
HED1001CE.DXF

セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１００１ＣＥ

HED1002E.DXF

ペールゴールド仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１００２Ｅ

HED1004E.DXF

ブラックレザーサテン仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１００４Ｅ

HED1006E.DXF

金色つや消し仕上

木製（ミディアムオーク調仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１００６Ｅ

HED1025E.DXF

木製（ダークチェリー仕上）

金色古味仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２５Ｅ

HED1026EP.DXF

プルスイッチ付
ホワイト仕上
セード：プラスチック（乳白）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２６ＥＰ

HED1028EP.DXF

プルスイッチ付
金色仕上
セード：プラスチック（乳白）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２８ＥＰ

HED1054E.DXF

ライトナチュラル仕上
セード：ガラス（透明・乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０５４Ｅ

HED1056E.DXF

ダークブラウン仕上
セード：ガラス（透明・乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０５６Ｅ

HED1059SE.DXF

シルバーメタリック仕上
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０５９ＳＥ

HED1059WE.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０５９ＷＥ

HED1061E.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（透明・乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０６１Ｅ

HED1062E.DXF

クローム仕上
セード：ガラス（透明・乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０６２Ｅ

HED1064E.DXF

ホワイト仕上

セード：クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０６４Ｅ

HED1067E.DXF

昇降器付
ホワイト仕上

セード：クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０６７Ｅ

HED1068E.DXF

昇降器付
金色仕上

セード：クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０６８Ｅ

HED1088EP.DXF

スイッチ付、電源用コード１ｍ付、昇降器付
（ホワイトつや消し仕上）
セード：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０８８ＥＰ

HED1096E.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０９６Ｅ

HED1097E.DXF

木製（ライトナチュラル仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０９７Ｅ

HED1098E.DXF

木製（ミディアムオーク調仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０９８Ｅ

HED1113E.DXF

コードハンガー付

セード：織和紙
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１１３Ｅ

HED1130E.DXF

（アンティークゴールド仕上）
（ホワイトさび風仕上）
セード：ガラス（スカボ風仕上）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１３０Ｅ

HED1230E.DXF

コードクリップ付

（アンティークゴールド仕上）
（ホワイトさび風仕上）
セード：ガラス（スカボ風仕上）
１００Ｖ配線ダクト用

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２３０Ｅ

HED2025EP.DXF

セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０２５ＥＰ

HED2026EP.DXF

木製（バーチ調仕上）
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０２６ＥＰ



HED2027EP.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０２７ＥＰ

HED2075EP.DXF

昇降器付
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０７５ＥＰ

HED2076EP.DXF

昇降器付
木製（バーチ調仕上）
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０７６ＥＰ

HED2077EP.DXF

昇降器付
木製（ダークブラウン仕上）
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０７７ＥＰ

HED3020E.DXF

セード：布（アイボリー・プリーツ加工）

下面パネル付
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ３０２０Ｅ

HED3030CEP.DXF

プルスイッチ付
クローム仕上

木製（ダークブラウン仕上）
パネル：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ１０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ３０３０ＣＥＰ

HEM3031KCE.DXF

金色つや消し仕上
セード：ガラス（つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＨＥＭ３０３１ＫＣＥ

HFD1700SE.DXF

本体（シルバーメタリック）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１７００ＳＥ

HFD1700WE.DXF

本体（ホワイト）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１７００ＷＥ

HFD2611K.DXF

シルバーメタリック仕上
メイプル調仕上
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
１００～３５％調光可能

ＦＨＦ３２×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２６１１Ｋ

HFD2612K.DXF

シルバーメタリック仕上

ダークブラウン木調仕上
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
１００～３５％調光可能

ＦＨＦ３２×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２６１２Ｋ

HFD2674E.DXF

パネル：アクリル（乳白）
木製（アルダー）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２６７４Ｅ

HFD4003EP.DXF

クロームメッキ仕上
木製飾り（ミディアムオーク調仕上）
セード：アクリル（乳白）

ＦＨＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ４００３ＥＰ

HFD4040EP.DXF

ホワイト仕上
セード：アクリル（乳白）

ＦＨＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ４０４０ＥＰ

HFD6032EP.DXF

蓄光スイッチつまみ付

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・蓄光模様入り）

プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６０３２ＥＰ

HFD7058.DXF

上面カバー（乳白）
カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７０５８

HFD7081.DXF

上面カバー（乳白）
クローム飾り
カバー：高拡散アクリル（乳白）

長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７０８１

HGD1001BE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００１ＢＥ

HGD1001WE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００１ＷＥ

HGD1002BE.DXF

パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ブラックつや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００２ＢＥ

HGD1002WE.DXF

パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ホワイトつや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００２ＷＥ

HGD1011BKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）

マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１１ＢＫＥ

HGD1011WKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）

マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１１ＷＫＥ

HGD1012BKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ブラックつや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１２ＢＫＥ

HGD1012WKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ホワイトつや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１２ＷＫＥ



HGD1021BE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２１ＢＥ

HGD1021WE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２１ＷＥ

HGD1022BE.DXF

パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ブラックつや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２２ＢＥ

HGD1022WE.DXF

パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ホワイトつや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２２ＷＥ

HGD1031BKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００

半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０３１ＢＫＥ

HGD1031WKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００

半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０３１ＷＫＥ

HGD1032BKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ブラックつや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０３２ＢＫＥ

