
HA3193.DXF

木製（白木丸太）
カバー：アクリル（乳白）

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡ３１９３

HA9415.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白）

ＦＣＬ３２Ｗ＋３０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＡ９４１５

HAA2004.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　ＨＡＡ２００４

HAA2017.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　ＨＡＡ２０１７

HAA2048.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　ＨＡＡ２０４８

HAA2060.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　ＨＡＡ２０６０

HAA2073.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　ＨＡＡ２０７３

HAC4573.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　ＨＡＣ４５７３

HD8252.DXF

枠：プラスチック（白木調仕上）
セード：プラスチック（乳白）

プルスイッチ付

ＦＣＬ４０＋３２Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＤ８２５２

HEA1051.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　ＨＥＡ１０５１

HEA1121.DXF

シーリングユニ方式

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１２１

HEA1122.DXF

シーリングユニ方式

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１２２

HEA1123.DXF

シーリングユニ方式
（アクリル強化和紙張り）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１２３

HEA1131.DXF

シーリングユニ方式

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１３１

HEA1132.DXF

シーリングユニ方式

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（桐）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１３２

HEA1141.DXF

セード：ガラス（乳白）

本体：プラスチック（ブラックつや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１４１

HEA1142.DXF

シーリングユニ方式
（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（ダークブラウン仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１４２

HEA1190KC.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＡ１１９０ＫＣ

HEA1372.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　ＨＥＡ１３７２

HEA4050C.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　ＨＥＡ４０５０Ｃ

HEA4051C.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　ＨＥＡ４０５１Ｃ

HEA4052C.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　ＨＥＡ４０５２Ｃ

HED1080.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　ＨＥＤ１０８０

HED1110KC.DXF

木製

アクリル強化和紙張り（模様入り）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１１０ＫＣ

HED1121.DXF

丸型フランジ付
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１２１



HED1122.DXF

丸型フランジ付

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１２２

HED1123.DXF

丸型フランジ付
（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　ＨＥＤ１１２３

HED1131.DXF

丸型フランジ付

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１３１

HED1132.DXF

丸型フランジ付

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（桐）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１３２

HED1137KC.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　ＨＥＤ１１３７ＫＣ

HED1141.DXF

丸型フランジ付

セード：ガラス（乳白）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１４１

HED1142.DXF

丸型フランジ付
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（ダークブラウン仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１１４２

HED1190KC.DXF

木製（白木）
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　ＨＥＤ１１９０ＫＣ

HED3006ZC.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　ＨＥＤ３００６ＺＣ

HED3033KC.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　ＨＥＤ３０３３ＫＣ

HED4006ZC.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　ＨＥＤ４００６ＺＣ

HED4033KC.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　ＨＥＤ４０３３ＫＣ

HEM2037KC.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　ＨＥＭ２０３７ＫＣ

HEM2080.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　ＨＥＭ２０８０

HEM3024FC.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　ＨＥＭ３０２４ＦＣ

HEM4073ZC.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　ＨＥＭ４０７３ＺＣ

HEM4094ZC.DXF

木製

パネル：クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＭ４０９４ＺＣ

HEW1121.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝２５０　出しろ１１８

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１２１

HEW1122.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝２５０　出しろ１１８

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１２２

HEW1123.DXF

Ｗ＝１６０　Ｈ＝２４６　出しろ１１８

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１２３

HEW1131.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝２４４　出しろ１４１

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１３１

HEW1148.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ１３０

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１４８

HEW1149.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ１３０

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（ダークブラウン仕上）
電球色

ＥＦＡ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ１１４９

HEW1150.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　ＨＥＷ１１５０

HEW1151.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　ＨＥＷ１１５１



HEW5800.DXF

Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付
ネジ込み方式
二重絶縁型
グローブ：ガラス（乳白）
カバー：陶器（焼締）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ５８００

HFA0114C.DXF

埋込穴□５００　埋込高Ｈ＝１００

枠：木製（高知杉）
パネル：アクリル（乳白・模様入り）
電球色
断熱・遮音施工ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０１１４Ｃ

HFA0714C.DXF

埋込穴□５００　埋込高Ｈ＝１００

枠：木製（高知杉）
パネル：アクリル（乳白・模様入り）
電球色
断熱・遮音施工ＳＢ形
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＦＡ０７１４Ｃ

