
HD2001.DXF

木製（ブラック）
ピアノライト

ＦＬ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＤ２００１

HD8003S.DXF

シルバーメタリック仕上

ＦＣＬ４０Ｗ＋３２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＨＤ８００３Ｓ

HD8003W.DXF

ホワイト仕上

ＦＣＬ４０Ｗ＋３２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＨＤ８００３Ｗ

HD8251.DXF

クローム仕上
セード：プラスチック（透明つや消し）

プルスイッチ付

ＦＣＬ４０＋３２Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＤ８２５１

HED1001C.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　ＨＥＤ１００１Ｃ

HED1002.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　ＨＥＤ１００２

HED1004.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　ＨＥＤ１００４

HED1006.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　ＨＥＤ１００６

HED1009.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１００９

HED1012.DXF

セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０１２

HED1014.DXF

クローム仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ\U+00D7１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０１４

HED1015.DXF

クローム仕上

セード：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　ＨＥＤ１０１５

HED1016.DXF

金色古味仕上
木製（オーク）
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　ＨＥＤ１０１６

HED1017.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
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　ＨＥＤ１０１７

HED1020.DXF

セード　：強化和紙
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２０

HED1021.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２１

HED1022.DXF

セード：ガラス（つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２２

HED1023.DXF

ダークブラウン仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０２３

HED1025.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　ＨＥＤ１０２５

HED1026.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　ＨＥＤ１０２６

HED1028.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　ＨＥＤ１０２８

HED1031.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（透明）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０３１

HED1032.DXF

乳白仕上
ホワイト
セード：ガラス（透明）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０３２

HED1034C.DXF

セード：白磁（すかし磁器）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０３４Ｃ

HED1035C.DXF

セード：白磁（すかし磁器）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０３５Ｃ



HED1036C.DXF

セード：白磁（すかし磁器）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０３６Ｃ

HED1042.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（透明）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０４２

HED1044.DXF

クローム仕上
セード：ガラス（透明・一部リブ入り）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０４４

HED1045.DXF

ホワイト仕上

セード：ガラス（透明・一部リブ入り・一部白色塗装）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０４５

HED1046.DXF

ブラック仕上
セード：ガラス（スモーク・一部リブ入り）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０４６

HED1054.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　ＨＥＤ１０５４

HED1055.DXF

ミディアムオーク調仕上
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　ＨＥＤ１０５５

HED1056.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　ＨＥＤ１０５６

HED1059S.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　ＨＥＤ１０５９Ｓ

HED1059W.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０５９Ｗ

HED1061.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　ＨＥＤ１０６１

HED1062.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　ＨＥＤ１０６２

HED1064.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　ＨＥＤ１０６４

HED1066.DXF

セード：布（葦糸入り）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０６６

HED1067.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　ＨＥＤ１０６７

HED1068.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　ＨＥＤ１０６８

HED1079.DXF

カバー：和紙（貝殻粉入り）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０７９

HED1081.DXF

木製（バーチ調仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０８１

HED1082.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０８２

HED1085.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　ＨＥＤ１０８５

HED1088.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　ＨＥＤ１０８８

HED1089.DXF

木製（ライトナチュラル仕上・一部ブラック仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０８９

HED1096.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　ＨＥＤ１０９６

HED1097.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　ＨＥＤ１０９７

HED1098.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　ＨＥＤ１０９８



HED1108.DXF

セード：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１０８

HED1113.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　ＨＥＤ１１１３

HED1130.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　ＨＥＤ１１３０

HED1159S.DXF

シルバーメタリック仕上
電球色

ＥＦＧ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１５９Ｓ

HED1159W.DXF

ホワイト仕上

電球色

ＥＦＧ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１５９Ｗ

HED1161.DXF

（ホワイト仕上）
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１６１

HED1172.DXF

（ペールゴールドつや消し仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１７２

HED1174.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

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１７４

HED1176.DXF

（ミディアムオーク調仕上）

（金色つや消し仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１７６

HED1177.DXF

セード：白磁（すかし磁器）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１７７

HED1178.DXF

セード：陶器（外面黒鉄釉・内面粉引）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１７８

HED1179.DXF

セード：陶器（外面粉引・内面粉引）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１７９

HED1208.DXF

コードクリップ付
セード：アクリル（乳白つや消し）

１００Ｖ配線ダクト用
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２０８

HED1209.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２０９

HED1212.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２１２

HED1214.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
クローム仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２１４

