
HGA0010CE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込深Ｄ＝１７８

枠（シルバー仕上）
内面アクリルパネル（乳白）
強化ガラスパネル（透明）
電球色

ＥＦＡ１０Ｗ×１　床埋込み灯

パナソニック　ＨＧＡ００１０ＣＥ

HGA0110CE.DXF

埋込穴２１０×１０５　埋込高さＨ＝７５
枠（ホワイト）

ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＧＡ０１１０ＣＥ

HGA0130E.DXF

埋込穴１００　埋込高さ７８
ホワイト仕上
長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　フットライト

パナソニック　ＨＧＡ０１３０Ｅ

HGA0450E.DXF

埋込穴３８×５５５　埋込高Ｈ＝５０
ホワイト仕上
ＳＧＩ形
半埋込型

ＦＲＴ５５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０４５０Ｅ

HGA0480E.DXF

埋込穴３８×１２５５　埋込高Ｈ＝５０
ホワイト仕上
ＳＧＩ形

半埋込型

ＦＲＴ１２５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０４８０Ｅ

HGA0490E.DXF

埋込穴３８×１５０５　埋込高Ｈ＝５０
ホワイト仕上
ＳＧＩ形

半埋込型

ＦＲＴ１５００×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０４９０Ｅ

HGA0620E.DXF

埋込穴９０×１２４０　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）

反射板（高反射白色粉体塗装）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＧＡ０６２０Ｅ

HGA0621E.DXF

埋込穴９０×１２４０　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白）
反射板（高反射白色粉体塗装）

電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＧＡ０６２１Ｅ

HGA0650E.DXF

埋込穴３５×６００　埋込高Ｈ＝５０
ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白）
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０６５０Ｅ

HGA0651E.DXF

埋込穴３５×６００　埋込高Ｈ＝５０
ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白）
反射板（高反射白色粉体塗装）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０６５１Ｅ

HGA1054E.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：プラスチック（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＡ１０５４Ｅ

HGA1060E.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板（銀色仕上）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＡ１０６０Ｅ

HGA1062E.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板（銀色仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＡ１０６２Ｅ

HGA1080E.DXF

反射板（銀色仕上）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色

半埋込型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＡ１０８０Ｅ

HGA1082E.DXF

反射板（銀色仕上）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色
半埋込型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＡ１０８２Ｅ

HGA1414E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１００
グレアカット４０°
枠：アクリル（乳白つや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１４１４Ｅ

HGA3205E.DXF

ステンレス（ヘアライン仕上）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ３２０５Ｅ

HGA3206E.DXF

ホワイト仕上

カバー：アクリル（乳白）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ３２０６Ｅ

HGA4510E.DXF

Ｗ＝３６　Ｌ＝５６２　Ｈ＝５５

ホワイト仕上

ＦＲＴ５５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４５１０Ｅ

HGA4520E.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝５５７　Ｈ＝４０

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ５５０×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４５２０Ｅ

HGA4520EYH1.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝５５７　Ｈ＝４０

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ５５０×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４５２０ＥＹＨ１

HGA4620E.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝８５７　Ｈ＝４０

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ８５０×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４６２０Ｅ

HGA4620EYH1.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝８５７　Ｈ＝４０

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ８５０×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４６２０ＥＹＨ１

HGA4720E.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝１００７　Ｈ＝４０
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ１０００×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４７２０Ｅ

HGA4720EYH1.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝１００７　Ｈ＝４０
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ１０００×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４７２０ＥＹＨ１



HGA4810E.DXF

Ｗ＝３６　Ｌ＝１２６２　Ｈ＝５５
ホワイト仕上

ＦＲＴ１２５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４８１０Ｅ

HGA4820E.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝１２５７　Ｈ＝４０
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ１２５０×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４８２０Ｅ

HGA4820EYH1.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝１２５７　Ｈ＝４０
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ１２５０×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４８２０ＥＹＨ１

HGA4910E.DXF

Ｗ＝３６　Ｌ＝１５１２　Ｈ＝５５
ホワイト仕上

ＦＲＴ１５００×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４９１０Ｅ

HGA4920E.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝１５０７　Ｈ＝４０
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ１５００×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４９２０Ｅ

HGA4920EYH1.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝１５０７　Ｈ＝４０
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＲＴ１５００×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＡ４９２０ＥＹＨ１

HGD3250E.DXF

ホワイト仕上

パネル：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ３２５０Ｅ

HGD4600E.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＲＴ８５０×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ４６００Ｅ

HGD4800E.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＲＴ１２５０×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ４８００Ｅ

