
NNY21300K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（乳白）

本体：ステンレス
適合ケーブル（６００Ｖ架橋ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ）２．０ｍ㎡　３心）

送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（１２個）

ＬＥＤ０．８Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３００Ｋ

NNY21301K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（乳白）

本体：ステンレス
適合ケーブル（６００Ｖ架橋ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ）２．０ｍ㎡　３心）

送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（１２個）

ＬＥＤ０．８Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３０１Ｋ

NNY21305K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス
適合ケーブル（６００Ｖ架橋ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ）２．０ｍ㎡　３心）

送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（１２個）

ＬＥＤ０．８Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３０５Ｋ

NNY21306K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：ステンレス
適合ケーブル（６００Ｖ架橋ポリエチレンシースケーブル（ＣＥ）２．０ｍ㎡　３心）

送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（１２個）

ＬＥＤ０．８Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３０６Ｋ

NNY21320C_NNY28080C.DXF

Φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２０Ｃ＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21321C_NNY28080C.DXF

Φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２１Ｃ＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21322C_NNY28080C.DXF

Φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束半減時間：約４００００時間
赤色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２２Ｃ＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21323C_NNY28080C.DXF

Φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束半減時間：約４００００時間
緑色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２３Ｃ＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21324C_NNY28080C.DXF

Φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束半減時間：約４００００時間
青色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２４Ｃ＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21325K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス

適合ケーブル（２．０ｍ㎡　３心）
照射方向可変機能付、１／２ビーム角５０°
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３２５Ｋ

NNY21326K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス

適合ケーブル（２．０ｍ㎡　３心）
照射方向可変機能付、１／２ビーム角５０°
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３２６Ｋ

NNY21332K.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
輝度タイプ

ラウンドタイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３３２Ｋ

NNY21333K.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
輝度タイプ

ラウンドタイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
電球色、防雨型

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３３３Ｋ

NNY21337K.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射タイプ

ラウンドタイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（内側透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３３７Ｋ

NNY21338K.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射タイプ

ラウンドタイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（内側透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
電球色、防雨型

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３３８Ｋ

NNY21340.DXF

前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）

送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３４０

NNY21341.DXF

前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）

送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３４１

NNY21350K_NNY28515.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

広角タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５０Ｋ＿ＮＮＹ２８５１５

NNY21350K_NNY28516.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

広角タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５０Ｋ＿ＮＮＹ２８５１６

NNY21351K_NNY28515.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

広角タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５１Ｋ＿ＮＮＹ２８５１５

NNY21351K_NNY28516.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

広角タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

電球色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５１Ｋ＿ＮＮＹ２８５１６

NNY21352K_NNY28515.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

拡散タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

昼白色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５２Ｋ＿ＮＮＹ２８５１５

NNY21352K_NNY28516.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

拡散タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

昼白色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５２Ｋ＿ＮＮＹ２８５１６

NNY21353K_NNY28515.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

拡散タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

電球色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５３Ｋ＿ＮＮＹ２８５１５

NNY21353K_NNY28516.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

拡散タイプ
歩道取付可能
前面パネル：強化ガラス（透明）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

電球色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５３Ｋ＿ＮＮＹ２８５１６



NNY21355K_NNY28515.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
広角グレアカットタイプ
歩道取付可能

前面パネル：強化ガラス（透明・一部内面乳白）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５５Ｋ＿ＮＮＹ２８５１５

NNY21355K_NNY28516.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
広角グレアカットタイプ
歩道取付可能

前面パネル：強化ガラス（透明・一部内面乳白）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５５Ｋ＿ＮＮＹ２８５１６

NNY21356K_NNY28515.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
広角グレアカットタイプ
歩道取付可能

前面パネル：強化ガラス（透明・一部内面乳白）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５６Ｋ＿ＮＮＹ２８５１５

NNY21356K_NNY28516.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
広角グレアカットタイプ
歩道取付可能

前面パネル：強化ガラス（透明・一部内面乳白）
枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１７．５Ｗ　地中埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３５６Ｋ＿ＮＮＹ２８５１６

