
HEA1003C.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８８

セード：アクリル（乳白）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１００３Ｃ

HEA1004C.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８８

セード：アクリル（ホワイト）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１００４Ｃ

HEA1016C.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０１６Ｃ

HGA0010C.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　ＨＧＡ００１０Ｃ

HGA0110C.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　ＨＧＡ０１１０Ｃ

HGA0130.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　ＨＧＡ０１３０

HGA0310.DXF

埋込穴６４０×１０５　埋込高Ｈ＝６５
枠（ホワイト）

電球色

ＦＨＦ１６Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＧＡ０３１０

HGA0350.DXF

埋込穴３５×４００　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）
ＳＧＩ形
半埋込型

ＦＨＦ１６Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０３５０

HGA0351.DXF

埋込穴３５×４００　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）
ＳＧＩ形
半埋込型

ＦＨＦ１６Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ０３５１

HGA0450.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　ＨＧＡ０４５０

HGA0480.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　ＨＧＡ０４８０

HGA0490.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　ＨＧＡ０４９０

HGA0620.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　ＨＧＡ０６２０

HGA0621.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　ＨＧＡ０６２１

HGA0630.DXF

埋込穴９０×１２４０　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）

パネル：アクリル（透明プリズム）
反射板（高反射白色粉体塗装）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＧＡ０６３０

HGA0631.DXF

埋込穴９０×１２４０　埋込高Ｈ＝１００
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（透明プリズム）

反射板（高反射白色粉体塗装）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＧＡ０６３１

HGA0650.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　ＨＧＡ０６５０

HGA0651.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　ＨＧＡ０６５１

HGA1054.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　ＨＧＡ１０５４

HGA1060.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　ＨＧＡ１０６０

HGA1062.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　ＨＧＡ１０６２

HGA1080.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　ＨＧＡ１０８０

HGA1082.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　ＨＧＡ１０８２

HGA1300C.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１１２

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　フットライト

パナソニック　ＨＧＡ１３００Ｃ

HGA1302C.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１１２
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３０２Ｃ



HGA1305.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１９９
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３０５

HGA1307.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１９９
枠：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）
電球色

高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３０７

HGA1310C.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝１５６
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３１０Ｃ

HGA1312C.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝１５６
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３１２Ｃ

HGA1330C.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１１１
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　フットライト

パナソニック　ＨＧＡ１３３０Ｃ

HGA1332C.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１１１
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３３２Ｃ

HGA1350C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝１１２

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３５０Ｃ

HGA1352C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝１１２
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３５２Ｃ

HGA1362KC.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１０４
カバー：ガラス（つや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＧＡ１３６２ＫＣ

HGA1414.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　ＨＧＡ１４１４

HGA3205.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　ＨＧＡ３２０５

HGA3206.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　ＨＧＡ３２０６

HGA4510.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　ＨＧＡ４５１０

HGA4511.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝６３０　Ｈ＝６０

ホワイト仕上

ＦＲＴ５５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４５１１

HGA4512.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝６３０　Ｈ＝６０

ホワイト仕上

ＦＲＴ５５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４５１２

HGA4520.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　ＨＧＡ４５２０

HGA4611.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝８９０　Ｈ＝６０

ホワイト仕上

ＦＲＴ８５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４６１１

HGA4612.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝８９０　Ｈ＝６０

ホワイト仕上

ＦＲＴ８５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４６１２

HGA4620.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　ＨＧＡ４６２０

HGA4720.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　ＨＧＡ４７２０

HGA4810.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　ＨＧＡ４８１０

HGA4811.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝１２９０　Ｈ＝６０
ホワイト仕上

ＦＲＴ１２５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４８１１

HGA4812.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝１２９０　Ｈ＝６０
ホワイト仕上

ＦＲＴ１２５０×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４８１２

HGA4820.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　ＨＧＡ４８２０

HGA4910.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　ＨＧＡ４９１０



HGA4911.DXF

Ｗ＝３９　Ｌ＝１５４０　Ｈ＝６０
ホワイト仕上

ＦＲＴ１５００×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＡ４９１１

HGA4920.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　ＨＧＡ４９２０

HGD3110.DXF

Ｗ＝３２　Ｌ＝６２３　Ｈ＝１１５
シルバーメタリック仕上
ステンレス（ヘアライン仕上）

ＦＨＦ２４Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ３１１０

HGD3250.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　ＨＧＤ３２５０

HGD4600.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＲＴ８５０×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ４６００