HGD6410E.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ６４１０Ｅ

HGK0105.DXF

Ｗ＝５３　Ｌ＝５５７　Ｈ＝１５
ホワイト仕上（高反射白色粉体塗装）

遮熱板

パナソニック　ＨＧＫ０１０５

HGK0106.DXF

Ｗ＝５３　Ｌ＝８５７　Ｈ＝１５
ホワイト仕上（高反射白色粉体塗装）

遮熱板

パナソニック　ＨＧＫ０１０６

HGK0107.DXF

Ｗ＝５３　Ｌ＝１００７　Ｈ＝１５
ホワイト仕上（高反射白色粉体塗装）

遮熱板

パナソニック　ＨＧＫ０１０７

HGK0108.DXF

Ｗ＝５３　Ｌ＝１２５７　Ｈ＝１５
ホワイト仕上（高反射白色粉体塗装）

遮熱板

パナソニック　ＨＧＫ０１０８

HGK0109.DXF

Ｗ＝５３　Ｌ＝１５０７　Ｈ＝１５
ホワイト仕上（高反射白色粉体塗装）

遮熱板

パナソニック　ＨＧＫ０１０９

HGW1054E.DXF

灯具部Ｗ＝φ７８Ｌ＝１４３
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：プラスチック（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＷ１０５４Ｅ

HGW1060E.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板（銀色仕上）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）

セード：アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＷ１０６０Ｅ

HGW1062E.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板（銀色仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＧＷ１０６２Ｅ

HGW3200E.DXF

Ｗ＝１３００　Ｈ＝１１０　出しろ４５
ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２００Ｅ

HGW3200PX1.DXF

Ｗ＝１３００　Ｈ＝１１０　出しろ４５
ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２００ＰＸ１

HGW3220E.DXF

Ｗ＝１２９０　Ｈ＝６３　出しろ１０５
カバー：アクリル（ホワイト仕上・一部乳白）
反射板（高反射白色粉体塗装）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２２０Ｅ

HGW3220PX1.DXF

Ｗ＝１２９０　Ｈ＝６３　出しろ１０５
カバー：アクリル（ホワイト仕上・一部乳白）
反射板（高反射白色粉体塗装）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２２０ＰＸ１

HGW3230E.DXF

Ｗ＝１３５０　Ｈ＝１３０　出しろ１２２
カバー（ホワイト）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２３０Ｅ

HGW3230PX1.DXF

Ｗ＝１３５０　Ｈ＝１３０　出しろ１２２
カバー（ホワイト）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２３０ＰＸ１

HGW3231E.DXF

Ｗ＝１３２２　Ｈ＝１３０　出しろ１２２
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２３１Ｅ



HGW3231PX1.DXF

Ｗ＝１３２２　Ｈ＝１３０　出しろ１２２

カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２３１ＰＸ１

HGW3235E.DXF

Ｗ＝１３５０　Ｈ＝１２８　出しろ１００
ホワイト仕上

電球色
スリット光

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２３５Ｅ

HGW3250E.DXF

Ｗ＝６０　Ｈ＝６５　出しろ１３７６

ホワイト仕上
上面パネル（乳白）
パネル：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ３２５０Ｅ

HGW4620E.DXF

Ｗ＝８８５　Ｈ＝４２　出しろ１１９
ホワイト仕上

ＦＲＴ８５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４６２０Ｅ

HGW4620EYH1.DXF

Ｗ＝８８５　Ｈ＝４２　出しろ１１９
ホワイト仕上

ＦＲＴ８５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４６２０ＥＹＨ１

HGW4820E.DXF

Ｗ＝１２８５　Ｈ＝４２　出しろ１１９

ホワイト仕上

ＦＲＴ１２５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４８２０Ｅ

HGW4820EYH1.DXF

Ｗ＝１２８５　Ｈ＝４２　出しろ１１９

ホワイト仕上

ＦＲＴ１２５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４８２０ＥＹＨ１

HGW4830E.DXF

Ｗ＝１３６５　Ｈ＝１００　出しろ８５

カバー（ホワイト）

ＦＲＴ１２５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４８３０Ｅ

HGW4830EYH1.DXF

Ｗ＝１３６５　Ｈ＝１００　出しろ８５

カバー（ホワイト）

ＦＲＴ１２５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４８３０ＥＹＨ１

HGW4831E.DXF

Ｗ＝１３６５　Ｈ＝１００　出しろ９５

カバー：アクリル（乳白）

ＦＲＴ１２５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４８３１Ｅ

HGW4831EYH1.DXF

Ｗ＝１３６５　Ｈ＝１００　出しろ９５

カバー：アクリル（乳白）

ＦＲＴ１２５０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４８３１ＥＹＨ１

HGW4920E.DXF

Ｗ＝１５３５　Ｈ＝４２　出しろ１１９

ホワイト仕上

ＦＲＴ１５００×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４９２０Ｅ

HGW4920EYH1.DXF

Ｗ＝１５３５　Ｈ＝４２　出しろ１１９

ホワイト仕上

ＦＲＴ１５００×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ４９２０ＥＹＨ１

HGW6265E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高Ｈ＝９４
カバー：ガラス（つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
ＳＧＩ形

