
HAW2010.DXF

本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
防湿型・防雨型

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＷ２０１０

HAW2011.DXF

本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
電球色、防湿型・防雨型

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＷ２０１１

HAW2012.DXF

天井面・壁面取付専用
カバー：アクリル（乳白つや消し）
本体：プラスチック（オフブラック）
電球色、防湿型・防雨型

ＦＨＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＡＷ２０１２

HAW2040.DXF

本体：プラスチック（ホワイト）

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
防湿型・防雨型、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　ＨＡＷ２０４０

HAW2041.DXF

本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色、防湿型・防雨型、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　ＨＡＷ２０４１

HAW2042.DXF

本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色、防湿型・防雨型、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　ＨＡＷ２０４２

HEW5756.DXF

Ｗ＝１３５　Ｈ＝１３５　出しろ１５２
防湿・防雨型
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７５６

HEW5757.DXF

Ｗ＝１６０　Ｈ＝１６０　出しろ１４５
防湿・防雨型
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７５７

HEW6000KC.DXF

壁面・天井面取付専用

ホワイト仕上
カバー：プラスチック（乳白）
電球色

防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＥＷ６０００ＫＣ

HEW6001KC.DXF

プラスチック（ホワイト）
カバー：プラスチック（乳白）
電球色

防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＥＷ６００１ＫＣ

HEW6008.DXF

壁面・天井面取付専用
プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色
防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＥＷ６００８

HEW6009.DXF

壁面・天井面取付専用
プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色
防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＥＷ６００９

HEW6014.DXF

塩害地向け仕様

カバーキャッチ付
ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）

電球色、防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ６０１４

HEW6015.DXF

塩害地向け仕様

カバーキャッチ付
ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）

電球色、防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ６０１５

HEW6026C.DXF

天井面・壁面取付専用
アルミ（シルバーグレーメタリック）

カバー：ガラス（乳白つや消し）
電球色
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＷ６０２６Ｃ

HEW6054C.DXF

壁面専用
プラスチック（ホワイト）

カバー：アクリル（透明・一部乳白）
電球色
防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６０５４Ｃ

HEW6055.DXF

Ｗ＝２２０　Ｈ＝２２０　出しろ１３５

ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白つや消し・一部透明）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ\U+00D7１　浴室灯

パナソニック　ＨＥＷ６０５５

HEW6060S.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５

プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）
電球色
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６０６０Ｓ

HEW6060W.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
プラスチック（ホワイト）

カバー：ガラス（乳白つや消し）
電球色
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６０６０Ｗ

HEW6203.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１０３
枠（ホワイトつや消し）

パネル：高拡散クリーンアクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
ＳＧＩ形
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＷ６２０３

HEW6204.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１０３
枠（オフブラックつや消し）

パネル：高拡散クリーンアクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
ＳＧＩ形
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＷ６２０４

HEW6205C.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１０３
パネル：アクリル（透明）
バッフル（ホワイト）・枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイト）
電球色・低誘虫ＵＶカット仕様
ＳＧＩ形
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＷ６２０５Ｃ

HEW6206C.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１０３
パネル：アクリル（透明）
枠・バッフル（オフブラックつや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色・低誘虫ＵＶカット仕様
ＳＧＩ形
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＷ６２０６Ｃ

HEW8675C.DXF

木製（木曽桧）

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

防湿型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６７５Ｃ

HFW6600.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９０
枠（ホワイトつや消し）
パネル：アクリル（乳白つや消し）
電球色
ＳＧＩ形

低誘虫ＵＶカット仕様
防湿・防雨型

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＦＷ６６００



HFW6601.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９０
枠（オフブラック）
パネル：アクリル（乳白つや消し）

電球色
ＳＧＩ形
低誘虫ＵＶカット仕様
防湿・防雨型

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＦＷ６６０１

HW7950C.DXF

Φ２９５　Ｈ＝１１１

本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様
防湿・防雨型

ＦＣＬ２０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＷ７９５０Ｃ

HW7952C.DXF

Φ２９５　Ｈ＝１１１

本体：プラスチック（ブラック）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様
防湿・防雨型

ＦＣＬ２０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＷ７９５２Ｃ

HW8944.DXF

プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
防湿・防雨型

ＦＣＬ３０Ｗ\U+00D7１　浴室灯

パナソニック　ＨＷ８９４４

HW8945.DXF

プラスチック（ホワイト）

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防湿・防雨型

ＦＣＬ３０Ｗ\U+00D7１　浴室灯

パナソニック　ＨＷ８９４５

HW8946.DXF

プラスチック（ブラック）

カバー：アクリル（乳白）
防湿・防雨型
電球色

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＷ８９４６

LT72251T.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１００
枠：木製
パネル：ガラス
防湿・防雨型

ＩＬ６０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＬＴ７２２５１Ｔ

LW56350.DXF

プラスチック（ホワイト）
カバー：ガラス（透明）
防湿型・防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ５６３５０

LW56351.DXF

プラスチック（ホワイト）
カバー：ガラス（透明）
防湿型・防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ５６３５１

LW56531.DXF

Φ１４０　Ｈ＝１５１

カバー：ガラス（乳白）
本体：プラスチック（ホワイト）

防湿・防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＬＷ５６５３１

LW72275.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１２１
パネル：強化ガラス（透明）
枠（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＳＧＩ形
防湿・防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＷ７２２７５

LW72276.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１２１
パネル：強化ガラス（透明）
枠（オフブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＳＧＩ形
防湿・防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＷ７２２７６

LW86266.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝１７０　出しろ１７０
陶器（アイボリー）

カバー：ガラス（テフロン膜付・つや消し）
業務用浴場使用不可
サウナ用
防湿型

ＩＬ４０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＬＷ８６２６６

NL86093.DXF

グローブ：プラスチック（乳白）
本体：合成樹脂（アイボリー）

防湿型

ＩＬ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＬ８６０９３
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