HGD4800.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＲＴ１２５０×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ４８００

HGD6400.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ６４００

HGD6410.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ６４１０

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

HGK9010.DXF

埋込穴３５×２５　埋込深Ｄ＝１７
枠：プラスチック（ホワイト）

スイッチユニット

パナソニック　ＨＧＫ９０１０

HGW0011C.DXF

枠：ステンレス
パネル：強化ガラス（透明）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　アッパーライト

パナソニック　ＨＧＷ００１１Ｃ

HGW1001.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１００１

HGW1002.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
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）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１００２

HGW1011.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１０１１

HGW1012.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
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）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１０１２

HGW1021.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１０２１

HGW1041.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝１１０　出しろ１７０
アルミダイカスト（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１０４１

HGW1042.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝１１０　出しろ１７０
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）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１０４２

HGW1054.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　ＨＧＷ１０５４

HGW1060.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　ＨＧＷ１０６０

HGW1062.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　ＨＧＷ１０６２



HGW2030.DXF

Ｗ＝７００　Ｈ＝１３０　出しろ１２２
カバー（ホワイト）

照射方向可変型

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２０３０

HGW2031.DXF

Ｗ＝７０４　Ｈ＝１３０　出しろ１２２
カバー：アクリル（乳白）
照射方向可変型

電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２０３１

HGW2230KC.DXF

ホワイト仕上
反射板（高反射白色粉体塗装）

上下面カバー付
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２２３０ＫＣ

HGW2231KC.DXF

カバー：クリーンアクリル（乳白）
反射板（高反射白色粉体塗装）
上下面カバー付
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２２３１ＫＣ

HGW2410.DXF

Ｗ＝１２０　Ｌ＝６３４　Ｈ＝３１
ステンレス（ヘアライン仕上）

ＦＨＦ２４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２４１０

HGW2411.DXF

Ｗ＝１３０　Ｌ＝６４６　Ｈ＝２９
ステンレス（ヘアライン仕上）

ＦＨＦ２４Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＧＷ２４１１

HGW2500.DXF

Ｗ＝６５０　Ｈ＝１１０　出しろ４５
ホワイト仕上
電球色

ＦＨＦ２４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２５００

HGW2881.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）

電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ２８８１

HGW3200.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　ＨＧＷ３２００

HGW3220.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　ＨＧＷ３２２０

HGW3230.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　ＨＧＷ３２３０

HGW3231.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　ＨＧＷ３２３１

HGW3235.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　ＨＧＷ３２３５

HGW3250.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　ＨＧＷ３２５０

HGW4620.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　ＨＧＷ４６２０

HGW4820.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　ＨＧＷ４８２０

HGW4830.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　ＨＧＷ４８３０

HGW4831.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　ＨＧＷ４８３１

HGW4920.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　ＨＧＷ４９２０

HGW6165C.DXF

カバー：下面ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６１６５Ｃ

HGW6166BC.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６１６６ＢＣ

HGW6166SC.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６１６６ＳＣ

HGW6166WC.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ６１６６ＷＣ

HGW6265.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　ＨＧＷ６２６５

HGW6430.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　ＨＧＷ６４３０



HGW6431.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　ＨＧＷ６４３１

HGW7200.DXF

Ｗ＝７３２　Ｈ＝１１０　出しろ１２０
ステンレス（シルバーグレーメタリック）
電球色
セード可動型（上方向約６０度・下方向約４０度）
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７２００

HGW7250.DXF

Ｗ＝７６５　Ｈ＝８２　出しろ１０３
アルミ（シルバーグレーメタリック）
電球色
防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７２５０

HGW7260.DXF

Ｗ＝７００　Ｈ＝１２２　Ｄ＝１４４
パネル：プラスチック（ホワイト）
本体（ホワイト）
電球色
防湿型

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７２６０

HGW7290.DXF

カバー：アクリル（透明プリズム）
反射板（ホワイト）
電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＷ７２９０

