
HEN6618B.DXF

壁面・天井面取付専用

アルミダイカスト（オフブラック）
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
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＮ６６１８Ｂ

HEN6618W.DXF

壁面・天井面取付専用

アルミダイカスト（ホワイト）
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
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＮ６６１８Ｗ

HEN6619.DXF

天井面・壁面取付専用

アルミダイカスト（オフブラック）
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
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＮ６６１９

HEW2106B.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　ＨＥＷ２１０６Ｂ

HEW2108BC.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　ＨＥＷ２１０８ＢＣ

HEW2108SC.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　ＨＥＷ２１０８ＳＣ

HEW2108W.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　ＨＥＷ２１０８Ｗ

HEW2108YC.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　ＨＥＷ２１０８ＹＣ

HEW3100B.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　ＨＥＷ３１００Ｂ

HEW3100S.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　ＨＥＷ３１００Ｓ

HEW3100W.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　ＨＥＷ３１００Ｗ

HEW3100Y.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　ＨＥＷ３１００Ｙ

HEW3110B.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　ＨＥＷ３１１０Ｂ

HEW3110S.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　ＨＥＷ３１１０Ｓ

HEW4701.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　ＨＥＷ４７０１

HEW4702.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　ＨＥＷ４７０２

HEW4710Y.DXF

ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ４７１０Ｙ

HEW4775B.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　ＨＥＷ４７７５Ｂ

HEW4775S.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　ＨＥＷ４７７５Ｓ

HEW4775W.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　ＨＥＷ４７７５Ｗ

HEW5110.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
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５１１０

HEW5111.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
シルバーグレーメタリック仕上
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　ＨＥＷ５１１１

HEW5112.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
ブラウン仕上
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　ＨＥＷ５１１２

HEW5113.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
ダークブラウン仕上
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　ＨＥＷ５１１３

HEW5114.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　ＨＥＷ５１１４



HEW5162BC.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

パネル：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　ＨＥＷ５１６２ＢＣ

HEW5162SC.DXF

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）

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　ＨＥＷ５１６２ＳＣ

HEW5187C.DXF

埋込穴□１８５　埋込高さＨ＝７９
枠：アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：強化ガラス（乳白）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　足元灯

パナソニック　ＨＥＷ５１８７Ｃ

HEW5705B.DXF

ツマミネジ方式
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）

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　ＨＥＷ５７０５Ｂ

HEW5705Y.DXF

ツマミネジ方式
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）
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　ＨＥＷ５７０５Ｙ

HEW5710B.DXF

壁面・天井面取付専用
アルミダイカスト（オフブラック）

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　ＨＥＷ５７１０Ｂ

HEW5710Y.DXF

壁面・天井面取付専用
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

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７１０Ｙ

HEW5711B.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

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　ＨＥＷ５７１１Ｂ

HEW5711Y.DXF

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

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７１１Ｙ

HEW5713S.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝３２３　出しろ１０４
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）

電球色
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７１３Ｓ

HEW5713Y.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝３２３　出しろ１０４
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）
電球色

防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７１３Ｙ

HEW5714S.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝３２３　出しろ１０６
ダークブラウン木調飾り
カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７１４Ｓ

HEW5714Y.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝３２３　出しろ１０６
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）
電球色

防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７１４Ｙ

HEW5721B.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　ＨＥＷ５７２１Ｂ

HEW5722B.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　ＨＥＷ５７２２Ｂ

HEW5722W.DXF

壁面・天井面取付専用
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ５７２２Ｗ

HEW5740A.DXF

壁面・据置取付専用

ツマミネジ方式

カバー：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ５７４０Ａ

HEW5740S.DXF

壁面・据置取付専用

ツマミネジ方式

カバー：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ５７４０Ｓ

HEW5740Y.DXF

壁面・据置取付専用
ツマミネジ方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ５７４０Ｙ

HEW5750.DXF

ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
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　ＨＥＷ５７５０

HEW5751.DXF

ツマミネジ方式
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
枠：木製（ブラウン仕上）
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　ＨＥＷ５７５１