HFA1573C.DXF

木製（白木）

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ１５７３Ｃ

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

HFA3350.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　ＨＦＡ３３５０

HFA3351.DXF

Ｗ＝９０・長７２５　Ｈ＝９８
カバー：高拡散アクリル（強化和紙張り）

ＦＨＦ１６Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ３３５１

HFA4704.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　ＨＦＡ４７０４

HFA4707.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　ＨＦＡ４７０７

HFA4783.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　ＨＦＡ４７８３

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

HFA6509Z.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　ＨＦＡ６５０９Ｚ

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

HFA6525.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　ＨＦＡ６５２５

HFA6545.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

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５４５

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

HFA6590.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
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５９０

HFA6596.DXF

木製（白木）

側面アクリル強化和紙張り

下面パネル：アクリル（乳白）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６５９６



HFA6722KC.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ６７２２ＫＣ

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

HFA7509K.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　ＨＦＡ７５０９Ｋ

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

HFA7522KC.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５２２ＫＣ

HFA7525.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　ＨＦＡ７５２５

HFA7531.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５３１

HFA7532.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５３２

HFA7545.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

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５４５

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

HFA7547.DXF

木製（白木）
上面カバー（乳白）

カバー：アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５４７

HFA7549C.DXF

木製（白木）

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　ＨＦＡ７５４９Ｃ

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

HFA7590.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

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５９０

HFA7596.DXF

木製（白木）

側面アクリル強化和紙張り

下面パネル：アクリル（乳白）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ７５９６

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

HFA8509K.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　ＨＦＡ８５０９Ｋ

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

HFA8531.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　ＨＦＡ８５３１

HFA8532.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　ＨＦＡ８５３２

HFA8547.DXF

木製（白木）
上面カバー（乳白）
カバー：アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５４７

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

HFA8596.DXF

木製（白木）
側面アクリル強化和紙張り

下面パネル：アクリル（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８５９６

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

HFA8722KC.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白・模様入り）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８７２２ＫＣ

HFA8735C.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　ＨＦＡ８７３５Ｃ

HFA8749C.DXF

木製（白木）

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　ＨＦＡ８７４９Ｃ

HFA8773KC.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ８７７３ＫＣ

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

HFAZ7525Z.DXF

１００～１０％調光可能

木製（白木）
カバー：クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡＺ７５２５Ｚ

HFAZ7529Z.DXF

１００～１０％調光可能
アクリル強化和紙張り
木製（白木）

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡＺ７５２９Ｚ

HFAZ7773.DXF

木製（白木）

上面パネル（乳白）
アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡＺ７７７３

HFAZ8525Z.DXF

１００～１０％調光可能

木製（白木）
カバー：クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡＺ８５２５Ｚ

HFAZ8529Z.DXF

１００～１０％調光可能
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　ＨＦＡＺ８５２９Ｚ

HFAZ8773.DXF

木製（白木）

上面パネル（乳白）
アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡＺ８７７３

HFD1587C.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　ＨＦＤ１５８７Ｃ

HFD1594C.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　ＨＦＤ１５９４Ｃ

HFD6505.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　ＨＦＤ６５０５

HFD6513.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　ＨＦＤ６５１３

HFD6544.DXF

蓄光スイッチつまみ付
アクリル強化和紙張り
プルスイッチ付

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６５４４



HFD6580.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　ＨＦＤ６５８０

HFD6581.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　ＨＦＤ６５８１

HFD6583.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　ＨＦＤ６５８３

HFD7600.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　ＨＦＤ７６００

HFD7610C.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　ＨＦＤ７６１０Ｃ

HFD7616.DXF

木製（白木）

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６１６

HFD7630.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　ＨＦＤ７６３０

HFD7635.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　ＨＦＤ７６３５

HFD7644.DXF

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６４４

HFD7648.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白・模様入り）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６４８

HFD7654.DXF

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６５４

HFD7664.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　ＨＦＤ７６６４

HFD7666.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　ＨＦＤ７６６６

HFD7667.DXF

木製（オイルステン仕上・銅板飾り）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６６７

HFD7684.DXF

木製
カバー：高拡散アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６８４

HFD7687.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　ＨＦＤ７６８７

HFD7690.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ８５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ７６９０