防湿・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＷ６２６５Ｅ

HGW6430E.DXF

Ｗ＝１３５０　Ｈ＝１３０　出しろ１２６

カバー（ホワイト）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６４３０Ｅ

HGW6430PX1.DXF

Ｗ＝１３５０　Ｈ＝１３０　出しろ１２６

カバー（ホワイト）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６４３０ＰＸ１

HGW6431E.DXF

Ｗ＝１３２２　Ｈ＝１３０　出しろ１２２

カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６４３１Ｅ

HGW6431PX1.DXF

Ｗ＝１３２２　Ｈ＝１３０　出しろ１２２

カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６４３１ＰＸ１

HK6010.DXF

Ｗ＝６５　Ｈ＝１２２６　出しろ３５

コーナーアダプタ

パナソニック　ＨＫ６０１０

HK6011.DXF

Ｗ＝６５　Ｈ＝６０８　出しろ３５

コーナーアダプタ

パナソニック　ＨＫ６０１１

LB56416K.DXF

送り用端子台付
バッフル：（ホワイト）
（ホワイト仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＩＬ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５６４１６Ｋ

LB56616K.DXF

送り用端子台付
バッフル：（ホワイト）
（ホワイト仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５６６１６Ｋ

LGB54001.DXF

ビーム角２０度タイプ
可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
クローム仕上
ステンレス（ヘアライン仕上）

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４００１

LGB54002.DXF

ビーム角２０度タイプ
可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
クローム仕上
シルバーメタリック仕上

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４００２

LGB54122.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４１２２



LGB54123.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
照射方向可動型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４１２３

LGB54140.DXF

反射板（銀色仕上）
アルミダイカスト本体（ホワイト）

セード：アルミダイカスト（ホワイト）

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４１４０

LGB54141.DXF

反射板（銀色仕上）
アルミダイカスト本体（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４１４１

LGB72611LE1.DXF

埋込穴６０×１７５　埋込高さＨ＝９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６１１ＬＥ１

LGB72616LE1.DXF

埋込穴６０×１７５　埋込高さＨ＝９０
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
高気密ＳＧＩ形

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６１６ＬＥ１

LGB72651LE1.DXF

埋込穴６０×１７５　埋込高さＨ＝９０
照射方向可動型

首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６５１ＬＥ１

LGB72656LE1.DXF

埋込穴６０×１７５　埋込高さＨ＝９０
照射方向可動型
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
高気密ＳＧＩ形
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６５６ＬＥ１

LGB72661LE1.DXF

埋込穴６０×１７５　埋込高さＨ＝９０
照射方向可動型

首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６６１ＬＥ１

LGB72666LE1.DXF

埋込穴６０×１７５　埋込高さＨ＝９０
照射方向可動型
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
高気密ＳＧＩ形
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６６６ＬＥ１

LGB81501LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９５
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８１５０１ＬＥ１

LGB81502LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９５
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８１５０２ＬＥ１

LGB82500.DXF

カバー：ガラス（透明・内面ホワイト）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５００

LGB82501.DXF

カバー：アルミダイカスト（ホワイト）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５０１

LGB82502.DXF

カバー：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５０２

LGB82510.DXF

カバー：ガラス（透明・内面ホワイト）

上下面カバー付（非密閉）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５１０

LGB82511.DXF

カバー：アルミダイカスト（ホワイト）

上下面カバー付（非密閉）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５１１

LGB82512.DXF

カバー：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
上下面カバー付（非密閉）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５１２

LGB82540.DXF

Ｗ＝１５６　Ｈ＝１１０　出しろ１５７

カバー：ガラス（透明・内面ホワイト）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５４０

LGB82541.DXF

Ｗ＝１５６　Ｈ＝１１０　出しろ１５５

アルミダイカスト（ホワイト）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５４１

LGB82542.DXF

Ｗ＝１５６　Ｈ＝１１０　出しろ１５５
アルミダイカスト（シルバーメタリック）

ＩＬ５７Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５４２

LGB84022.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０２２

LGB84023.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
照射方向可動型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０２３

LGB84040.DXF

反射板（銀色仕上）
アルミダイカスト本体（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０４０

LGB84041.DXF

反射板（銀色仕上）
アルミダイカスト本体（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０４１

LGB84052.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型
半埋込型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０５２



