
XY6071P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束なし

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０７１Ｐ

XY6072P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束なし

ＨＩＤ１０００Ｗ×２　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０７２Ｐ

XY6073P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束なし

ＨＩＤ１０００Ｗ×２　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０７３Ｐ

XY6074P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束なし

ＨＩＤ１０００Ｗ×４　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０７４Ｐ

XY6091P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束あり

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０９１Ｐ

XY6092P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束あり

ＨＩＤ１０００Ｗ×２　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０９２Ｐ

XY6093P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束あり

ＨＩＤ１０００Ｗ×２　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０９３Ｐ

XY6094P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束あり

ＨＩＤ１０００Ｗ×４　投光器

パナソニック　テニスコートＸＹ６０９４Ｐ

XYL4.DXF

本体：アルミダイカスト

防雨型水銀レフ

パナソニック　水銀レフＸＹＬ－４

XYL5.DXF

本体：アルミダイカスト

防雨型水銀レフ

パナソニック　水銀レフＸＹＬ－５

YA02051.DXF

本体：アルミダイカスト
防雨型

ＩＬ１８０Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ０２０５１

YA05051.DXF

本体：アルミダイカスト
防雨型

ＩＬ４５０Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ０５０５１

YA42294.DXF

セード：アルミ（外面アイボリー）
下面強化ガラス付

ポール取付型
防湿・防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ４２２９４

YA49070P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束なし

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ４９０７０Ｐ

YA49090P.DXF

下面パネル：強化ガラス
本体：ステンレス（シルバーメタリック）

耐塩害仕様
上方光束あり

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ４９０９０Ｐ

YA52294.DXF

セード：アルミ（外面アイボリー）
下面強化ガラス付

壁面取付型
防湿・防雨型

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５２２９４

YA54115.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

補助反射鏡付・フィルター付

耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４１１５

YA54165.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

補助反射鏡付・フィルター付

耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４１６５

YA54170.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・後向角７５度・旋回角１８０度
前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

フィルター付

耐塩害仕様

広角タイプ

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４１７０

YA54174.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・旋回角１８０度

前面パネル：強化ガラス（透明ＵＶカットコーティング）

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ１１０～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４１７４

YA54184.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・旋回角１８０度

前面パネル：強化ガラス（透明ＵＶカットコーティング）

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ１１０～４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４１８４

YA54370.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・後向角７５度・旋回角１８０度
前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

フィルター付

重耐塩害仕様

広角タイプ

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５４３７０

YA55315KH.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理）

安定器内蔵型

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５５３１５ＫＨ

YA55365KH.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理）

安定器内蔵型

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５５３６５ＫＨ

YA56115.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

補助反射鏡付・フィルター付

耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６１１５



YA56165.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

補助反射鏡付・フィルター付

耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６１６５

YA56170.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・後向角７５度・旋回角１８０度
前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

フィルター付

耐塩害仕様

広角タイプ

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６１７０

YA56305K.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

三照射型

ＨＩＤ１５００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６３０５Ｋ

YA56370.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・後向角７５度・旋回角１８０度
前面：強化ガラス

反射鏡：アルミ（内面ガラス質コーティング）

フィルター付

重耐塩害仕様

広角タイプ

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６３７０

YA56374.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・旋回角１８０度

前面パネル：強化ガラス（透明ＵＶカットコーティング）

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ６６０～１５００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６３７４

YA56384.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度・旋回角１８０度

前面パネル：強化ガラス（透明ＵＶカットコーティング）

反射鏡：アルミ（内面アルブライト処理・外面フッ素樹脂塗装）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ６６０～１５００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５６３８４

YA58064P.DXF

照射角度：下向角６０度・上向角９０度
本体：アルミダイカスト

防雨型

ＨＩＤ４００Ｗ×１　リフレクタランプ用投光器

パナソニック　ＹＡ５８０６４Ｐ

YA58066P.DXF

照射角度：下向角４５度・上向角９０度
本体：アルミダイカスト

防雨型

ＨＩＤ１０００Ｗ×１　リフレクタランプ用投光器

パナソニック　ＹＡ５８０６６Ｐ

YA58081Z.DXF

後部反射鏡：アルミ（鏡面電解研磨後アルマイト処理）

前部反射鏡：アルミ（鏡面アルブライト処理）

本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

インターロックスイッチ・前面ガラス保護金網付

補助反射鏡・フィルター付

超狭角形

ＭＱＤ２０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５８０８１Ｚ

YA58082Z.DXF

後部反射鏡：アルミ（つち目アルマイト処理）
前部反射鏡：アルミ（鏡面アルブライト処理）
本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）
インターロックスイッチ・前面ガラス保護金網付
補助反射鏡・フィルター付
狭角形