HGW7400.DXF

Ｗ＝１３５０　Ｈ＝１１０　出しろ１２０
ステンレス（シルバーグレーメタリック）
電球色
セード可動型（上方向約６０度・下方向約４０度）
防雨型

ＦＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７４００

HGW7450.DXF

Ｗ＝１３８３　Ｈ＝８２　出しろ１０３
アルミ（シルバーグレーメタリック）
電球色

防雨型

ＦＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７４５０

HGW7460.DXF

Ｗ＝１４００　Ｈ＝１２２　Ｄ＝１４４
パネル：プラスチック（ホワイト）
本体（ホワイト）
電球色

防湿型

ＦＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７４６０

HGW7490.DXF

カバー：アクリル（透明プリズム）
反射板（ホワイト）

ＦＬ４０Ｗ×１　建築化照明器具

パナソニック　ＨＧＷ７４９０

HGWC6166BK.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷＣ６１６６ＢＫ

HGWC6166SK.DXF

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷＣ６１６６ＳＫ

HGWC6166WK.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷＣ６１６６ＷＫ

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

LB55850.DXF

セード：陶器（外面黒鉄釉・内面粉引）

ＩＬ５０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８５０

LB55851.DXF

セード：陶器（外面粉引・内面粉引）

ＩＬ５０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８５１

LB55852K.DXF

セード：白磁（すかし磁器）

ＩＬ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５８５２Ｋ

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

LGB10030.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（透明）

ＪＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１００３０

LGB10031.DXF

埋込穴Φ４０　埋込高Ｈ＝１００
クローム仕上
セード：ガラス（透明）

半埋込型

ＪＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１００３１

LGB10040.DXF

全高７００～１２００調節可能

カバー：ガラス（透明・泡入）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１００４０

LGB10041.DXF

埋込穴Φ４０　埋込高Ｈ＝１００
クローム仕上
カバー：ガラス（透明・泡入）

半埋込型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１００４１

LGB11030.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（透明）

ＪＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１０３０

LGB11040.DXF

全高７００～１２００調節可能

カバー：ガラス（透明・泡入）

１００Ｖ配線ダクト用

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１０４０



LGB12103.DXF

ビーム角３０度タイプ
クローム仕上
ガラスカバー（透明・泡入）
ワイヤリングシステム（１２Ｖ）専用

ＩＬ３５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２１０３

LGB12151.DXF

ビーム角２０度タイプ
クローム仕上
ガラスカバー（乳白つや消し）
ワイヤリングシステム（１２Ｖ）専用

ＩＬ３５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２１５１

LGB12152.DXF

ビーム角２０度タイプ
クローム仕上
ワイヤリングシステム（１２Ｖ）専用
灯具回転可能型

ＩＬ３５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２１５２

LGB50001.DXF

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＩＬ５Ｗ×４　建築化照明

パナソニック　ＬＧＢ５０００１

LGB50002.DXF

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＩＬ５Ｗ×８　建築化照明

パナソニック　ＬＧＢ５０００２

LGB50003.DXF

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＩＬ５Ｗ×１２　建築化照明

パナソニック　ＬＧＢ５０００３

LGB50004.DXF

反射板（高反射白色粉体塗装）

ＩＬ５Ｗ×１６　建築化照明

パナソニック　ＬＧＢ５０００４

LGB50110.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
プリズムカバー付
反射板：（高反射白色粉体塗装）
建築化照明用
電球色（４個）

ＬＥＤ５．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ５０１１０

LGB50111.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
プリズムカバー付、送り用端子台付
反射板：（高反射白色粉体塗装）
建築化照明用
電球色（８個）

ＬＥＤ１０．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ５０１１１

LGB50113.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
プリズムカバー付、送り用端子台付
反射板：（高反射白色粉体塗装）
建築化照明用
電球色（１６個）

ＬＥＤ２１．６Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ５０１１３

LGB50150.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用
（ホワイト仕上）
建築化照明用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ５０１５０

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

LGB54120.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）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４１２０

LGB54121.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）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４１２１