HFD7694.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　ＨＦＤ７６９４

HFD7698.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　ＨＦＤ７６９８

HFD8500.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　ＨＦＤ８５００

HFD8516.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　ＨＦＤ８５１６

HFD8523.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　ＨＦＤ８５２３

HFD8530.DXF

手もみ和紙張りカバー

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５３０

HFD8548.DXF

木製（白木）
カバー：アクリル（乳白・模様入り）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５４８

HFD8554.DXF

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５５４



HFD8564.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　ＨＦＤ８５６４

HFD8566.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　ＨＦＤ８５６６

HFD8567.DXF

木製（オイルステン仕上・銅板飾り）
アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ８５６７

HFD8580.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　ＨＦＤ８５８０

HFD8581.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　ＨＦＤ８５８１

HFD8583.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　ＨＦＤ８５８３

HFD858XB.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　ＨＦＤ８５８７ＫＣ

HFD8590.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　ＨＦＤ８５９０

HFD8594C.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　ＨＦＤ８５９４Ｃ

HFDZ7954.DXF

アクリル強化和紙張り

ＦＨＤ８５Ｗ×１＋ＪＤＲ６５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤＺ７９５４

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

HFW3277.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　ＨＦＷ３２７７

HFW3278.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　ＨＦＷ３２７８

HFW3279.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　ＨＦＷ３２７９

HGA7581.DXF

布仕上
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
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　ＨＧＡ７５８１

HGA8581.DXF

布仕上
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
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　ＨＧＡ８５８１

HGD1101C.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　ＨＧＤ１１０１Ｃ

HGD1103C.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　ＨＧＤ１１０３Ｃ

HGD1105C.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　ＨＧＤ１１０５Ｃ

HGD1106C.DXF

銅板飾り
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　ＨＧＤ１１０６Ｃ

HGD1501.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）
側面アクリル強化和紙張り
長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１５０１

HGD1503.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　ＨＧＤ１５０３

HGD1505.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り）
下面パネル：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＋４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１５０５

HGD1506.DXF

銅板飾り

木製（秋田杉・うづくり仕上）
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）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１５０６

HGD1510.DXF

木製（木曽桧・屋久杉手彫り飾り）
下面カバー：アクリル（乳白・和紙模様入り）

長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１５１０



HGD1511.DXF

木製（秋田杉・木曽桧手彫り飾り）
パネル：アクリル（模様入り）

長寿命ランプ使用（約１６０００時間）

ＦＨＤ１００Ｗ＋４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ１５１１

HGD8501.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　ＨＧＤ８５０１

HGD8503.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　ＨＧＤ８５０３

HGD8505.DXF

木製（秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り）
下面パネル：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　ＨＧＤ８５０５

HGD8506.DXF

銅板飾り

木製（秋田杉・うづくり仕上）
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）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＧＤ８５０６

HGW1171C.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　ＨＧＷ１１７１Ｃ

HGW7955C.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\U+00D7１　ブラケット

パナソニック　ＨＧＷ７９５５Ｃ

HGW9055C.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　ＨＧＷ９０５５Ｃ

HJA6700.DXF

カバーキャッチ付

Ｕ－ライト方式
１００％～１５％調光可能
プッシュ方式

本体：木製（白木）
（アクリル強化和紙張り）
電球色

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ６７００

HJA6701.DXF

カバーキャッチ付

Ｕ－ライト方式
１００％～１５％調光可能
プッシュプル方式

本体：木製（白木）
（和紙調不織布張り）
電球色

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ６７０１

HJA6702.DXF

カバーキャッチ付

Ｕ－ライト方式

１００％～１５％調光可能

プッシュ方式

本体：木製（桐）

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ６７０２

HJA6703.DXF

カバーキャッチ付

Ｕ－ライト方式

１００％～１５％調光可能

プッシュ方式

本体：木製（ダークブラウン仕上）

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ６７０３

HJA6705.DXF

１００～１５％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

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ６７０５

HJA6706.DXF

１００～１５％調光可能
カバーキャッチ付
プッシュプル方式、Ｕ－ライト方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
本体：木製（白木）
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ６７０６

HJA7700.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７００

HJA7701.DXF

木製（白木）
カバー：和紙調不織布張り

電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７０１

HJA7702.DXF

木製（桐）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７０２

HJA7703.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７０３

HJA7704.DXF

１００～１５％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

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７０４

HJA7705.DXF

１００～１５％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

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７０５

HJA7706.DXF

１００～１５％調光可能
カバーキャッチ付
プッシュプル方式、Ｕ－ライト方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
本体：木製（白木）
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ７７０６

HJA9700.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７００

HJA9701.DXF

木製（白木）
カバー：和紙調不織布張り

電球色

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７０１

HJA9702.DXF

木製（桐）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７０２

HJA9703.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７０３



HJA9704.DXF

１００～１５％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

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７０４

HJA9705.DXF

１００～１５％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

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７０５

HJA9706.DXF

１００～１５％調光可能
カバーキャッチ付
プッシュプル方式、Ｕ－ライト方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
本体：木製（白木）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＪＡ９７０６