HED1221.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２２１

HED1223.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
ダークブラウン仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２２３

HED1230.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　ＨＥＤ１２３０

HED1231.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
ホワイト仕上
セード：ガラス（透明）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２３１

HED1232.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

乳白仕上
ホワイト
セード：ガラス（透明）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２３２

HED1242.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
クローム仕上
セード：ガラス（透明）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２４２

HED1244.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
クローム仕上
セード：ガラス（透明・一部リブ入り）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２４４

HED1245.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

ホワイト仕上

セード：ガラス（透明・一部リブ入り・一部白色塗装）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２４５

HED1246.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
ブラック仕上
セード：ガラス（スモーク・一部リブ入り）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２４６



HED1261.DXF

コードクリップ付
（ホワイト仕上）
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２６１

HED1272.DXF

コードクリップ付
（ペールゴールドつや消し仕上）

セード：ガラス（乳白つや消し）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２７２

HED1274.DXF

コードクリップ付
（ブラックレザーサテン仕上）

セード：ガラス（乳白つや消し）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２７４

HED1276.DXF

コードクリップ付
（ミディアムオーク調仕上）
（金色つや消し仕上）

セード：ガラス（乳白つや消し）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２７６

HED1277.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：白磁（すかし磁器）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２７７

HED1278.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：陶器（外面黒鉄釉・内面粉引）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２７８

HED1279.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：陶器（外面粉引・内面粉引）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２７９

HED1281.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

木製（バーチ調仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２８１

HED1282.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

木製（ダークブラウン仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２８２

HED1289.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
木製（ライトナチュラル仕上・一部ブラック仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２８９

HED2015.DXF

クローム仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ２０１５

HED2025.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　ＨＥＤ２０２５

HED2026.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　ＨＥＤ２０２６

HED2027.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　ＨＥＤ２０２７

HED2075.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　ＨＥＤ２０７５

HED2076.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　ＨＥＤ２０７６

HED2077.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　ＨＥＤ２０７７

HED3020.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　ＨＥＤ３０２０

HED3030C.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　ＨＥＤ３０３０Ｃ

HED6020C.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

ＥＦＤ２５Ｗ×６　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ６０２０Ｃ

HEM3031KC.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　ＨＥＭ３０３１ＫＣ

HFD1700S.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　ＨＦＤ１７００Ｓ

HFD1700W.DXF

本体（ホワイト）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１７００Ｗ

HFD1719.DXF

ホワイト仕上
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１７１９

HFD1770.DXF

セード：アルミ（オフホワイト）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１７７０



HFD2000.DXF

シルバーメタリック仕上
パネル：アクリル（透明）
カバー：ポリカーボネート（乳白つや消し）
セード：アクリル（透明・一部乳白）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２０００

HFD2001.DXF

ホワイト仕上
カバー：ポリカーボネート（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２００１

HFD2610K.DXF

ホワイト仕上
ホワイト木調仕上
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　ＨＦＤ２６１０Ｋ

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

HFD2650.DXF

全高５００～３０００調節可能

カバー：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

１００～３５％調光可

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２６５０

HFD2651.DXF

全高５００～３０００調節可能
カバー：アクリル（透明つや消し）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２６５１

HFD2660.DXF

カバー：アクリル（乳白・一部透明）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ２６６０

HFD2674.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　ＨＦＤ２６７４

HFD4003.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　ＨＦＤ４００３

HFD4040.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　ＨＦＤ４０４０

HFD6030.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）
プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６０３０