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

LGB56010.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）

反射板：アルミ（銀色仕上）

ＪＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５６０１０

LGB56011.DXF

アルミダイカスト（ブラック）

反射板：アルミ（銀色仕上）

ＪＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５６０１１

LGB56012.DXF

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）

ＪＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ５６０１２

LGB70014.DXF

ポリカーボネート枠（透明つや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００１４

LGB70020.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝１３０
アルミ反射板（銀蒸着仕上）
アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００２０

LGB70022.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝１３０
アルミ反射板（銀蒸着仕上）
アルミダイカスト枠（シルバーメタリック）
ＳＧＩ形

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００２２



LGB70025.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝１３０
アルミ反射板（銀蒸着仕上）

アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００２５

LGB70027.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝１３０
アルミ反射板（銀蒸着仕上）
アルミダイカスト枠（シルバーメタリック）
ＳＧＩ形

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００２７

LGB70030.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４８
枠（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３０

LGB70031.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１５０
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）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３１

LGB70032.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４８
枠（シルバーメタリック）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３２

LGB70033.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１５０
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）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３３

LGB70034.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１５０
枠：ガラス（つや消し）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３４

LGB70036.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４８
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３６

LGB70038.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４８
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００３８

LGB70070.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝１３３
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００７０

LGB70072.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝１３３
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００７２

LGB70075.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝１３３
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００７５

LGB70076.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝１３３
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００７６

LGB70077.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝１３３
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
ＳＧＩ形

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００７７

LGB70080.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３２
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

電球色

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８０

LGB70081.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３２
枠：プラスチック（ブラックつや消し）

電球色

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８１

LGB70083.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３２
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

電球色・レンズ付

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８３

LGB70084.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３２
枠：プラスチック（ブラックつや消し）

電球色・レンズ付

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８４

LGB70086.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３２

枠：プラスチック（透明つや消し）
電球色

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８６

LGB70087.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色・レンズ付

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８７

LGB70088.DXF

埋込穴Φ４８　埋込高Ｈ＝３５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色・レンズ付

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００８８

LGB70096.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝２００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形

ＪＤ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００９６

LGB70098.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝２００
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

高気密ＳＧＩ形

ＪＤ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７００９８

LGB70120.DXF

埋込穴Φ８５　埋込Ｈ＝１０５
アルミ反射板（銀蒸着仕上）
アルミダイカスト枠（ホワイトつや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０１２０

LGB70122.DXF

埋込穴Φ８５　埋込Ｈ＝１０５
アルミ反射板（銀蒸着仕上）
アルミダイカスト枠（シルバーメタリック）

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０１２２



LGB70420.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２９
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４２０

LGB70422.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２９
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４２２

LGB70425.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２９
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
照射方向可動型
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４２５

LGB70427.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２９
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
照射方向可動型

高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４２７

LGB70430.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４８
枠（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４３０

LGB70432.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４８
枠（シルバーメタリック）
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４３２

LGB70434.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４９
枠：ガラス（つや消し）
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７０４３４

LGB71570.DXF

埋込穴８６×５７　埋込深Ｄ＝６４
Ｗ＝１０３　Ｈ＝１０３　出しろ８
ホワイト仕上
電球色・レンズ付

高出力ＬＥＤ２Ｗ×１　フットライト

パナソニック　ＬＧＢ７１５７０

LGB71583.DXF

埋込穴１７５×６０　埋込高さＨ＝９０
照射方向可動型
半埋込型
可動範囲３０度
アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ７１５８３

LGB71584.DXF

埋込穴１７５×６０　埋込高さＨ＝９０
照射方向可動型
半埋込型
可動範囲３０度

アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ７１５８４

LGB71640.DXF

埋込穴Φ８５　埋込Ｈ＝９９
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
パネル：ポリカーボネート（透明）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色（１個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６４０

LGB71642.DXF

埋込穴Φ８５　埋込Ｈ＝９９
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

高気密ＳＧＩ形
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色（１個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６４２

LGB71645.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６４５

LGB71647.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６４７

LGB71675.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９

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）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６７５

LGB71677.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９
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）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６７７

LGB71685.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝９９

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６８５

LGB71687.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝９９
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１６８７

LGB71740.DXF

埋込穴Φ８５　埋込Ｈ＝９９
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

１００％～０％調光可能、高気密ＳＧＩ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
パネル：ポリカーボネート（透明）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色（１個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７４０