HLA1585.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１５３
木製枠（白木）
パネル：アクリル（乳白つや消し）

ＦＤＬ１３Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ１５８５

HND81501.DXF

水平天井専用

カバー：和紙調不織布
枠：木製（秋田杉）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＮＤ８１５０１

HNF11067.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　ＨＮＦ１１０６７

HNF11068.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　ＨＮＦ１１０６８

HNF11069.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　ＨＮＦ１１０６９

HNF11510A.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（文人茶錆風仕上）
反射板：（金色仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５１０Ａ

HNF11510B.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（黒ねずさび風仕上）
反射板：（金色仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５１０Ｂ

HNF11510W.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（ホワイト）
反射板：（金色仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５１０Ｗ

HNF11511A.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミ（文人茶錆風仕上）

反射板：（金色仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５１１Ａ

HNF11511B.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（黒ねずさび風仕上）
反射板：（金色仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５１１Ｂ

HNF11511W.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（ホワイト）
反射板：（金色仕上）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＦ１１５１１Ｗ

HNF11812.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝２６０　出しろ１１８
枠：木製（秋田杉）
カバー：（和紙調不織布）

電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＦ１１８１２

HNL16010C.DXF

赤外線カット
直付型

セード：ガラス（透明）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０１０Ｃ

HNL16010G.DXF

赤外線カット
直付型

セード：ガラス（透明・緑色）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０１０Ｇ

HNL16010Y.DXF

赤外線カット
直付型

セード：ガラス（透明・黄色）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０１０Ｙ

HNL16011C.DXF

赤外線カット
１００Ｖ配線ダクト用

セード：ガラス（透明）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０１１Ｃ

HNL16011G.DXF

赤外線カット
１００Ｖ配線ダクト用

セード：ガラス（透明・緑色）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０１１Ｇ

HNL16011Y.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

セード：ガラス（透明・黄色）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６０１１Ｙ

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

HNL16445.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　ＨＮＬ１６４４５

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



HNL16571.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
カバー：和紙調不織布

枠：木製（秋田杉）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６５７１

HNL16572.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
カバー：和紙調不織布

枠：木製（秋田杉）

ＬＤＳ４０Ｗ×３　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６５７２

HNL16772.DXF

水平天井専用
セード：ガラス（外面消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７７２

HNL16773.DXF

水平天井専用
セード：ガラス（外面消し仕上）

ＪＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７７３

HNL16774.DXF

水平天井専用
セード：ガラス（内面はじき塗装・外面消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７７４

HNL16775.DXF

水平天井専用
セード：ガラス（内面はじき塗装・外面消し仕上）

ＪＤ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７７５

HNL16778.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（スモーク）

セード：ガラス（乳白）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７７８

HNL16779.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（スモーク）

セード：ガラス（乳白）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７７９

HNL16786H.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：布（プリーツ加工・灰色）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７８６Ｈ

HNL16786R.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：布（プリーツ加工・朱色）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７８６Ｒ

HNL16786Y.DXF

引掛シーリング方式

コード収納型フランジ
セード：布（プリーツ加工・金色）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７８６Ｙ

HNL16794.DXF

水平天井専用
セード：収縮和紙

ＬＤＳ７５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７９４

HNL16795.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：収縮和紙

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７９５

HNL16796.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：布（プリーツ加工）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７９６

HNL16797.DXF

引掛シーリング方式
コード収納型フランジ
セード：布（プリーツ加工）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＮＬ１６７９７

HNL46511.DXF

Ｕキャップ付

スイッチ付
カバー：和紙調不織布
枠：木製（秋田杉）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＨＮＬ４６５１１

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

HNL75765.DXF

赤外線カット
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２５

水平天井専用
バッフル：（ブラックつや消し仕上）
枠：木（白木）

ＪＤＲ１００×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７６５

HNL75766.DXF

赤外線カット
埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝１２５

水平天井専用
バッフル：（ブラックつや消し仕上）
枠：木（白木）

ＪＤＲ１００×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７６６

HNL80444T.DXF

Ｗ＝４５８　Ｈ＝１３５　出しろ１３５
セード：強化和紙張り（雲竜）
枠：木製

ＩＬ４０Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８０４４４Ｔ

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

HNL86488.DXF

Ｗ＝２１０　Ｈ＝２０５　出しろ４７
セード：アクリル強化和紙張り

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４８８

HNL86489.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝３１８　出しろ５２
セード：アクリル強化和紙張り

