
HAA2004E.DXF

木製
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＡ２００４Ｅ

HAA2017E.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＡ２０１７Ｅ

HAA2060E.DXF

ダークブラウンメタリック飾り
カバー：アクリル（乳白・模様入り）

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＡ２０６０Ｅ

HAA2073E.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

電球色

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＡ２０７３Ｅ

HAC4573E.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

熱線・明るさセンサ付（センサ一体型）

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＣ４５７３Ｅ

HEA1051E.DXF

カバー：和紙調不織布張り
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１０５１Ｅ

HEA1372E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高Ｈ＝１０２
枠（透明つや消し・下面和紙調アクリルシート張り）
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　ＨＥＡ１３７２Ｅ

HEA4050CE.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ４０５０ＣＥ

HEA4051CE.DXF

カバー：和紙調不織布張り
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ４０５１ＣＥ

HEA4052CE.DXF

カバー　：強化和紙

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ４０５２ＣＥ

HED1080E.DXF

コードハンガー付、丸型フランジ付

セード：手もみ和紙張り
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１０８０Ｅ

HED1137KCE.DXF

セード：和紙張り（美濃和紙・雲母摺り調仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　吹抜け用

パナソニック　ＨＥＤ１１３７ＫＣＥ

HED3006ZCEP.DXF

木製

アクリル強化和紙張り
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ３００６ＺＣＥＰ

HED3033KCEP.DXF

セード　：手もみ和紙張り
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ３０３３ＫＣＥＰ

HED4006ZCEP.DXF

木製

アクリル強化和紙張り
プルスイッチ付
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ４００６ＺＣＥＰ

HED4033KCEP.DXF

セード　：手もみ和紙張り
プルスイッチ付

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ４０３３ＫＣＥＰ

HEM2037KCE.DXF

セード：和紙張り（美濃和紙・雲母摺り調仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　吹抜け用

パナソニック　ＨＥＭ２０３７ＫＣＥ

HEM2080E.DXF

コードハンガー付、丸型フランジ付

セード：手もみ和紙張り
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×２　ペンダント

パナソニック　ＨＥＭ２０８０Ｅ

HEM3024FCE.DXF

木製

アクリル強化和紙張り
シーリングカバー付
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＨＥＭ３０２４ＦＣＥ

HEM4073ZCE.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＭ４０７３ＺＣＥ

HEW1150E.DXF

Ｗ＝２１０　Ｈ＝１００　出しろ１１０
カバー：和紙調不織布張り
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１５０Ｅ

HEW1151E.DXF

Ｗ＝２６１　Ｈ＝１００　出しろ１１０
カバー：和紙調不織布張り
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１５１Ｅ

HFA1594C.DXF

木製
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１５９４Ｃ

HFA3350E.DXF

Ｗ＝９０・長１３３５　Ｈ＝９８
カバー：高拡散アクリル（強化和紙張り）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ３３５０Ｅ

HFA4704E.DXF

木製

側面アクリル強化和紙張り

下面パネル：アクリル（乳白）

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４７０４Ｅ



HFA4707E.DXF

木製（墨色）

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４７０７Ｅ

HFA4783E.DXF

木製（白木）

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ４７８３Ｅ

HFA6507C.DXF

木製（墨色）
アクリル強化和紙張り
電球色

１００～１０％調光可

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５０７Ｃ

HFA6509ZEP.DXF

収納式プルスイッチ付、蓄光スイッチつまみ付、カバーキャッチ付

プッシュ方式、Ｕ－ライト方式

（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）

電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５０９ＺＥＰ

HFA6510.DXF

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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５１０

HFA6512.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
側面和紙調不織布張り
下面アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５１２

HFA6513.DXF

木製（桐・ウォールナット象嵌仕上）
アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５１３

HFA6514.DXF

木製（桐）
側面アクリル強化突き板張り
下面カバー：高拡散アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５１４

HFA6525EP.DXF

１００～１０％調光可能

カバーキャッチ付
プッシュ方式、Ｕ－ライト方式
カバー：クリーンアクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５２５ＥＰ

HFA6546.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白・糸巻き模様入り）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５４６

HFA6554.DXF

木製（白木）
カバー：高拡散アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
低誘虫ＵＶカット仕様

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５５４

HFA6559K.DXF

１００～１０％調光可能
カバーキャッチ付

プッシュ方式、Ｕ－ライト方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５５９Ｋ

HFA6570.DXF

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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５７０