HFD6032.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　ＨＦＤ６０３２

HFD6035.DXF

蓄光スイッチつまみ付
セード：プラスチック（乳白）

プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６０３５

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

HFD7086.DXF

上面カバー（乳白）
カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７０８６

HFD8000C.DXF

上面カバー（乳白）

カバー：アクリル（乳白）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８０００Ｃ

HFD8086.DXF

上面カバー（乳白）
カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８０８６

HGD1001B.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　ＨＧＤ１００１Ｂ

HGD1001W.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　ＨＧＤ１００１Ｗ

HGD1002B.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　ＨＧＤ１００２Ｂ

HGD1002W.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　ＨＧＤ１００２Ｗ

HGD1003B.DXF

カバー：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

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００３Ｂ

HGD1003W.DXF

カバー：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

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００３Ｗ



HGD1004B.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
セード：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００４Ｂ

HGD1004W.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
セード：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１００４Ｗ

HGD1011BK.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　ＨＧＤ１０１１ＢＫ

HGD1011WK.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　ＨＧＤ１０１１ＷＫ

HGD1012BK.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　ＨＧＤ１０１２ＢＫ

HGD1012WK.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　ＨＧＤ１０１２ＷＫ

HGD1013BK.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）
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

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１３ＢＫ

HGD1013WK.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）
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

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１３ＷＫ

HGD1014BK.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）
セード：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１４ＢＫ

HGD1014WK.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）
セード：アクリル（乳白つや消し）
マット敷き工法対応型
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０１４ＷＫ

HGD1021B.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　ＨＧＤ１０２１Ｂ

HGD1021W.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　ＨＧＤ１０２１Ｗ

HGD1022B.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　ＨＧＤ１０２２Ｂ

HGD1022W.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　ＨＧＤ１０２２Ｗ

HGD1023B.DXF

カバー：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

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２３Ｂ

HGD1023W.DXF

カバー：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

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２３Ｗ

HGD1024B.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）

セード：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２４Ｂ

HGD1024W.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）

セード：アクリル（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０２４Ｗ

HGD1031BK.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　ＨＧＤ１０３１ＢＫ

HGD1031WK.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　ＨＧＤ１０３１ＷＫ

HGD1032BK.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　ＨＧＤ１０３２ＢＫ

HGD1032WK.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　ＨＧＤ１０３２ＷＫ

HGD1033BK.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）
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

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０３３ＢＫ

HGD1033WK.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）
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

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０３３ＷＫ

HGD1041BK.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　ＨＧＤ１０４１ＢＫ



HGD1041WK.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　ＨＧＤ１０４１ＷＫ

HGD1043B.DXF

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）
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０４３Ｂ

HGD1043W.DXF

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）
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０４３Ｗ

HGD1051B.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　ＨＧＤ１０５１Ｂ

HGD1051W.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　ＨＧＤ１０５１Ｗ

HGD1053B.DXF

埋込穴Φ７０　埋込高さＨ＝１００

半埋込型
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）
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０５３Ｂ

HGD1053W.DXF

埋込穴Φ７０　埋込高さＨ＝１００

半埋込型
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）
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０５３Ｗ

HGD1061B.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　ＨＧＤ１０６１Ｂ

HGD1061W.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　ＨＧＤ１０６１Ｗ

HGD1081B.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　ＨＧＤ１０８１Ｂ

HGD1081W.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　ＨＧＤ１０８１Ｗ

HGD1083B.DXF

コードハンガー付
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）
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０８３Ｂ

HGD1083W.DXF

コードハンガー付コードハンガー付
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）
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０８３Ｗ

HGD1091BK.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　ＨＧＤ１０９１ＢＫ

HGD1091WK.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　ＨＧＤ１０９１ＷＫ

HGD1093BK.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ
１００～１５％調光可能

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

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０９３ＢＫ

HGD1093WK.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
半埋込型フランジ
１００～１５％調光可能