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４８９

HNL86490.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝６００　出しろ１２３

セード：収縮和紙

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６４９０

HNL86534.DXF

Ｗ＝Φ１３９　Ｈ＝２１５　出しろ１６８
セード：ガラス（外面消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５３４

HNL86538.DXF

Ｗ＝Φ１３９　Ｈ＝２１５　出しろ１６８
セード：ガラス（内面はじき塗装・外面消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５３８

HNL86539.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１１０
カバー：アクリル（スモーク）

セード：ガラス（乳白）

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５３９

HNL86540C.DXF

Ｗ＝１４３　Ｈ＝２２２　出しろ１７０
セード：ガラス（透明）

本体：（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５４０Ｃ

HNL86540G.DXF

Ｗ＝１４３　Ｈ＝２２２　出しろ１７０
セード：ガラス（透明・緑色）

本体：（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５４０Ｇ

HNL86540Y.DXF

Ｗ＝１４３　Ｈ＝２２２　出しろ１７０
セード：ガラス（透明・黄色）

本体：（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５４０Ｙ

HNL86581.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ１３８
カバー：和紙調不織布

枠：木製（秋田杉）

ＬＤＳ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８６５８１

HW2822T.DXF

Ｗ＝６５２　Ｈ＝６９　Ｄ＝１３０

木製枠（桐）
鏡面反射板付

ＦＬ２０Ｗ×１　床の間用

パナソニック　ＨＷ２８２２Ｔ

HW2862.DXF

Ｗ＝６１０　Ｈ＝５７　出しろ１０５
（ホワイト仕上）

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ２８６２

HW2863.DXF

Ｗ＝６１０　Ｈ＝５７　出しろ１０５
（ホワイト仕上）
電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ２８６３

LB54188.DXF

陶器セード（外面黒鉄？・内面粉引）

ＩＬ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１８８

LB54189.DXF

陶器セード（外面粉引・内面粉引）

ＩＬ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１８９

LB56855T.DXF

プラスチック（白木調仕上）
セード：アクリル（乳白）

ＩＬ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５６８５５Ｔ

LB58450.DXF

木製（桐）

ＩＬ５０Ｗ×４　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５８４５０

LB74130K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８０
枠：木製（白木）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４１３０ＫＴ

LB75130K.DXF

埋込穴□１２５　埋込高Ｈ＝８０
枠：木製

反射板：アルミ（銀色仕上）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７５１３０ＫＴ

LB75331K.DXF

埋込穴□１２５　埋込高Ｈ＝８３
枠：木製（白木）
反射板：アルミ（銀色仕上）

ＳＧＩ形

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７５３３１Ｋ

LB75350.DXF

埋込穴□１２５　埋込高Ｈ＝８０
枠：アルミダイカスト（白銅色）
反射板：アルミ（銀色仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７５３５０

LB75351.DXF

埋込穴□１２５　埋込高Ｈ＝８０
枠：アルミダイカスト（錆色）
反射板：アルミ（銀色仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７５３５１



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

NF11785K.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝９２
パネル：アクリル（乳白）

枠：木製（白木）

ＦＭＬ１３Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１１７８５Ｋ

NF21653K.DXF

埋込穴□１７５　埋込高Ｈ＝１１８
ルーバ：プラスチック（ホワイト）

反射板（ホワイト）
枠：木製（白木）

ＦＭＬ２７Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１６５３Ｋ

NFM41785.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　ＮＦＭ４１７８５

NFM41786.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　ＮＦＭ４１７８６

NFM41787.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１０２
反射板：アルミ（金色梨地仕上）
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　ＮＦＭ４１７８７

NFM41788.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１０２
反射板：アルミ（金色梨地仕上）
枠：木製（ブラックつや消し仕上）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７８８

NHF81550.DXF

カバー：アクリル（強化和紙張り）

本体：鋼板（ホワイト）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＨＦ８１５５０

NSF42512.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　ＮＳＦ４２５１２

NSF42526.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　ＮＳＦ４２５２６

NSF42527.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　ＮＳＦ４２５２７



NSF42528.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　ＮＳＦ４２５２８

NSF42607.DXF

埋込穴３００×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０
枠：木製（白木）
パネル：アクリル（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　ＮＳＦ４２６０７