NNY24402K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：真ちゅう

キャブタイヤケーブル（０．７５ｍ㎡　３心）１０ｍ付

光束維持率５０％推定４００００時間

赤色ＬＥＤ（１５個）

ＬＥＤ０．９３Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４０２Ｋ

NNY24403K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：真ちゅう

キャブタイヤケーブル（０．７５ｍ㎡　３心）１０ｍ付

光束維持率５０％推定４００００時間

緑色ＬＥＤ（１５個）

ＬＥＤ０．９８Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４０３Ｋ

NNY24404K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：真ちゅう

キャブタイヤケーブル（０．７５ｍ㎡　３心）１０ｍ付

光束維持率５０％推定４００００時間

青色ＬＥＤ（１５個）

ＬＥＤ０．６１Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４０４Ｋ

NNY24410K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：真ちゅう

キャブタイヤケーブル（０．７５ｍ㎡　３心）１０ｍ付

光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（１５個）

ＬＥＤ０．９８Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４１０Ｋ

NNY24411K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）

前面パネル：強化ガラス（透明）

本体：真ちゅう

キャブタイヤケーブル（０．７５ｍ㎡　３心）１０ｍ付

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（１５個）

ＬＥＤ０．９８Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４１１Ｋ

NNY24420.DXF

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）１０ｍ付

枠：ステンレス（梨地仕上）

前面パネル：ガラス（透明）

本体：真ちゅう

光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（８個）

ＬＥＤ１４．３Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４２０

NNY24421.DXF

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）１０ｍ付

枠：ステンレス（梨地仕上）

前面パネル：ガラス（透明）

本体：真ちゅう

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（８個）

ＬＥＤ１４．３Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４２１

NNY24430.DXF

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）１０ｍ付

枠：ステンレス（梨地仕上）

前面パネル：ガラス（透明）

本体：ステンレス

光束維持率７０％推定４００００時間

白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ１．９Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４３０

NNY24431.DXF

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）１０ｍ付

枠：ステンレス（梨地仕上）

前面パネル：ガラス（透明）

本体：ステンレス

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ１．９Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４３１

XYX6261.DXF

水深５ｍまで設置可能

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）３０ｍ付

前面パネル：耐熱ガラス（透明）

枠：ステンレス

狭照形

灯具固定型

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　水中照明ＸＹＸ６２６１

XYX6262.DXF

水深５ｍまで設置可能

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）３０ｍ付

前面パネル：耐熱ガラス（透明）

枠：ステンレス

中照形

灯具固定型

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　水中照明ＸＹＸ６２６２

XYX6263.DXF

水深５ｍまで設置可能

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）３０ｍ付

前面パネル：耐熱ガラス（透明）

枠：ステンレス

広照形

灯具固定型

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　水中照明ＸＹＸ６２６３

YA01520.DXF

前面パネル：強化ガラス（内面乳白・一部透明）
枠：ステンレス（鏡面仕上）

キセノン１５Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＡ０１５２０

YA53950K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス
狭照形

灯具可動型

ＪＤ２００Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡ５３９５０Ｋ

YA53951K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス
中照形

灯具可動型

ＪＤ２００Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡ５３９５１Ｋ

YA53952K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス
広照形

灯具可動型

ＪＤ２００Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡ５３９５２Ｋ

YA56950K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス
狭照形

灯具可動型

ＪＤ５００Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡ５６９５０Ｋ

YA56951K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス
中照形

灯具可動型

ＪＤ５００Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡ５６９５１Ｋ

YA56952K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス
広照形

灯具可動型

ＪＤ５００Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡ５６９５２Ｋ

YA70671.DXF

前面パネル：強化ガラス

枠：ステンレス（鏡面仕上）
照射方向可変機能付

ＪＤ６５Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＡ７０６７１

YA70672.DXF

前面パネル：強化ガラス
枠：ステンレス（鏡面仕上）

照射方向可変機能付
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＣＤＭ－Ｒ３５Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＡ７０６７２



YA70673.DXF

前面パネル：強化ガラス

枠：ステンレス（鏡面仕上）
照射方向可変機能付
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
狭角タイプ

ＣＤＭ－Ｔ７０Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＡ７０６７３

YA70674.DXF

前面パネル：強化ガラス

枠：ステンレス（鏡面仕上）
照射方向可変機能付
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
中角形

ＣＤＭ－Ｔ７０Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＡ７０６７４

YAX73990.DXF

水深５ｍまで設置可能

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）３０ｍ付

前面パネル：耐熱ガラス（透明）

枠：ステンレス

狭照形

灯具固定型

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡＸ７３９９０

YAX73991.DXF

水深５ｍまで設置可能

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）３０ｍ付

前面パネル：耐熱ガラス（透明）

枠：ステンレス

中照形

灯具固定型

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡＸ７３９９１

YAX73992.DXF

水深５ｍまで設置可能

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）３０ｍ付

前面パネル：耐熱ガラス（透明）

枠：ステンレス

広照形

灯具固定型

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　水中照明器具

パナソニック　ＹＡＸ７３９９２

YF70581Z.DXF

前面パネル：強化ガラス
枠：ステンレス（鏡面仕上）
防雨型

ＦＤＬ１８Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＦ７０５８１Ｚ＋ＹＫ７０５２０

YF70585.DXF

前面パネル：強化ガラス（乳白）

枠：ステンレス（鏡面仕上）

ＦＭＬ９Ｗ×１　地中埋込型

パナソニック　ＹＦ７０５８５

YFX70522K.DXF

反射板：アルミ（高反射白色粉体塗装）
前面パネル：強化ガラス
枠：ステンレス

防雨型

ＥＦＤ１５・２５Ｗ×１　地中埋込器具

パナソニック　ＹＦＸ７０５２２Ｋ
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