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

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１０９３ＷＫ

HGD1996.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　ＨＧＤ１９９６

HGM6193.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　ＨＧＭ６１９３

HM270WT.DXF

セード：アルミ（オフホワイト）

ＦＬ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＭ２７０ＷＴ

HNB10130.DXF

水平天井専用
セード：アルミ（ダークグレーメタリック）

本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＢ１０１３０

HNF11500B.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（透明黒・内面消し仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５００Ｂ

HNF11500C.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（内面消し仕上）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５００Ｃ

HNF11500G.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（透明緑・内面消し仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５００Ｇ

HNF11500R.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（透明赤・内面消し仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５００Ｒ



HNF11501.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　ＨＮＦ１１５０１

HNF11700.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　ＨＮＦ１１７００

HNF21500B.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：布（黒）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５００Ｂ

HNF21500W.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　ＨＮＦ２１５００Ｗ

HNF21501B.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：布（黒）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５０１Ｂ

HNF21501W.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　ＨＮＦ２１５０１Ｗ

HNF21502B.DXF

引掛シーリング方式

コード収納型フランジ
セード：布（黒）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５０２Ｂ

HNF21502W.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　ＨＮＦ２１５０２Ｗ

HNF21503W.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

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５０３Ｗ

HNF21504B.DXF

引掛シーリング方式

コード収納型フランジ
セード：布（黒・内面柄）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５０４Ｂ

HNF21504W.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・内面柄）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５０４Ｗ

HNF21505.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

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２１５０５

HNF21700.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　ＨＮＦ２１７００

HNF23500B.DXF

下面パネル付

セード：布（黒）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２３５００Ｂ

HNF23500W.DXF

下面パネル付

セード：布（白）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ２３５００Ｗ

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

HNL16114.DXF

フランジ埋込タイプ
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　ＨＮＬ１６１１４

HNL16117J.DXF

フランジ埋込タイプ
セード：ガラス（オレンジつや消し仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１１７Ｊ

HNL16117W.DXF

フランジ埋込タイプ
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　ＨＮＬ１６１１７Ｗ

HNL16118W.DXF

フランジ埋込タイプ
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　ＨＮＬ１６１１８Ｗ

HNL16126.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１２６

HNL16126B.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１２６Ｂ

HNL16128D.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（ブルーつや消し仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１２８Ｄ

HNL16128G.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（グリーンつや消し仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１２８Ｇ

HNL16128J.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（オレンジつや消し仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１２８Ｊ



HNL16128W.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　ＨＮＬ１６１２８Ｗ

HNL16130.DXF

水平天井専用
セード：アルミ（ダークグレーメタリック）
本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１３０

HNL16139.DXF

水平天井専用
下面パネル：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

ＪＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６１３９

HNL16144.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　ＨＮＬ１６１４４

HNL16147.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　ＨＮＬ１６１４７

HNL16149.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　ＨＮＬ１６１４９

HNL16163.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　ＨＮＬ１６１６３

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

HNL16198.DXF

フランジ埋込タイプ
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　ＨＮＬ１６１９８

HNL16209.DXF

フランジ埋込タイプ
水平天井専用
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：アクリル（透明）

Ｊ１２Ｖ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２０９

HNL16226.DXF

フランジ埋込タイプ

水平天井専用
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：木製（ウォールナット）

Ｊ１２Ｖ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２２６

HNL16227.DXF

フランジ埋込タイプ

水平天井専用
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：木製（ウォールナット）

Ｊ１２Ｖ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２２７

HNL16256.DXF

フランジ埋込タイプ
水平天井専用
ミラー：ダイクールＳミラー

セード：ガラス（透明波目模様）

Ｊ１２Ｖ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２５６

HNL16257.DXF

フランジ埋込タイプ
水平天井専用
ミラー：ダイクールＳミラー

セード：ガラス（透明リブ入り）

Ｊ１２Ｖ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２５７

HNL16258.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
スリットタイプ
セード（内）：アルミ（鏡面仕上）
セード（外）：アクリル（内面ハーフミラー仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２５８

