
HEW2106BE.DXF

照射方向可動型

アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２１０６ＢＥ

HEW2108BCE.DXF

壁面・天井面取付専用
照射方向可動型

可動範囲上下１３０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２１０８ＢＣＥ

HEW2108SCE.DXF

壁面・天井面取付専用
照射方向可動型
可動範囲上下１３０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

カバー：ガラス
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２１０８ＳＣＥ

HEW2108WE.DXF

壁面・天井面取付専用
照射方向可動型

可動範囲上下１３０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２１０８ＷＥ

HEW2108YCE.DXF

壁面・天井面取付専用
照射方向可動型

可動範囲上下１３０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラス

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２１０８ＹＣＥ

HEW3100BE.DXF

回転方向３３０度
可動範囲上下８０度

照射方向可動型
アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：ガラス（透明）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ３１００ＢＥ

HEW3100SE.DXF

回転方向３３０度
可動範囲上下８０度
照射方向可動型

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
パネル：ガラス（透明）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ３１００ＳＥ

HEW3100WE.DXF

回転方向３３０度
可動範囲上下８０度

照射方向可動型
アルミダイカスト（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ３１００ＷＥ

HEW3100YE.DXF

回転方向３３０度
可動範囲上下８０度
照射方向可動型
アルミダイカスト（プラチナメタリック仕上）
パネル：ガラス（透明）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ３１００ＹＥ

HEW3110BE.DXF

可動範囲上下８０度
照射方向可動型
スティック付

アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：ガラス（透明）
電球色
防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ３１１０ＢＥ

HEW3110SE.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、スティック付、Ｕキャップ付

ネジ込み方式

照射方向可動型、可動範囲上下８０度

パネル：ガラス（透明）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

二重絶縁型

電球色、防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ３１１０ＳＥ

HEW4701E.DXF

壁面・天井面取付専用
オフブラック仕上

カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ４７０１Ｅ

HEW4702E.DXF

壁面・天井面取付専用
シルバーグレーメタリック仕上

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

防湿型・防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ４７０２Ｅ

HEW4775BE.DXF

オフブラック仕上

カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ４７７５ＢＥ

HEW4775SE.DXF

シルバーグレーメタリック仕上

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ４７７５ＳＥ

HEW4775WE.DXF

ホワイト仕上

カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ４７７５ＷＥ

HEW5114E.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
プラチナメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）

電球色
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５１１４Ｅ

HEW5777E.DXF

壁面・天井面取付専用
オフブラック仕上

カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７７７Ｅ

HEW6100BE.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
オフブラック仕上

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１００ＢＥ

HEW6100WE.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
ホワイト仕上

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１００ＷＥ

HEW6196CE.DXF

壁面取付専用

オフブラック仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１９６ＣＥ

HEW6207CE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝１２８
サーマルプロテクタ内蔵
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白つや消し）

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　ＨＥＷ６２０７ＣＥ

HEW6208CE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝１２８
サーマルプロテクタ内蔵
枠（オフブラック）
パネル：アクリル（乳白つや消し）

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　ＨＥＷ６２０８ＣＥ

HEW6209CE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝１２８
サーマルプロテクタ内蔵
枠（プラチナメタリック）
パネル：アクリル（乳白つや消し）

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　ＨＥＷ６２０９ＣＥ

HEW6272E.DXF

埋込穴φ１５０　埋込Ｈ＝１４８
枠：（ホワイトつや消し）
パネル：アクリル（乳白）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＷ６２７２Ｅ



HEW6274E.DXF

埋込穴φ１５０　埋込Ｈ＝１４８

枠：（オフブラックつや消し）
パネル：アクリル（乳白）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＷ６２７４Ｅ

HEW8100CE.DXF

オフブラック仕上

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
防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ８１００ＣＥ

HEW8102CE.DXF

据置・壁面取付専用
オフブラック仕上

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
防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ８１０２ＣＥ