HGD1032WKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
セード：プラスチック（ホワイトつや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０３２ＷＫＥ

HGD1041BKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００

半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０４１ＢＫＥ

HGD1041WKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００

半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０４１ＷＫＥ

HGD1051BE.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０５１ＢＥ

HGD1051WE.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０５１ＷＥ

HGD1061BE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０６１ＢＥ

HGD1061WE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０６１ＷＥ

HGD1081BE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０８１ＢＥ

HGD1081WE.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０８１ＷＥ

HGD1091BKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）

マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０９１ＢＫＥ

HGD1091WKE.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ
カバー：アクリル（乳白つや消し）

マット敷き工法対応型
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０９１ＷＫＥ

HGD1996E.DXF

クローム仕上
カバー：布（ウォームグレー・プリーツ加工）
セード：布（ブラック・プリーツ加工）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１９９６Ｅ

HGM6193E.DXF

ホワイトブロンズ仕上
ブラックニッケル仕上
セード：ガラス（乳白）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×６　シャンデリア

パナソニック　ＨＧＭ６１９３Ｅ

HNF11501E.DXF

フランジ直付タイプ
引掛シーリング方式

コード収納型
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５０１Ｅ

HNF11700E.DXF

埋込穴Φ７０

フランジ直付タイプ
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１７００Ｅ

HNF21500WE.DXF

引掛シーリング方式

コード収納型フランジ
セード：布（白）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５００ＷＥ

HNF21700E.DXF

埋込穴Φ７０
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１７００Ｅ

HNL16073.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：ガラス（透明カットガラス）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０７３



HNL16193.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１９３

LB12503.DXF

クローム仕上
セード：ガラス（透明・リブ入り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５０３

LB12514.DXF

クローム仕上
セード：ガラス（透明・泡入）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５１４

LB12558.DXF

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５５８

LB12603.DXF

幅Φ１０１・高１４８・全高１０００・重０．７ｋｇ
セード：ガラス（透明・リブ入り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６０３

LB12614.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（透明・泡入）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６１４

LB12658.DXF

コードクリップ付
（ブラックちぢみ仕上）
セード：ガラス（乳白・透明模様入り）

１００Ｖ配線ダクト用

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６５８

LB12687.DXF

セード：白磁（すかし磁器）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６８７

LB13263.DXF

金色古味仕上
セード：ガラス（つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３２６３

LB13295.DXF

金色つや消し仕上
セード：ガラス（つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３２９５

LB14007.DXF

パネル：木製（バーチ調仕上）

セード：ガラス

ＬＤＳ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１４００７

LB14074.DXF

枠：木製（アルダー）
本体（シルバーメタリック）

ＩＬ４０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１４０７４

LB17388.DXF

全高６００～１５００調節可能
陶器（ホワイト）
金色つや消し仕上

セード：ガラス（乳白つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１７３８８

LB19187.DXF

セード：白磁（すかし磁器）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１８７

LB19304.DXF

全高２０００
クローム仕上
本革（ブラック）

セード：ガラス（乳白つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９３０４

LB19900.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＬＥＤ　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９９００

LGB10290.DXF

クリスタルガラス（透明）
クローム仕上
セード：布（グレイッシュパープル）

ＩＬ４０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０２９０

LGB10911LE1.DXF

カバー：樹脂（ホワイト）

電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１１ＬＥ１

LGB10912LE1.DXF

カバー：樹脂（ライトナチュラル仕上）

電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１２ＬＥ１

LGB10913LE1.DXF

カバー：樹脂（ミディアムオーク調仕上）
電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１３ＬＥ１

LGB10914LE1.DXF

カバー：樹脂（ダークブラウン仕上）
電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１４ＬＥ１

LGB11911LE1.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
カバー：樹脂（ホワイト）

電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１１ＬＥ１

LGB11912LE1.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

カバー：樹脂（ライトナチュラル）
電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１２ＬＥ１

LGB11913LE1.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

カバー：樹脂（ミディアムオーク）
電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１３ＬＥ１

LGB11914LE1.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
カバー：樹脂（ダークブラウン）

電球色ＬＥＤ（４個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１４ＬＥ１



LGB19599.DXF

木製（ブラック仕上）

クリスタルガラス（透明）
ガラスパイプ（透明）
クローム仕上

ＩＬ４０Ｗ×５　シャンデリア

パナソニック　ＬＧＢ１９５９９

LGB82590.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝２２６　出しろ１８８
クリスタルガラス（透明）
クローム仕上

セード：布（グレイッシュパープル）

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５９０

LGB82599.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１７７　出しろ１３１
クリスタルガラス（透明）
ガラスパイプ（透明）

クローム仕上

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２５９９

LK04160.DXF

ホワイト仕上

ペンダントサポーター

パナソニック　ＬＫ０４１６０

LK04162.DXF

ホワイト仕上

ペンダントサポーター

パナソニック　ＬＫ０４１６２

LT14306.DXF

ガラスビーズ（透明）
クローム仕上
セード：クリスタルガラス（透明）

ＬＤＳ４０Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＬＴ１４３０６

LT14346.DXF

ガラス飾り（アンバー）
アンティークゴールド仕上
ダークブラウン仕上
セード：ガラス（アンバー・スカボ風仕上）

ＩＬ５７Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＬＴ１４３４６
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