HNL16259.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
ドットタイプ
セード（内）：アルミ（鏡面仕上）
セード（外）：アクリル（内面ハーフミラー仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２５９

HNL16298.DXF

フランジ埋込タイプ
水平天井専用
セード：ガラス（乳白つや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ２０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６２９８

HNL16565.DXF

引掛シーリング方式

コード収納型フランジ
カバー：アクリル（透明）

セード：アクリル強化和紙

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６５６５

HNL16566.DXF

引掛シーリング方式

コード収納型フランジ
カバー：アクリル（透明）

セード：和紙

ＩＬ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６５６６

HNL16567.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ

カバー：アクリル（透明）
セード：アクリル強化突き板（ブビンガ）

ＩＬ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６５６７

HNL16568.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
カバー：アクリル（透明）
セード：アクリル強化突き板（メイプル）

ＩＬ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６５６８

HNL46139.DXF

Ｕキャップ付
スイッチ付
下面パネル：ガラス（乳白つや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

ＪＤ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＨＮＬ４６１３９

HNL80139.DXF

Ｗ＝２６０　Ｈ＝７３　出しろ１３１
下面パネル：ガラス（乳白つや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ダークグレーメタリック）

ＪＤ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８０１３９

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

LB12512.DXF

ホワイトブロンズ仕上

セード：ガラス（透明模様入り）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５１２



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

LB12528.DXF

木製飾り（チョコブラウン仕上）
木製（ライトナチュラル仕上）
セード：ガラス（乳白つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５２８

LB12535.DXF

ガラスビーズ（透明）

ホワイト仕上

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５３５

LB12536.DXF

ガラスビーズ（レッド）
ブラック仕上

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５３６

LB12554.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５５４

LB12558.DXF

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２５５８

LB12602.DXF

クローム仕上

ガラスセード（乳白）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６０２

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

LB12610.DXF

ホワイト木調仕上

セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＩＬ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６１０

LB12611.DXF

メイプル調仕上

セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＩＬ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６１１

LB12612.DXF

ホワイトブロンズ仕上

セード：ガラス（透明模様入り）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６１２

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

LB12628.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）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６２８

LB12638.DXF

クローム仕上

ガラスセード（乳白つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６３８

LB12640.DXF

ダークブラウン木調仕上

セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＩＬ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６４０

LB12654.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２６５４

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

LB13024.DXF

セード：アクリル（乳白つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３０２４

LB13045KC.DXF

ホワイト仕上
セード：クリーンアクリル（乳白つや消し）
プルスイッチ付

ＥＦＡ２５Ｗ×１＋ＩＬ４０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３０４５ＫＣ

LB13210.DXF

全高８００～２２００調節可能
ホワイト木調仕上
セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＬＲ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３２１０

LB13211.DXF

全高８００～２２００調節可能
メイプル調仕上
セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＬＲ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３２１１