HEW8650E.DXF

Ｗ＝１４０　Ｈ＝１４０　出しろ１５０
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６５０Ｅ

HK9394.DXF

４シーン記憶

リモコン送信器

パナソニック　ＨＫ９３９４

HK9434.DXF

リチウム電池（ＣＲ２０２５）１個同梱

モード切替用送信器（１ＣＨ）

パナソニック　ＨＫ９４３４

HK9435.DXF

リチウム電池（ＣＲ２０２５）１個同梱

モード切替用送信器

パナソニック　ＨＫ９４３５

HK9470.DXF

手元灯（橙色）付
３０分／６０分おやすみタイマー付
タイマーで自動点灯／消灯機能付

リモコン送信器

パナソニック　ＨＫ９４７０

HLW6261ZE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１００

枠（ホワイトつや消し）
パネル：アクリル（乳白つや消し）
ＳＧＩ形
防雨型

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＷ６２６１ＺＥ

HLW6262ZE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１００

枠（オフブラックつや消し）
パネル：アクリル（乳白つや消し）
ＳＧＩ形
防雨型

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＷ６２６２ＺＥ

HWC2108BE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下９０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス
熱線センサ・明るさセンサ付
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ２１０８ＢＥ

HWC2108SE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下９０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス

熱線センサ・明るさセンサ付
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ２１０８ＳＥ

HWC2108WE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下９０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス
熱線センサ・明るさセンサ付
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ２１０８ＷＥ

HWC2108YE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下９０度・回転方向３３０度
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラス
熱線センサ・明るさセンサ付

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ２１０８ＹＥ

HWC3100BE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下８０度・回転方向３３０度
照射方向可動型
アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：ガラス（透明）
明るさセンサ付

電球色

ＥＦＤ２５×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ３１００ＢＥ

HWC3100SE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下８０度・回転方向３３０度
照射方向可動型
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
パネル：ガラス（透明）
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ２５×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ３１００ＳＥ

HWC3100WE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下８０度・回転方向３３０度
照射方向可動型

アルミダイカスト（ホワイト）
パネル：ガラス（透明）
明るさセンサ付

電球色

ＥＦＤ２５×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ３１００ＷＥ

HWC3100YE.DXF

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
可動範囲上下８０度・回転方向３３０度
照射方向可動型
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：ガラス（透明）

明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ２５×１　スポットライト

パナソニック　ＨＷＣ３１００ＹＥ

HWC5805BE.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度・音量調整機能付
カバー：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
熱線センサ・明るさセンサ付

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色、防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＷＣ５８０５ＢＥ

HWC5805YE.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度・音量調整機能付
カバー：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色、防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＷＣ５８０５ＹＥ

HWC5810BE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）
熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５８１０ＢＥ

HWC5810YE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：アクリル（乳白）
熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５８１０ＹＥ

HWC5811BE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）
熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５８１１ＢＥ

HWC5811YE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：アクリル（乳白）
熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５８１１ＹＥ

HWC5813SE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ５８１３ＳＥ



HWC5813YE.DXF

点灯照度・音量調整機能付

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ５８１３ＹＥ

HWC5814SE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
ダークブラウン木調飾り
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ５８１４ＳＥ

HWC5814YE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
ブラウン木調飾り

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ５８１４ＹＥ

HWC6130E.DXF

点灯照度・音量調整機能付
木製（桧）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ６１３０Ｅ

HWC6131E.DXF

点灯照度・音量調整機能付
木製（桧）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ６１３１Ｅ

HWC6133E.DXF

点灯照度・音量調整機能付
ステンレス（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ６１３３Ｅ

HWC6207KE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０
枠（ホワイト）

パネル：アクリル（乳白つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
ＳＧＩ形・電球色・防雨型・低誘虫ＵＶカット仕様
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＷＣ６２０７ＫＥ

HWC6208KE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０
枠（オフブラック）

パネル：アクリル（乳白つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
ＳＧＩ形・電球色・防雨型・低誘虫ＵＶカット仕様
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＷＣ６２０８ＫＥ

HWC6209KE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０
枠（プラチナメタリック）

パネル：アクリル（乳白つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
ＳＧＩ形・電球色・防雨型・低誘虫ＵＶカット仕様
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＷＣ６２０９ＫＥ

HWC6610BE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６６１０ＢＥ

HWC6610YE.DXF

点灯照度・音量調整機能付
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
熱線センサ・明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６６１０ＹＥ

HWC6775BE.DXF

オフブラック仕上
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型・低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６７７５ＢＥ

HWC6775SE.DXF

シルバーグレーメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型・低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６７７５ＳＥ

HWC6775WE.DXF

ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型・低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６７７５ＷＥ

HWC8650E.DXF

プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ８６５０Ｅ

HWJ5114E.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
プラチナメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ５１１４Ｅ