HEW5752.DXF

ツマミネジ方式
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
枠：木製（ダークブラウン仕上）
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　ＨＥＷ５７５２

HEW5777.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　ＨＥＷ５７７７

HEW5783.DXF

壁面（縦・横向き）取付専用

ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）
本体：木製（オフブラック仕上）
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　ＨＥＷ５７８３

HEW5810Y.DXF

スティック付、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付

ネジ込み方式

カバー：ガラス（乳白）

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

二重絶縁型

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＥＷ５８１０Ｙ



HEW5850.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ５８５０

HEW5851.DXF

シルバーグレーメタリック仕上
プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ５８５１

HEW5852.DXF

ブラウン仕上
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ５８５２

HEW5853.DXF

ダークブラウン仕上
プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ５８５３

HEW5854.DXF

プラチナメタリック仕上
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＥＷ５８５４

HEW6029.DXF

天井面・壁面取付専用
アルミ（ブロンズメタリック）

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＷ６０２９

HEW6099.DXF

天井面・壁面取付専用
木製
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　シーリングライト

パナソニック　ＨＥＷ６０９９

HEW6100B.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　ＨＥＷ６１００Ｂ

HEW6100W.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　ＨＥＷ６１００Ｗ

HEW6115BC.DXF

壁面取付専用

塩害地向け仕様
オフブラック仕上
カバー：ガラス（乳白）

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１１５ＢＣ

HEW6115WC.DXF

壁面取付専用
塩害地向け仕様

ホワイト仕上
カバー：ガラス（乳白）

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１１５ＷＣ

HEW6170KC.DXF

カバー：ポリカーボネート（乳白）
アーバングレー仕上

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１７０ＫＣ

HEW6171KC.DXF

カバー：ポリカーボネート（乳白）
アーバングレー仕上

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６１７１ＫＣ

HEW6196C.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　ＨＥＷ６１９６Ｃ

HEW6207C.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　ＨＥＷ６２０７Ｃ

HEW6208C.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　ＨＥＷ６２０８Ｃ

HEW6209C.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　ＨＥＷ６２０９Ｃ

HEW6272.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　ＨＥＷ６２７２

HEW6274.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　ＨＥＷ６２７４

HEW6430.DXF

Ｗ＝２１６　Ｈ＝２７１　出しろ１５０
木製（桧）

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６４３０

HEW6431.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２６５　出しろ１２６
木製（桧）

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６４３１

HEW6432.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２６５　出しろ１２６
木製（桧）

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６４３２

HEW6433.DXF

Ｗ＝１６４　Ｈ＝２５７　出しろ１１９
ステンレス（オフブラック）

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６４３３

HEW6434.DXF

Ｗ＝１６４　Ｈ＝２５７　出しろ１１９
ステンレス（プラチナメタリック）

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ６４３４

HEW8100C.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　ＨＥＷ８１００Ｃ



HEW8102C.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　ＨＥＷ８１０２Ｃ

HEW8180C.DXF

アルミ（オフブラック）

パネル：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　ＨＥＷ８１８０Ｃ

HEW8632B.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＥＷ８６３２Ｂ

HEW8632S.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（乳白つや消し）
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＥＷ８６３２Ｓ

HEW8633C.DXF

壁面・天井面取付専用
カバー：ガラス（乳白）

電球色
防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６３３Ｃ

HEW8650.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　ＨＥＷ８６５０

HEW8651.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝１４５　出しろ１５２
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

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６５１

HEW8652.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝１４５　出しろ１５２
ブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６５２

HEW8653.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝１４５　出しろ１５２
ダークブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６５３

HEW8654.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝１４５　出しろ１５２
プラチナメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６５４

HEW8660.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６６０

HEW8661.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６６１

HEW8662.DXF

ブラウン仕上

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　ＨＥＷ８６６２

HEW8663.DXF

ダークブラウン仕上

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　ＨＥＷ８６６３

HEW8664.DXF

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
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＥＷ８６６４