LGB71742.DXF

埋込穴Φ８５　埋込Ｈ＝９９
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

１００％～０％調光可能、高気密ＳＧＩ形
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色（１個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７４２

LGB71745.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７４５

LGB71747.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
高気密ＳＧＩ形

電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７４７

LGB71775.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９
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）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７７５

LGB71777.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝８９

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）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
高気密ＳＧＩ形

電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７７７

LGB71785.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝９９
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７８５



LGB71787.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高さＨ＝９９
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：ポリカーボネート（透明）
高気密ＳＧＩ形

電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１７８７

LGB71920.DXF

埋込穴８５　埋込高Ｈ＝２００
内面パネル：ガラス（透明）

パネル：ポリカーボネート（プリズム）

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７１９２０

LGB72610.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
白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６１０

LGB72611.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　ＬＧＢ７２６１１

LGB72615.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

白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２６１５

LGB72616.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　ＬＧＢ７２６１６

LGB72651.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　ＬＧＢ７２６５１

LGB72656.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　ＬＧＢ７２６５６

LGB72661.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　ＬＧＢ７２６６１

LGB72666.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　ＬＧＢ７２６６６

LGB81501.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　ＬＧＢ８１５０１

LGB81502.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　ＬＧＢ８１５０２

LGB81561.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　ＬＧＢ８１５６１

LGB81562.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　ＬＧＢ８１５６２

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

LGB82521.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　ＬＧＢ８２５２１

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

LGB82551.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝１１０　出しろ１１０
アルミダイカスト（ホワイト）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５５１



LGB82552.DXF

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

ＪＤＲ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５５２

LGB84020.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）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０２０

LGB84021.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）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０２１