LGB84053.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
照射方向可動型
半埋込型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０５３

LGB84060.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板（銀色仕上）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型

半埋込型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０６０

LGB84061.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

反射板（銀色仕上）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
セード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
照射方向可動型
半埋込型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０６１

LGBJ71XA.DXF

埋込穴４７×１４０　埋込深Ｄ＝５５
Ｗ＝１６２　Ｈ＝６０　出しろ７．５
ホワイト仕上
明るさセンサ付

ＬＥＤ０．２５Ｗ　フットライト

パナソニック　ＬＧＢＪ７１０００

LGK00199.DXF

ホワイト仕上

電源コード

パナソニック　ＬＧＫ００１９９

LGW46131B.DXF

可動範囲上下１３５度、回転方向２００度
アルミダイカスト（オフブラック）
照射方向可動型

電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ５．８Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３１Ｂ

LGW46131S.DXF

可動範囲上下１３５度、回転方向２００度
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

照射方向可動型
電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ５．８Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３１Ｓ

LGW46132S.DXF

可動範囲上下１３５度
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

照射方向可動型
電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ５．８Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３２Ｓ

LGW46701LE1.DXF

壁面・天井面・据置取付専用

建築化照明用
本体：アルミ（シルバーグレーメタリック）
電球色ＬＥＤ（１２個）
防雨型

ＬＥＤ４．７Ｗ　建築化照明

パナソニック　ＬＧＷ４６７０１ＬＥ１

LGW46703LE1.DXF

壁面・天井面・据置取付専用

建築化照明用
本体：アルミ（シルバーグレーメタリック）
電球色ＬＥＤ（３６個）
防雨型

ＬＥＤ１４．１Ｗ　建築化照明

パナソニック　ＬＧＷ４６７０３ＬＥ１

LGW46712LE1.DXF

壁面・天井面・据置取付専用
本体：アルミ（シルバーグレーメタリック）
電球色ＬＥＤ（２４個）
防雨型

ＬＥＤ９．４Ｗ　建築化照明

パナソニック　ＬＧＷ４６７１２ＬＥ１

LGW72200.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５０
パネル：強化ガラス（透明・一部つや消し）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）
ＳＧＩ形
防湿・防雨型

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７２２００

LGW72202.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５０

パネル：強化ガラス（透明・一部つや消し）
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀色仕上）
ＳＧＩ形
防湿・防雨型

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７２２０２

LGW81501LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
防雨型
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８１５０１ＬＥ１

LGW81502LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９８
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
防雨型
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８１５０２ＬＥ１

LGW81503LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
防雨型
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８１５０３ＬＥ１

LGW81561LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
防雨型
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８１５６１ＬＥ１

LGW81562LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９８
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
防雨型
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８１５６２ＬＥ１

LGW81563LE1.DXF

Ｗ＝９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
防雨型
電球色

ＬＥＤ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８１５６３ＬＥ１

LGW86260.DXF

カバー：ガラス（乳白つや消し）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６０

LGW862XA.DXF

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６７Ｂ

LGW862XB.DXF

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６７Ｓ

LGW862XC.DXF

本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６７Ｗ

LGW862XD.DXF

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
上下配光
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６８Ｂ

LGW862XE.DXF

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
上下配光
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６８Ｓ



LGW862XF.DXF

本体：アルミダイカスト（ホワイト）
上下配光
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２６８Ｗ

NNN28003KLE1.DXF

電源ユニット

パナソニック　ＮＮＮ２８００３ＫＬＥ１

SF355.DXF

シルバーメタリック仕上
照射方向可動型

ＦＨＦ３２Ｗ×１　バーチカルライト

パナソニック　ＳＦ３５５

SF360C.DXF

シルバーメタリック仕上
パネル：アクリル（透明プリズム）
中間スイッチ付
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３６０Ｃ

SF362.DXF

シルバーメタリック仕上
パネル：アクリル（透明プリズム）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ホリゾンタルライト

パナソニック　ＳＦ３６２

XLGE720.DXF

ミラー：アルミ（鏡面仕上・ホワイト）

カバー：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色

高出力ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７２０

XLGE723.DXF

幅□８８　地上高１１１

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

カバー：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

全方向配光タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７２３

XLGE724.DXF

幅□８８　地上高１１１

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

カバー：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

ライトアップタイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７２４

XLGE730.DXF

ミラー：アルミ（鏡面仕上・ホワイト）

カバー：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色

高出力ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７３０

XLGE733.DXF

幅□８８　地上高１１１

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

カバー：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７３３

XLGE734.DXF

幅□８８　地上高１１１

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

カバー：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７３４
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