HEW8670.DXF

ホワイト仕上

カバー：アクリル（乳白）

電球色
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＥＷ８６７０

HEW8671.DXF

シルバーグレーメタリック仕上

カバー：アクリル（乳白）
電球色
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＥＷ８６７１

HEW8672.DXF

ブラウン仕上

カバー：アクリル（乳白）

電球色
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＥＷ８６７２

HEW8673.DXF

ダークブラウン仕上

カバー：アクリル（乳白）

電球色
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＥＷ８６７３

HEW8674.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＥＷ８６７４

HFW6500.DXF

Ｗ＝２２６　Ｈ＝２０３　出しろ７０
ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白つや消し）

電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
防雨型

ＦＨＳＣ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＷ６５００

HFW6501.DXF

Ｗ＝２２６　Ｈ＝２０３　出しろ６６
ホワイト仕上

電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
防雨型

ＦＨＳＣ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＷ６５０１

HFW6502.DXF

Ｗ＝２２６　Ｈ＝２０３　出しろ６６
プラチナメタリック仕上

電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
防雨型

ＦＨＳＣ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＷ６５０２

HFW6602.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９０
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
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　ＨＦＷ６６０２

HK9392K.DXF

リモコン

パナソニック　ＨＫ９３９２Ｋ



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

HLW5110.DXF

パネル：強化ガラス（乳白）
枠：アルミダイカスト（オフブラック）

防雨型

ＦＰＬ９Ｗ×１　足元灯

パナソニック　ＨＬＷ５１１０

HLW5712B.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＬＷ５７１２Ｂ

HLW5712Y.DXF

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

電球色
防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＬＷ５７１２Ｙ

HLW6174.DXF

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）
低誘虫ＵＶカット仕様
防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＬＷ６１７４

HLW6261Z.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　ＨＬＷ６２６１Ｚ

HLW6262Z.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　ＨＬＷ６２６２Ｚ

HLW6471C.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝３３０　出しろ１００
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様

防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＬＷ６４７１Ｃ

HN6705.DXF

Ｗ＝２００　Ｈ＝３３０　出しろ３２０
オフブラック仕上
カバー：ガラス（乳白）

防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮ６７０５

HW1012.DXF

Ｗ＝１０４　Ｈ＝４３４　出しろ９２
カバー：アクリル（乳白）

ＦＬ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ１０１２

HW2012.DXF

Ｗ＝１０４　Ｈ＝４３４　出しろ９２
カバー：アクリル（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ２０１２

HW5200XA.DXF

埋込穴２０５×１０５　埋込深さＤ＝６０
パネル：アクリル（乳白）
本体：アルミ（オフブラック）

低誘虫ＵＶカット仕様
防雨型

ＦＰＬ６Ｗ×１　足元灯

パナソニック　ＨＷ５２００ＫＴＣ

HW620TC.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝４０５　出しろ１０１

カバー：アクリル（乳白）
低誘虫ＵＶカット仕様
防湿・防雨型

ＦＬ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ６２０ＴＣ

HW677TC.DXF

カバー：アクリル（透明）
本体：プラスチック（グレー）
低誘虫ＵＶカット仕様

防湿・防雨型

ＦＬ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ６７７ＴＣ

HW6870.DXF

Ｗ＝３８０　Ｈ＝１６５　Ｄ＝１２０
アルミ（オフブラック）
反射板（ホワイト）

パネル：ガラス（透明）
明るさセンサ付
防雨型

ＦＬ１０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷ６８７０

HW6871.DXF

Ｗ＝４８６　Ｈ＝１６５　Ｄ＝１２０
アルミ（オフブラック）
反射板（ホワイト）

パネル：ガラス（透明）
明るさセンサ付
防雨型

ＦＬ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷ６８７１

HW7172.DXF

Ｗ＝１０７　Ｈ＝７６０　出しろ８６
カバー：アクリル（乳白）
防湿・防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷ７１７２