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

LGB84050.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

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０５０

LGB84051.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

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４０５１

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

LGK00101SK.DXF

シルバーメタリック仕上
プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＧＫ００１０１ＳＫ

LGK00102SK.DXF

シルバーメタリック仕上

プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＧＫ００１０２ＳＫ

LGK0010A.DXF

ホワイト仕上

配線ダクト

パナソニック　ＬＧＫ００１０２Ｗ

LGK0010Y.DXF

ホワイト仕上

配線ダクト

パナソニック　ＬＧＫ００１０１Ｗ

LGK00151.DXF

ホワイト仕上

１２Ｖ出力

ワイヤリングシステム電源ユニット

パナソニック　ＬＧＫ００１５１

LGK00152.DXF

ホワイト仕上

１２Ｖ出力

ワイヤリングシステム電源ユニット

パナソニック　ＬＧＫ００１５２

LGK00199.DXF

ホワイト仕上

電源コード

パナソニック　ＬＧＫ００１９９

LGW46100.DXF

カバー：アクリル（乳白）

ＬＥＤ２Ｗ　フットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１００

LGW46118.DXF

アルミダイカスト本体（オフブラック）
アクリルパネル（つや消し）
防雨型

ＬＥＤ３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１１８

LGW46119.DXF

アルミダイカスト本体（シルバーグレーメタリック）
アクリルパネル（つや消し）

防雨型

ＬＥＤ３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１１９

LGW46120.DXF

Ｗ＝７５　Ｈ＝７５　出しろ７８
アルミダイカスト本体（オフブラック）
アクリルパネル（つや消し）
防雨型

ＬＥＤ３Ｗ　表札灯

パナソニック　ＬＧＷ４６１２０



LGW46121.DXF

Ｗ＝７５　Ｈ＝７５　出しろ７８
アルミダイカスト本体（シルバーグレーメタリック）
アクリルパネル（つや消し）
防雨型

ＬＥＤ３Ｗ　表札灯

パナソニック　ＬＧＷ４６１２１

LGW46122.DXF

カバー：アクリル（つや消し）
枠：アルミダイカスト（オフブラック）

防雨型

ＬＥＤ２．１Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１２２

LGW46123.DXF

カバー：アクリル（つや消し）
枠：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
防雨型

ＬＥＤ２．１Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１２３

LGW46124.DXF

下面カバー：アクリル（つや消し）
枠：アルミダイカスト（オフブラック）

防雨型

ＬＥＤ２．１Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１２４

LGW46125.DXF

下面カバー：アクリル（つや消し）
枠：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
防雨型

ＬＥＤ２．１Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１２５

LGW46129.DXF

Ｗ＝１３５　Ｈ＝１３５　出しろ５４
カバー：ガラス（透明・内面つや消し）

電球色

高出力ＬＥＤ６Ｗ×４　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１２９

LGW46130.DXF

カバー：ガラス（透明・内面つや消し）

電球色

高出力ＬＥＤ６Ｗ×４　庭園灯

パナソニック　ＬＧＷ４６１３０

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

LGW46701.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　ＬＧＷ４６７０１

LGW46703.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　ＬＧＷ４６７０３

LGW46712.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　ＬＧＷ４６７１２

LGW46721.DXF

照射方向可動型

可動範囲上下９０度
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　ＬＧＷ４６７２１

LGW46722.DXF

照射方向可動型

可動範囲上下９０度
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　ＬＧＷ４６７２２

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

LGW80010.DXF

ステンレス本体
ステンレス枠
強化パネル：ガラス（透明）

ＪＤＲ４０Ｗ×１　アッパーライト

パナソニック　ＬＧＷ８００１０

LGW81501.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　ＬＧＷ８１５０１

LGW81502.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　ＬＧＷ８１５０２

LGW81503.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　ＬＧＷ８１５０３

LGW81561.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　ＬＧＷ８１５６１

LGW81562.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　ＬＧＷ８１５６２

LGW81563.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　ＬＧＷ８１５６３

LGW86000.DXF

カバー：アクリル（乳白・一部透明）

ＩＬ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６０００



LGW86001.DXF

カバー：アクリル（乳白・一部透明）

ＩＬ２５Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６００１

LGW86010.DXF

カバー：アクリル（ホワイト・一部透明）

ＩＬ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６０１０

LGW86011.DXF

カバー：アクリル（ホワイト・一部透明）

ＩＬ２５Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６０１１

LGW86220B.DXF

Ｗ＝８８　Ｈ＝８８　出しろ１６７
ミラー：アルミ（鏡面仕上・ホワイト）
アルミダイカスト（オフブラック）
電球色

防雨型

高出力ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２２０Ｂ

LGW86220S.DXF

Ｗ＝８８　Ｈ＝８８　出しろ１６７
ミラー：アルミ（鏡面仕上・ホワイト）

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２２０Ｓ

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

LGW86275B.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
下面パネル：ガラス（透明）

ＪＤＲ６５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２７５Ｂ

LGW86275S.DXF

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
下面パネル：ガラス（透明）

ＪＤＲ６５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２７５Ｓ

LGW86275W.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）

下面パネル：ガラス（透明）

ＪＤＲ６５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２７５Ｗ

LGW86280.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝３１０　出しろ３２３

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
グローブ：ガラス（つや消し）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ８６２８０

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

LGWC86467BK.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１１５　出しろ１５５
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
段調光省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４６７ＢＫ

LGWC86467SK.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１１５　出しろ１５５

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

段調光省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４６７ＳＫ

LGWC86467WK.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１１５　出しろ１５５

本体：アルミダイカスト（ホワイト）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４６７ＷＫ

LGWC86468BK.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１１５　出しろ１５５
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
段調光省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４６８ＢＫ

LGWC86468SK.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１１５　出しろ１５５

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

段調光省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４６８ＳＫ

LGWC86468WK.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１１５　出しろ１５５

本体：アルミダイカスト（ホワイト）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４６８ＷＫ

NNN28003K.DXF

電源ユニット

パナソニック　ＮＮＮ２８００３Ｋ

SF320.DXF

カバー：ガラス（透明・内面つや消し）
フットスイッチ付
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３２０

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

SF361.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）
電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　ホリゾンタルライト

パナソニック　ＳＦ３６１

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

SF930.DXF

回転方向３５０度

クローム仕上
上面パネル：アクリル（乳白）

カバー：アクリル（乳白）
照射方向可動型

ＩＬ５７Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ９３０

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

XLGE721.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）

片側配光タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７２１

XLGE722.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）

両側配光タイプ

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＬＧＥ７２２

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

XLGE731.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ＸＬＧＥ７３１

XLGE732.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ＸＬＧＥ７３２

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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