LB13214.DXF

金色古味仕上

セード：ガラス（乳白つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３２１４

LB13240.DXF

ダークブラウン木調仕上
セード：ガラス（透明・一部つや消し）

ＩＬ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１３２４０

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

LB14014.DXF

シルバー仕上

ローズウッド調仕上

ＩＬ４０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１４０１４

LB14050.DXF

全高７００～１２００調節可能
セード：アクリル（乳白）

ＩＬ５７Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１４０５０

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

LB17205.DXF

シルバーメタリック仕上
セード：ガラス（つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１７２０５

LB17314.DXF

金色古味仕上

セード：ガラス（乳白つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＬＢ１７３１４

LB17338.DXF

全高２０００
クローム仕上
木製（ライトナチュラル仕上）

ガラスセード（乳白つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＬＢ１７３３８

LB17339.DXF

全高２０００
クローム仕上
木製（ダークブラウン仕上）

ガラスセード（乳白つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＬＢ１７３３９

LB17361.DXF

セード：ガラス（乳白つや消し）

本体（クロームメッキ仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１７３６１

LB17382.DXF

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　ＬＢ１７３８２

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

LB17390.DXF

アンティークブラウン仕上

セード：ガラス（スカボ風仕上）

ＩＬ５７Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１７３９０

LB17391.DXF

アンティークブラック仕上

セード：ガラス（スカボ風仕上）

ＩＬ５７Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１７３９１

LB18113.DXF

シルバーメタリック仕上

ＩＬ５０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１１３

LB18114.DXF

シルバーメタリック仕上

ＩＬ５０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１１４

LB18120.DXF

ホワイト仕上

セード：ガラス（透明）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１２０

LB18121.DXF

ホワイト仕上

セード：ガラス（透明）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１２１

LB18122.DXF

シルバーメタリック仕上

セード：ガラス（透明）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１２２

LB18123.DXF

シルバーメタリック仕上

セード：ガラス（透明）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１２３

LB18124.DXF

真ちゅう色ヘアライン仕上

セード：ガラス（透明）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１２４

LB18125.DXF

真ちゅう色ヘアライン仕上

セード：ガラス（透明）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１８１２５

LB19113.DXF

ダークブラウン仕上

セード：ガラス（透明・泡入）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１１３

LB19122.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（乳白）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１２２

LB19123.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

ダークブラウン仕上

セード：ガラス（透明・泡入）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１２３



LB19133.DXF

ブラック仕上
セード：ガラス（透明・泡入）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１３３

LB19138.DXF

クローム仕上
ガラスセード（乳白つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１３８

LB19143.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

ブラック仕上
セード：ガラス（透明・泡入）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９１４３

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

LB19282.DXF

クローム仕上

セード：ガラス（つや消し・リブ入り）

ＩＬ６０Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１９２８２

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

LB56225.DXF

ホワイト仕上
セード：アクリル（乳白つや消し）

ＩＬ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ５６２２５

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

LGB10295.DXF

ガラス：クリスタル（透明）
クローム仕上

ＪＤ２５Ｗ×５　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０２９５

LGB10900.DXF

埋込穴Φ７５

ホワイト仕上

電球色

高出力ＬＥＤ１７．５Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９００

LGB10901R.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（レッド）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９０１Ｒ

LGB10901S.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９０１Ｓ

LGB10901W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９０１Ｗ

LGB10902R.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
コード１４０ｃｍ収納可能
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（レッド）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９０２Ｒ

LGB10902S.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
コード１４０ｃｍ収納可能
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９０２Ｓ

LGB10902W.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
コード１４０ｃｍ収納可能
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９０２Ｗ

LGB10911.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　ＬＧＢ１０９１１

LGB10912.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　ＬＧＢ１０９１２

LGB10913.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　ＬＧＢ１０９１３

LGB10914.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　ＬＧＢ１０９１４

LGB10915.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面カバー付
本体：アルミダイカスト（ホワイト）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１５

LGB10916.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面カバー付
本体：アルミダイカスト（ペールゴールド）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１６

LGB10917.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１７

LGB10918.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：ガラス
本体：アルミダイカスト（ペールゴールド）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９１８



LGB10921.DXF

ホワイト仕上

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ１２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９２１

LGB10922.DXF

ライトナチュラル仕上

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ１２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９２２

LGB10924.DXF

ダークブラウン仕上

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ１２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９２４

LGB10931.DXF

ホワイト仕上

電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１８Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９３１

LGB10932.DXF

ライトナチュラル仕上

電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１８Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９３２

LGB10934.DXF

ダークブラウン仕上

電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１８Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９３４

LGB10972S.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（シルバーメタリック仕上）
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９７２Ｓ

LGB10972W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（ホワイト仕上）
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９７２Ｗ

LGB10973S.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（シルバーメタリック仕上）
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
電球色（３個）

ＬＥＤ２１．３Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９７３Ｓ

LGB10973W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（ホワイト仕上）
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
電球色（３個）