HFA6580.DXF

カバー：和紙調不織布張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５８０

HFA7507C.DXF

木製（墨色）

アクリル強化和紙張り
電球色
１００～１０％調光可

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５０７Ｃ

HFA7509KEP.DXF

収納式プルスイッチ付、蓄光スイッチつまみ付、カバーキャッチ付

プッシュ方式、Ｕ－ライト方式

（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５０９ＫＥＰ

HFA7510.DXF

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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５１０

HFA7512.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
側面和紙調不織布張り

下面アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５１２

HFA7513.DXF

木製（桐・ウォールナット象嵌仕上）

アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５１３

HFA7514.DXF

木製（桐）
側面アクリル強化突き板張り

下面カバー：高拡散アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５１４

HFA7525EP.DXF

１００～１０％調光可能
カバーキャッチ付
プッシュ方式、Ｕ－ライト方式

カバー：クリーンアクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５２５ＥＰ

HFA7546.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白・糸巻き模様入り）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５４６

HFA7554.DXF

木製（白木）

カバー：高拡散アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５５４

HFA7559K.DXF

１００～１０％調光可能
カバーキャッチ付

プッシュ方式、Ｕ－ライト方式
（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５５９Ｋ

HFA7570.DXF

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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５７０



HFA7580.DXF

カバー：和紙調不織布張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５８０

HFA8507C.DXF

木製（墨色）
アクリル強化和紙張り
電球色

１００～１０％調光可

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５０７Ｃ

HFA8509KEP.DXF

アクリル強化和紙張り

木製（白木）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５０９ＫＥＰ

HFA8510.DXF

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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５１０

HFA8512.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
側面和紙調不織布張り
下面アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５１２

HFA8513.DXF

木製（桐・ウォールナット象嵌仕上）
アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５１３

HFA8514.DXF

木製（桐）
側面アクリル強化突き板張り
下面カバー：高拡散アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５１４

HFA8520K.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５２０Ｋ

HFA8570.DXF

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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５７０

HFA8709C.DXF

木製

アクリル強化和紙張り
電球色

１００～１０％調光可

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８７０９Ｃ

HFA8794C.DXF

木製

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
１００～１０％調光可

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８７９４Ｃ

HFD1587CEP.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１５８７ＣＥＰ

HFD1594CEP.DXF

木製
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ１５９４ＣＥＰ

HFD6505EP.DXF

蓄光スイッチつまみ付

セード：プラスチック（乳白シート張り）
プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６５０５ＥＰ

HFD6513EP.DXF

蓄光スイッチつまみ付

木製（白木）
強化和紙張り
プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６５１３ＥＰ

HFD6580EP.DXF

蓄光スイッチつまみ付
木製（白木）

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　ＨＦＤ６５８０ＥＰ

HFD6583EP.DXF

蓄光スイッチつまみ付

木製（オイルステン仕上）
強化和紙張り

プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６５８３ＥＰ

HFD7600EZ.DXF

飾り（木調仕上）
木製
下面クリーンパネル：アクリル（乳白・模様入り）
側面アクリル強化和紙張り
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　ＨＦＤ７６００ＥＺ

HFD7610CEP.DXF

木製
アクリル強化和紙張り（模様入り）

プルスイッチ付
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１＋ＥＦＤ２５Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６１０ＣＥＰ

HFD7630EP.DXF

手もみ和紙張りカバー
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６３０ＥＰ

HFD7635EP.DXF

手もみ和紙張りカバー
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６３５ＥＰ

HFD7664EP.DXF

木製（白木）

和紙張り
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６６４ＥＰ

HFD7666EZ.DXF

木製
アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６６６ＥＺ

HFD7687EP.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６８７ＥＰ

HFD7694EP.DXF

木製
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６９４ＥＰ



HFD7698EP.DXF

手もみ和紙張りカバー

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６９８ＥＰ

HFD8500EZ.DXF

飾り（木調仕上）
木製
下面クリーンパネル：アクリル（乳白・模様入り）
側面アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５００ＥＺ

HFD8523EP.DXF

木製（白木）

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５２３ＥＰ

HFD8530EP.DXF

手もみ和紙張りカバー

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５３０ＥＰ

HFD8564EP.DXF

木製（白木）
和紙張り

電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５６４ＥＰ

HFD8566EZ.DXF

木製
アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５６６ＥＺ

HFD8580EP.DXF

木製（白木）

高拡散アクリルカバー（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５８０ＥＰ

HFD8583EP.DXF

木製（オイルステン仕上）
強化和紙張り

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５８３ＥＰ

HFD8587KCEP.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５８７ＫＣＥＰ

HFD8594CEP.DXF

木製
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５９４ＣＥＰ

HFM2585.DXF

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ４０Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＨＦＭ２５８５