HW8820C.DXF

Φ３３５　Ｈ＝１２０

アルミ（ブロンズメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

低誘虫ＵＶカット仕様

防湿・防雨型

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＷ８８２０Ｃ

HW8861.DXF

□３６５　Ｈ＝２７０
ダークブラウン仕上
パネル：アクリル（透明プリズム）

明るさセンサ付
防雨型

ＦＣＬ３０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷ８８６１

HW8930.DXF

アルミ（ブロンズメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

防湿・防雨型

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＷ８９３０

HWC2108B.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　ＨＷＣ２１０８Ｂ

HWC2108S.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　ＨＷＣ２１０８Ｓ



HWC2108W.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　ＨＷＣ２１０８Ｗ

HWC2108Y.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　ＨＷＣ２１０８Ｙ

HWC2500K.DXF

反射板（ホワイト）
オフブラック仕上

点灯省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付
非防水型

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＷＣ２５００Ｋ

HWC3100B.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　ＨＷＣ３１００Ｂ

HWC3100S.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　ＨＷＣ３１００Ｓ

HWC3100W.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　ＨＷＣ３１００Ｗ

HWC3100Y.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　ＨＷＣ３１００Ｙ

HWC4500K.DXF

反射板（ホワイト）
オフブラック仕上

点灯省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
非防水型

ＦＬ２０Ｗ×２　シーリングライト

パナソニック　ＨＷＣ４５００Ｋ

HWC5705B.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７０５Ｂ

HWC5705Y.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７０５Ｙ

HWC5710B.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７１０Ｂ

HWC5710Y.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７１０Ｙ

HWC5711B.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７１１Ｂ

HWC5711Y.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７１１Ｙ

HWC5712B.DXF

点灯照度調整機能付
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

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５７１２Ｂ

HWC5712Y.DXF

点灯照度調整機能付
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

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５７１２Ｙ

HWC5713S.DXF

点灯照度調整機能付
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）
防雨型
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　ＨＷＣ５７１３Ｓ

HWC5713Y.DXF

点灯照度調整機能付
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）
防雨型
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　ＨＷＣ５７１３Ｙ

HWC5714S.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７１４Ｓ

HWC5714Y.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７１４Ｙ

HWC5734.DXF

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色
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
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５７３４

HWC5740A.DXF

ツマミネジ方式

点灯省エネ型

点灯照度調整機能付

カバー：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）

熱線センサ・明るさセンサ付

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＷＣ５７４０Ａ

HWC5740S.DXF

ツマミネジ方式

点灯省エネ型

点灯照度調整機能付

カバー：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

熱線センサ・明るさセンサ付

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＷＣ５７４０Ｓ

HWC5740Y.DXF

ツマミネジ方式
点灯省エネ型
点灯照度調整機能付
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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
電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　ＨＷＣ５７４０Ｙ

HWC5750.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ５７５０



HWC5751.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度調整機能付

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
枠：木製（ブラウン仕上）
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　ＨＷＣ５７５１

HWC5752.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度調整機能付

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
枠：木製（ダークブラウン仕上）
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　ＨＷＣ５７５２

HWC5770.DXF

木製（白木）
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５７７０

HWC5783.DXF

点灯省エネ型、ツマミネジ方式
点灯照度調整機能付
カバー：アクリル（乳白）
本体：木製（オフブラック仕上）

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　ＨＷＣ５７８３

HWC5805B.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　ＨＷＣ５８０５Ｂ

HWC5805Y.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　ＨＷＣ５８０５Ｙ

HWC5810B.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　ＨＷＣ５８１０Ｂ

HWC5810Y.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　ＨＷＣ５８１０Ｙ

HWC5811B.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　ＨＷＣ５８１１Ｂ

HWC5811Y.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　ＨＷＣ５８１１Ｙ

HWC5812B.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

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５８１２Ｂ

HWC5812Y.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

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ５８１２Ｙ

HWC5813S.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　ＨＷＣ５８１３Ｓ

HWC5813Y.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　ＨＷＣ５８１３Ｙ

HWC5814S.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　ＨＷＣ５８１４Ｓ

HWC5814Y.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　ＨＷＣ５８１４Ｙ

HWC5850.DXF

ツマミネジ方式
点灯照度・音量調整機能付
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　ＨＷＣ５８５０

