１３０１Ｍ

YFG21548.DXF

接地用端子付
カバー：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
低誘虫仕様

防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ２１５４８

YFG21549.DXF

自動点滅器内蔵
接地用端子付
カバー：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
低誘虫仕様

防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ２１５４９

YFG31360.DXF

接地用端子付
カバー：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
低誘虫仕様
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

防雨型

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ３１３６０

YFG31361.DXF

自動点滅器内蔵
接地用端子付
カバー：アクリル（透明・低誘虫仕様）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
低誘虫仕様

防雨型

ＦＨＰ３２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ３１３６１

YFG41345.DXF

インバータ内蔵
接地用端子付
カバー：アクリル（透明プリズム）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
熱線センサ付
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ４１３４５

YFG41346.DXF

自動点滅器内蔵
インバータ内蔵
接地用端子付

カバー：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
熱線センサ付
防雨型

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ４１３４６

YFG41412Z.DXF

自動点滅器なし

カバー：アクリル（透明・低誘虫仕様）

本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

防雨型、ボルトフリー、ワットフリー、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ４１４１２Ｚ

YFG41605.DXF

インバータ内蔵
接地用端子付
カバー：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

熱線センサ付
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＴ４２Ｗ×１　防犯灯

パナソニック　ＹＦＧ４１６０５

YFX41520.DXF

取付脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
反射鏡：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＦＨＰ４５Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＦＸ４１５２０

YFX41529.DXF

取付脚：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
反射鏡：アルミ
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＦＨＰ４５Ｗ×１　トンネル灯

パナソニック　ＹＦＸ４１５２９

YFX415XG.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＦＸ４１５３３ＨＺ

YFX415XH.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＦＸ４１５３６ＨＺ

YFX42505.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　トンネル灯

パナソニック　ＹＦＸ４２５０５

YFX42509.DXF

取付脚：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

反射鏡：アルミ

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス鋼板ＳＵＳ３０４（アクリル塗装）

防噴流型

ＦＨＦ３２Ｗ×２　トンネル灯

パナソニック　ＹＦＸ４２５０９

YFX515XG.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＦＸ５１５３３ＨＺ

YFX515XH.DXF

反射板：アルミダイカスト（増反射膜処理）
本体：アルミダイカスト（グレー）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×１　道路灯

パナソニック　ＹＦＸ５１５３６ＨＺ
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