HFW3277E.DXF

Ｗ＝１３００　Ｈ＝１００　出しろ８５

木製（ホワイト仕上）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＷ３２７７Ｅ

HFW3278E.DXF

Ｗ＝１３００　Ｈ＝１００　出しろ８５

木製（墨色）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＷ３２７８Ｅ

HFW3279E.DXF

Ｗ＝１３００　Ｈ＝１００　出しろ８５

木製（柿渋色）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＷ３２７９Ｅ

HGD1101CE.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上）
側面アクリル強化和紙張り

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１１０１ＣＥ

HGD1103CE.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上）
側面アクリルパネル（外面）
側面アクリル強化和紙張り

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１１０３ＣＥ

HGD1105CE.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上）
側面アクリル強化和紙張り

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１１０５ＣＥ

HGD1503EP.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面パネル：アクリル（乳白・模様入り）
側面パネル：アクリル（外面）
側面アクリル強化和紙張り（内面）

長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１５０３ＥＰ

HGD8503EP.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面パネル：アクリル（乳白・模様入り）
側面パネル：アクリル（外面）
側面アクリル強化和紙張り（内面）

長寿命ランプ使用（約１６０００時間）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ８５０３ＥＰ

HGW1171CE.DXF

布仕上
カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ１１７１ＣＥ

HGW7955CE.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２５０　出しろ１０６

ステンレス（文人茶さび風仕上）
パネル：ガラス（乳白）
電球色
防雨型

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７９５５ＣＥ

HGW9055CE.DXF

ステンレス（黒ねずさび風仕上）
パネル：ガラス（乳白）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＧＷ９０５５ＣＥ

HNF11067KE.DXF

引掛シーリング方式
フランジ付

水平天井専用
カバー：もみ和紙

竹製
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１０６７ＫＥ

HNF11068KE.DXF

引掛シーリング方式
フランジ付

水平天井専用
カバー：もみ和紙

竹製
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１０６８ＫＥ

HNF11069KE.DXF

引掛シーリング方式
フランジ付

水平天井専用
カバー：もみ和紙

竹製
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１０６９ＫＥ



HNL16444.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（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６４４４

HNL16446.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（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６４４６

HNL16448.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（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６４４８

HNL46553.DXF

Ｕキャップ付
スイッチ付
カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＨＮＬ４６５５３

HNL46554.DXF

Ｕキャップ付
スイッチ付
カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＨＮＬ４６５５４

HNL56434.DXF

水平天井専用
カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＮＬ５６４３４

HNL86401.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１２９

カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４０１

HNL86402.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝２１０　出しろ１２０

カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４０２

HNL86407.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１０　出しろ１３９

カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４０７

HNL86432.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１２９

カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４３２

HNL86433.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝２１０　出しろ１２０

カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４３３

HNL86434.DXF

Ｗ＝２１０　Ｈ＝２１０　出しろ１２０

カバー：アクリル（強化和紙張り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４３４

LB58450.DXF

木製（桐）

ＩＬ５０Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５８４５０

LGB10123.DXF

角型フランジ付
和紙（本美濃紙）
本体：木製（秋田杉）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０１２３

LGB10145.DXF

角型フランジ付
和紙（本美濃紙）
本体：木製（秋田杉）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０１４５

LGB10303.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面アクリル強化和紙張り
側面パネル：アクリル（外面）

側面和紙調不織布張り（内面）

ＩＬ４０Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０３０３

LGB10305.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り）
アクリル強化和紙張り

ＩＬ４０Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０３０５

LGB10308.DXF

木製（メイプル鏡面仕上）

ガラス内セード（乳白つや消し）
セード：アクリル（和紙模様入り）

ＬＤＳ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０３０８

LGB10333.DXF

木製（秋田杉）
和紙（本美濃紙）

ＬＤＳ７５Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０３３３

LGB10355.DXF

木製（秋田杉）
和紙（本美濃紙）

ＬＤＳ７５Ｗ×４　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０３５５

LGB10356.DXF

フランジ付

本体：和紙（ちぎり和紙）

ＬＤＳ６０Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ１０３５６

LGB10366.DXF

フランジ付

本体：和紙（ちぎり和紙）

ＬＤＳ１００Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢ１０３６６

LGB10371.DXF

布仕上
セード：アクリル（乳白・模様入り）

ＬＤＳ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１０３７１

LGB82633K.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２４０　出しろ１１８
和紙（本美濃紙）
本体：木製（秋田杉）
上面一部開放型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２６３３Ｋ