LGW71670LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
白色ＬＥＤ（６個）
ＳＢ形
防湿型・防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６７０ＬＥ１

LGW71671LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色ＬＥＤ（６個）
ＳＢ形
防湿型・防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６７１ＬＥ１

LGW71676LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３
枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色ＬＥＤ（６個）
ＳＢ形
防湿型・防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６７６ＬＥ１

LGW71691LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色ＬＥＤ（６個）
ＳＢ形
防湿型・防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６９１ＬＥ１

LGW71696LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３
枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色ＬＥＤ（６個）
ＳＢ形

防湿型・防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６９６ＬＥ１

LW56763B.DXF

プラスチック（オフブラック）
パネル：アクリル（透明石目模様入り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＬＷ５６７６３Ｂ

LW56763W.DXF

プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリル（透明石目模様入り）

ＬＤＳ４０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＬＷ５６７６３Ｗ

LW84018B.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０１８Ｂ

LW84018S.DXF

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０１８Ｓ



LW84018W.DXF

照射方向可動型
回転方向３３０度

可動範囲上下１００度
アルミダイカスト（ホワイト）

カバー：ガラス
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０１８Ｗ

LW84018Y.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：ガラス
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０１８Ｙ

LW86179A.DXF

Ｗ＝１３４　Ｈ＝２０６　出しろ１７１
アルミダイカスト（ブラウンさび風仕上）

パネル：ガラス（透明）
防雨型

ＩＬ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６１７９Ａ

LW86179B.DXF

Ｗ＝１３４　Ｈ＝２０６　出しろ１７１
アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：ガラス（透明）

防雨型

ＩＬ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６１７９Ｂ

LW86179WK.DXF

下面開放タイプ
パネル：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＩＬ２５Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＬＷ８６１７９ＷＫ

LW86276.DXF

Ｗ＝１２８　Ｈ＝１２８　出しろ１６０

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
カバー：ガラス（透明）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２７６

LW86278.DXF

Ｗ＝Φ１２８・地上高１９０

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
カバー：ガラス（透明）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２７８

LW86462.DXF

Ｗ＝１３６　Ｈ＝３２６　出しろ１４３
ブラウンさび風仕上
アルミダイカスト（模様入り）
カバー：アクリル（石目模様入り）

防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６４６２

LW86510.DXF

Ｗ＝１２４　Ｈ＝８７　Ｄ＝８０
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

パネル：アクリル（乳白）
防雨型

ＩＬ１０Ｗ×１　表札灯

パナソニック　ＬＷ８６５１０

LW86511.DXF

Ｗ＝１２４　Ｈ＝８７　Ｄ＝８０

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

パネル：アクリル（乳白）

防雨型

ＩＬ１０Ｗ×１　表札灯

パナソニック　ＬＷ８６５１１

LW86732.DXF

Ｗ＝１６５　Ｈ＝３６８　出しろ１４２
木製（ダークブラウン仕上）
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ポリカーボネート（透明）

防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７３２

LW86763B.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝３７３　出しろ２３０
プラスチック（オフブラック）
パネル：アクリル（透明石目模様入り）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７６３Ｂ

LW86763W.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝３７３　出しろ２３０
プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリル（透明石目模様入り）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７６３Ｗ

LWC84008B.DXF

熱センサ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４００８Ｂ

LWC84008S.DXF

熱センサ・明るさセンサ付

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４００８Ｓ

LWC84008W.DXF

照射方向可動型
回転方向３３０度
可動範囲上下１００度

アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４００８Ｗ

LWC84008Y.DXF

熱センサ・明るさセンサ付
アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：ガラス
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４００８Ｙ

LWC86472K.DXF

Ｗ＝１３６　Ｈ＝３２３　出しろ１４３
ブラウンさび風仕上
アルミダイカスト（模様入り）

カバー：アクリル（石目模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６４７２Ｋ

LWC86732.DXF

Ｗ＝１６５　Ｈ＝３６８　出しろ１４２
木製（ダークブラウン仕上）
アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ポリカーボネート（透明）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７３２

LWC86763B.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝３７３　出しろ２３０
プラスチック（オフブラック）

パネル：アクリル（透明石目模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７６３Ｂ

LWC86763W.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝３７３　出しろ２３０
プラスチック（ホワイト）