NSF42608.DXF

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

ＦＨＦ３２Ｗ×２　埋込下面パネル

パナソニック　ＮＳＦ４２６０８

NSF42609.DXF

埋込穴３００×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０
アクリル強化和紙張り
枠：木製（白木）
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　ＮＳＦ４２６０９

NSF42610.DXF

埋込穴３００×１２３５　埋込高Ｈ＝１２０
カバー：アクリル（強化和紙張り）
本体：鋼板（ホワイト）
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　ＮＳＦ４２６１０

NSF42613.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　ＮＳＦ４２６１３

NSF42614.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　ＮＳＦ４２６１４

NSF42615.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　ＮＳＦ４２６１５

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

SF339.DXF

中間スイッチ付、コード２ｍ付、ローリングキャップ付

カバー：アクリル（乳白）

本体：木製（白木）

ＥＦＡ１５Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３３９

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

SF352.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３５２

SF364.DXF

木製（白木）
和紙張り

中間スイッチ付

電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ３６４

SF431CXB.DXF

和紙（ちぎり和紙）

ＩＬ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ４３１Ｃ＋ＳＳ２７６

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

SF737C.DXF

和紙張りセード（美濃和紙・雲母摺り調仕上）

ＩＬ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ７３７Ｃ

SF789.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
和紙調不織布張り

ＬＤＳ４０Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦ７８９

SFC450C.DXF

□１７６　Ｈ＝３９２
木製
からかみ貼り

アクリル強化和紙張り
熱線センサ・明るさセンサ付

ＩＬ５７Ｗ×１　スタンド

パナソニック　ＳＦＣ４５０Ｃ

XNNHF81E.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１３０
カバー：アクリル（強化和紙張り）

本体：鋼板（ホワイト）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＦ８１５０

XNNHF81F.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１３０
アクリル強化和紙張り
枠：木製（杉）
ルーバ：木製（杉）

本体：鋼板（ホワイト）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＦ８１６１

XNNHF81H.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１３０
木製：（桐）
アクリル強化和紙張り

本体：鋼板（ホワイト）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＦ８１６３

XNNHF81J.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１３０
和紙：（もみ和紙・未晒し）

本体：鋼板（ホワイト）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＦ８１６５



XNNHU2XG.DXF

埋込穴□２７５　埋込高Ｈ＝１４１

カバー：アクリル（強化和紙張り）

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ２３Ｗ×３　シーリングライト（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ２３００Ａ

XNNHU2XH.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ＸＮＮＨＵ２３６０Ａ

XNNHU2XI.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ＸＮＮＨＵ２３６１Ａ

XNNHU2XK.DXF

埋込穴□３５０　埋込高Ｈ＝１６０

カバー：アクリル（強化和紙張り）

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ２３Ｗ×４　シーリングライト（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ２４００Ａ

XNNHU2XL.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ＸＮＮＨＵ２４６０Ａ

XNNHU2XM.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ＸＮＮＨＵ２４６１Ａ

XNNHU3XL.DXF

埋込穴□４５０　埋込高Ｈ＝１６２

カバー：アクリル（強化和紙張り）

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ランプフリー（ＦＨＰ３２／ＦＰＬ３６）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ３２Ｗ×３　シーリングライト（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ３３００Ａ

XNNHU3XM.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ＸＮＮＨＵ３３２０Ａ

XNNHU3XN.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ＸＮＮＨＵ３３２１Ａ

XNNHU3XO.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ＸＮＮＨＵ３３２２Ａ

XNNHU3XQ.DXF

埋込穴□４５０　埋込高Ｈ＝１６２
枠：木製（白木）
パネル：アクリル（乳白・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（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ３３２４Ａ

XNNHU3XR.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

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ３３２６Ａ

XNNHU5XP.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１７２

カバー：アクリル（強化和紙張り）

本体：亜鉛鋼板（クロムレス）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＰ４５Ｗ×４　シーリングライト（環境配慮型）

パナソニック　和風埋込ＸＮＮＨＵ５４００Ａ

XNNHU5XQ.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ＸＮＮＨＵ５４２０Ａ

XNNHU5XR.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ＸＮＮＨＵ５４２１Ａ

XNNHU5XS.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ＸＮＮＨＵ５４２２Ａ

XNNHU5XU.DXF

埋込穴□６００　埋込高Ｈ＝１７２

枠：木製（白木）
パネル：アクリル（乳白・模様入り）
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ＸＮＮＨＵ５４２４Ａ

XNNHU5XV.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）

ランプフリー（ＦＨＰ３２／ＦＰＬ３６）
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ＸＮＮＨＵ５４２６Ａ
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