LGB82634K.DXF

Ｗ＝２８０　Ｈ＝１３０　出しろ１３２
和紙（本美濃紙）
本体：木製（秋田杉）
上面一部開放型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２６３４Ｋ



LGB82635K.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２４０　出しろ１１８
和紙（本美濃紙）
本体：木製（秋田杉）

上面一部開放型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２６３５Ｋ

LGB82636K.DXF

Ｗ＝２８０　Ｈ＝１３０　出しろ１３２
和紙（本美濃紙）
本体：木製（秋田杉）

上面一部開放型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２６３６Ｋ

LGB82666K.DXF

Ｗ＝４０８　Ｈ＝４０８　出しろ１６０

本体：和紙（ちぎり和紙）

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＧＢ８２６６６Ｋ

NFM41785ENM.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１０２
パネル：アクリル（乳白）

枠：木製（白木）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７８５ＥＮＭ

NFM41786ENM.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１０２
パネル：アクリル（乳白）

枠：木製（白木）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７８６ＥＮＭ

NSF42512VPH9.DXF

パネル：アクリル（乳白）
反射板（ホワイト）
枠：木製（白木）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＮＳＦ４２５１２ＶＰＨ９

NSF42526VPH9.DXF

木製
アクリル強化和紙張り
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
連結補助板付

ＦＨＦ３２Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＮＳＦ４２５２６ＶＰＨ９

NSF42613VPH9.DXF

埋込穴３００×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０
枠：木製（白木）
パネル：アクリル（和紙模様入り）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル

パナソニック　ＮＳＦ４２６１３ＶＰＨ９

NSF42614VPH9.DXF

埋込穴３００×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０
枠：木製（白木）
ルーバ：木製（白木）
パネル：アクリル（強化和紙張り）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル

パナソニック　ＮＳＦ４２６１４ＶＰＨ９

SF337.DXF

プルスイッチ付、コード２ｍ付、ローリングキャップ付

セード：特殊プラスチック（和紙模様入り）

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３３７

SF338.DXF

プルスイッチ付、コード２ｍ付、ローリングキャップ付

セード：アクリル（乳白）

木製（白木）

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３３８

SF348.DXF

フットスイッチ付、コード２ｍ付、ローリングキャップ付

本体：和紙（ちぎり和紙）

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３４８

SF348_SS276.DXF

フットスイッチ付、コード２ｍ付、ローリングキャップ付

本体：和紙（ちぎり和紙）

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３４８＋ＳＳ２７６

SF349.DXF

フットスイッチ付、コード２ｍ付、ローリングキャップ付

（布仕上）

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３４９

SF455.DXF

木製（秋田杉）
和紙（本美濃紙）

ＩＬ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ４５５

XNNHU2360APN9.DXF

埋込穴□２７５　埋込高Ｈ＝１４１
枠：木製（白木）

パネル：アクリル（和紙模様入り）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ２３Ｗ×３　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ２３６０ＡＰＮ９

XNNHU2361APN9.DXF

埋込穴□２７５　埋込高Ｈ＝１２１
アクリル強化和紙張り

枠：木製（白木）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ２３Ｗ×３　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ２３６１ＡＰＮ９

XNNHU2460APN9.DXF

埋込穴□３５０　埋込高Ｈ＝１６０
枠：木製（白木）

パネル：アクリル（和紙模様入り）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ２３Ｗ×４　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ２４６０ＡＰＮ９

XNNHU2461APN9.DXF

埋込穴□３５０　埋込高Ｈ＝１６０
アクリル強化和紙張り

枠：木製（白木）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ２３Ｗ×４　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ２４６１ＡＰＮ９

XNNHU3320AMS9.DXF

埋込穴□４５０　埋込高Ｈ＝１６２
枠：木製（白木）
パネル：アクリル（和紙模様入り）

ランプフリー（ＦＨＰ３２／ＦＰＬ３６）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ３２Ｗ×３　埋込下面パネル

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ３３２０ＡＭＳ９

XNNHU3321AMS9.DXF

埋込穴□４５０　埋込高Ｈ＝１６２
アクリル強化和紙張り
枠：木製（白木）
ランプフリー（ＦＨＰ３２／ＦＰＬ３６）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ３２Ｗ×３　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ３３２１ＡＭＳ９

XNNHU5420APN9.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１７２
パネル：アクリル（乳白）
枠：木製（白木）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ４５Ｗ×４　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ５４２０ＡＰＮ９

XNNHU5421APN9.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１７２
アクリル強化和紙張り
枠：木製（白木）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ４５Ｗ×４　埋込下面パネル（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ５４２１ＡＰＮ９
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