ＭＱＤ２０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５８０８２Ｚ

YA58083Z.DXF

後部反射鏡：アルミ（鏡面電解研磨後アルマイト処理）

前部反射鏡：アルミ（つち目アルブライト処理）

本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

インターロックスイッチ・前面ガラス保護金網付

補助反射鏡・フィルター付

中角Ｎ形

ＭＱＤ２０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５８０８３Ｚ

YA58084Z.DXF

後部反射鏡：アルミ（つち目後梨地・アルマイト処理）

前部反射鏡：アルミ（つち目アルブライト処理）

本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

インターロックスイッチ・前面ガラス保護金網付

補助反射鏡・フィルター付

中角Ｍ形

ＭＱＤ２０００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡ５８０８４Ｚ

YA58112.DXF

ホルダ部：ホワイト
防雨型

ＨＩＤ１００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８１１２

YA58122.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＨＩＤ１００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８１２２

YA58124.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＨＩＤ４００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８１２４

YA58134.DXF

ホルダ部：ホワイト
防雨型

ＨＩＤ４００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８１３４

YA58202.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＩＬ１５０Ｗ×１　ハイビーム電球投光器

パナソニック　ＹＡ５８２０２

YA58212.DXF

ホルダ部：ホワイト
防雨型

ＨＩＤ１００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８２１２

YA58222.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＨＩＤ１００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８２２２

YA58224.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＨＩＤ４００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８２２４

YA58234.DXF

ホルダ部：ホワイト
防雨型

ＨＩＤ４００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８２３４

YA58820.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＩＬ２００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８２０

YA58821.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＩＬ２００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８２１

YA58823.DXF

ホルダ部：ホワイト
防雨型

ＩＬ２００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８２３

YA58825.DXF

ホルダ部：ホワイト
防雨型

ＩＬ２００Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８２５



YA58840.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＩＬ４５０Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８４０

YA58841.DXF

ホルダ部：レッド
防雨型

ＩＬ４５０Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８４１

YA58843.DXF

ホルダ部：ホワイト

防雨型

ＩＬ４５０Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８４３

YA58845.DXF

ホルダ部：ホワイト

防雨型

ＩＬ４５０Ｗ×１　レフ投光器

パナソニック　ＹＡ５８８４５

YAX545XA.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：ステンレス（内面アルブライト処理）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５４５１５Ｋ

YAX545XB.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：ステンレス（内面アルブライト処理）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ４００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５４５６５Ｋ

YAX56400.DXF

照射角度：下向角３５度　上向角５５度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

ルーバ：アルミ（片面鏡面仕上）

本体・反射部：アルミダイカスト

耐塩害仕様

広角タイプ

ＨＩＤ１５００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５６４００

YAX565XA.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：ステンレス（内面アルブライト処理）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

狭（広）角形

ＨＩＤ１５００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５６５１５Ｋ

YAX565XB.DXF

照射角度：下向角６０度　上向角９０度　旋回角１８０度

前面：強化ガラス

反射鏡：ステンレス（内面アルブライト処理）

補助反射鏡付・フィルター付

重耐塩害仕様

中（広）角形

ＨＩＤ１５００Ｗ×１　投光器

パナソニック　ＹＡＸ５６５６５Ｋ

YF21880GL.DXF

シリンダ：ポリカーボネート（透明）
吊り下げフック付

ＦＬ２０Ｗ×１　作業灯

パナソニック　ＹＦ２１８８０ＧＬ

YFX21413ZGL.DXF

吊り下げチェーン５０ｃｍ付

カバー：アルミ（アクリル塗装仕上）
吊下型
防雨型

純黄色カラード蛍光灯２０Ｗ×１　防蛾灯

パナソニック　ＹＦＸ２１４１３ＺＧＬ

YFX41413ZGL.DXF

吊り下げチェーン５０ｃｍ付

カバー：アルミ（アクリル塗装仕上）
吊下型
防雨型

純黄色カラード蛍光灯４０Ｗ×１　防蛾灯

パナソニック　ＹＦＸ４１４１３ＺＧＬ

YGRKX21799.DXF

適合器具：ＹＧＲＦＸ２１７０１
ランプ：パッキンシリコンゴム

リング：ポリプロピレン

２０形専用光源付防水リング

パナソニック　ＹＧＲＫＸ２１７９９
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