ＬＥＤ２１．３Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９７３Ｗ

LGB10982B.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

コード１４０ｃｍ収納可能
マット敷き工法対応型
パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８２Ｂ

LGB10982W.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

コード１４０ｃｍ収納可能
マット敷き工法対応型
パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８２Ｗ

LGB10983B.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

コード１４０ｃｍ収納可能
マット敷き工法対応型
パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８３Ｂ

LGB10983W.DXF

埋込穴Φ７０　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

コード１４０ｃｍ収納可能
マット敷き工法対応型
パネル：下面アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８３Ｗ

LGB10984S.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（シルバーメタリック仕上）
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
電球色（４個）

ＬＥＤ２８．４Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８４Ｓ

LGB10984W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（ホワイト仕上）
パネル：アクリル（透明・一部乳白）
電球色（４個）

ＬＥＤ２８．４Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８４Ｗ

LGB10986.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

コード・ワイヤー収納型フランジ
引掛シーリング方式
（クローム飾り）
（ブラックつや仕上）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８６

LGB10988.DXF

埋込穴φ７０　埋込深さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

半埋込型フランジ
（クローム仕上）
セード：アクリル（透明・シルバー模様入り）
マット敷き工法対応型
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９８８

LGB10996.DXF

クリスタルガラス（透明、ゴールデンチーク、オーストリア製）

クローム仕上

電球色

ＬＥＤ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９９６

LGB10998.DXF

ガラス：クリスタル（透明）

金色ヘアライン仕上
ブラックつや消し仕上
電球色ＬＥＤ（８個）

ＬＥＤ１７．５Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０９９８

LGB11901R.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（レッド）
１００Ｖ配線ダクト用

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９０１Ｒ

LGB11901S.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９０１Ｓ

LGB11901W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
カバー：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
１００Ｖ配線ダクト用

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９０１Ｗ

LGB11911.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　ＬＧＢ１１９１１

LGB11912.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　ＬＧＢ１１９１２



LGB11913.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　ＬＧＢ１１９１３

LGB11914.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　ＬＧＢ１１９１４

LGB11915.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面カバー付、コードクリップ付
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
１００Ｖ配線ダクト用

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１５

LGB11916.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面カバー付、コードクリップ付

本体：アルミダイカスト（ペールゴールド仕上）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１６

LGB11917.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
コードクリップ付
カバー：ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
１００Ｖ配線ダクト用

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１７

LGB11918.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
コードクリップ付
カバー：ガラス

本体：アルミダイカスト（ペールゴールド仕上）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９１８

LGB11952B.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９５２Ｂ

LGB11952W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９５２Ｗ

LGB11953B.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９５３Ｂ

LGB11953W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（２個）

ＬＥＤ１４．２Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９５３Ｗ

LGB11962B.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（３個）

ＬＥＤ２１．３Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９６２Ｂ

LGB11962W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（３個）

ＬＥＤ２１．３Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９６２Ｗ

LGB11963B.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（３個）

ＬＥＤ２１．３Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９６３Ｂ

LGB11963W.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（３個）

ＬＥＤ２１．３Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９６３Ｗ

LGB11988.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
（クローム仕上）
セード：アクリル（透明・シルバー模様入り）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９８８

LGB11996.DXF

クリスタルガラス（透明、ゴールデンチーク、オーストリア製）

クローム仕上

電球色

ＬＥＤ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９９６

LGB11998.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
ガラス：クリスタル（透明）

金色ヘアライン仕上
ブラックつや消し仕上
電球色ＬＥＤ（８個）

ＬＥＤ１７．５Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１９９８

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

SF731.DXF

シルバーメタリック仕上
セード：アクリル（乳白）

可動シングルアーム

ＩＬ７５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ７３１



XLGD101.DXF

埋込穴φ７５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
半埋込型フランジ
（ホワイト仕上）

電球色（８個）

ＬＥＤ１７．５Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＬＥＤペンダントＸＬＧＤ１０１
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