パネル：アクリル（透明石目模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７６３Ｗ

NF11810KE.DXF

Ｗ＝１００　Ｈ＝２５６　出しろ９６
カバー：アクリル（乳白つや消し）

本体：（オフブラックつや消し）
防雨型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８１０ＫＥ

NF11853BKE.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝２５５　出しろ１２３

カバー：樹脂（乳白つや消し／一部オフブラックつや消し仕上）

防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８５３ＢＫＥ

NF11853WKE.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝２５５　出しろ１２３

カバー：樹脂（乳白つや消し／一部クールホワイトつや消し仕上）

防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８５３ＷＫＥ

NF11878KE.DXF

Ｗ＝２００　Ｈ＝１２５　出しろ１３０

上下パネル：ガラス（つや消し）
本体：アルミ（オフブラックつや消し）
防雨型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８７８ＫＥ



NF21592KE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１０１
パネル：強化ガラス（乳白つや消し仕上）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：ステンレス（クールホワイトつや消し仕上）
防雨型
昼白色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１５９２ＫＥ

NNN11000BLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０
光束維持率７０％推定４００００時間
本体：アルミダイカスト（オフブラック仕上）
防雨型

昼白色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１０００ＢＬＥ１

NNN11000SLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０

光束維持率７０％推定４００００時間

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック仕上）

防雨型

昼白色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１０００ＳＬＥ１

NNN11001BLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０
光束維持率７０％推定４００００時間
本体：アルミダイカスト（オフブラック仕上）
防雨型

電球色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１００１ＢＬＥ１

NNN11001SLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０

光束維持率７０％推定４００００時間

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック仕上）

防雨型

電球色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１００１ＳＬＥ１

NNN51000LE1.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：アクリル（透明つや消し）

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

防雨型

昼白色

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＮＮＮ５１０００ＬＥ１

NNN51001LE1.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：アクリル（透明つや消し）

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

防雨型

電球色

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＮＮＮ５１００１ＬＥ１

XHE710HE.DXF

ポール径φ１００

ポール：ステンレス（シルバーグレーメタリック）

ガード：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

グローブ：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

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７１０ＨＥ

XHE710LE.DXF

ポール径φ１００

ポール：ステンレス（シルバーグレーメタリック）

ガード：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

グローブ：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

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７１０ＬＥ

XHE752HKCE.DXF

ポール径φ１００

ポール：ステンレス（オフブラック）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７５２ＨＫＣＥ

XHE752LKCE.DXF

ポール径φ１００

ポール：ステンレス（オフブラック）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７５２ＬＫＣＥ

XHEJ333CE.DXF

ブラック仕上

グローブ：アクリル（乳白）
電子おやすみスイッチ付
防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　松月ＸＨＥＪ３３３ＣＥ

XHEJ343CE.DXF

アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
電子おやすみスイッチ付

防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　松月ＸＨＥＪ３４３ＣＥ

XHEJ690CE.DXF

ダークブラウン仕上

グローブ：アクリル（乳白）
電子おやすみスイッチ付
防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＨＥＪ６９０ＣＥ

XLGD664KLE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０１

照射方向可動型

首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ホワイト）

電球色ＬＥＤ（３個）

ＳＧＩ形

防湿型・防雨型

ＬＥＤ５．２Ｗ　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤ６６４ＫＬＥ１

XLGD665KLE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０１

照射方向可動型

首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色ＬＥＤ（３個）

ＳＧＩ形

防湿型・防雨型

ＬＥＤ５．２Ｗ　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤ６６５ＫＬＥ１

XLGD666KLE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０１

照射方向可動型

首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色ＬＥＤ（３個）

ＳＧＩ形

防湿型・防雨型

ＬＥＤ５．２Ｗ　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤ６６６ＫＬＥ１

XLGE742HLE1.DXF

φ８１　Ｈ＝８００

ポール：ステンレス（シルバーグレーメタリック）

ガード：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４２ＨＬＥ１

XLGE742LLE1.DXF

φ８１　Ｈ＝５００

ポール：ステンレス（シルバーグレーメタリック）

ガード：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４２ＬＬＥ１

XLGE743HLE1.DXF

φ８１　Ｈ＝８００

ポール：ステンレス（プラチナメタリック）

ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４３ＨＬＥ１

XLGE743LLE1.DXF

φ８１　Ｈ＝５００

ポール：ステンレス（プラチナメタリック）

ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４３ＬＬＥ１
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