HWC5851.DXF

ツマミネジ方式
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）
枠：木製（ブラウン仕上）
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　ＨＷＣ５８５１

HWC5852.DXF

ツマミネジ方式
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）
枠：木製（ダークブラウン仕上）
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　ＨＷＣ５８５２

HWC6010B.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ６０１０Ｂ

HWC6010Y.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ６０１０Ｙ

HWC6078.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

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
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＷＣ６０７８

HWC6104.DXF

アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
低誘虫カバー：ガラス（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　ＨＷＣ６１０４

HWC6110Z.DXF

アルミダイカスト（ブラウンさび風仕上）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

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　ＨＷＣ６１１０Ｚ

HWC6122.DXF

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色
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
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６１２２



HWC6130.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　ＨＷＣ６１３０

HWC6131.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　ＨＷＣ６１３１

HWC6133.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　ＨＷＣ６１３３

HWC6174K.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝３３０　出しろ１００
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色
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
防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６１７４Ｋ

HWC6207K.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　ＨＷＣ６２０７Ｋ

HWC6208K.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　ＨＷＣ６２０８Ｋ

HWC6209K.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　ＨＷＣ６２０９Ｋ

HWC6422.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
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・低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６４２２

HWC6430.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ６４３０

HWC6431.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ６４３１

HWC6432.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ６４３２

HWC6433.DXF

点灯照度調整機能付
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　ＨＷＣ６４３３

HWC6434.DXF

点灯照度調整機能付
ステンレス（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　ＨＷＣ６４３４

HWC6471KC.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝３３０　出しろ１００
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）
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

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６４７１ＫＣ

HWC6610B.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　ＨＷＣ６６１０Ｂ

HWC6610Y.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　ＨＷＣ６６１０Ｙ

HWC6734K.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：高拡散アクリル（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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ６７３４Ｋ

HWC6775B.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　ＨＷＣ６７７５Ｂ

HWC6775S.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　ＨＷＣ６７７５Ｓ

HWC6775W.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　ＨＷＣ６７７５Ｗ

HWC8650.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　ＨＷＣ８６５０

HWC8651.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝１４９　出しろ１９７
シルバーグレーメタリック仕上

プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色・防雨型・熱線センサ・明るさセンサ付

点灯省エネ型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ８６５１

HWC8652.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝１４９　出しろ１９７
ブラウン仕上

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・防雨型・熱線センサ・明るさセンサ付

点灯省エネ型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ８６５２

HWC8653.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝１４９　出しろ１９７
ダークブラウン仕上

プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色・防雨型・熱線センサ・明るさセンサ付

点灯省エネ型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ８６５３

HWC8654.DXF

Ｗ＝１４８　Ｈ＝１４９　出しろ１９７
プラチナメタリック仕上

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・防雨型・熱線センサ・明るさセンサ付

点灯省エネ型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＣ８６５４



HWC8660.DXF

点灯照度調整機能付
ホワイト仕上
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　ＨＷＣ８６６０

HWC8661.DXF

点灯照度調整機能付

シルバーグレーメタリック仕上
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　ＨＷＣ８６６１

HWC8662.DXF

点灯照度調整機能付
ブラウン仕上
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　ＨＷＣ８６６２

HWC8663.DXF

点灯照度調整機能付
ダークブラウン仕上
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　ＨＷＣ８６６３

HWC8664.DXF

点灯照度調整機能付
プラチナメタリック仕上
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　ＨＷＣ８６６４

HWC8670.DXF

点灯照度調整機能付
ホワイト仕上
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

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ８６７０

HWC8671.DXF

点灯照度調整機能付
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
明るさセンサ付

電球色

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ８６７１

HWC8672.DXF

点灯照度調整機能付
ブラウン仕上
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

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ８６７２

HWC8673.DXF

点灯照度調整機能付
ダークブラウン仕上
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

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ８６７３

HWC8674.DXF

点灯照度調整機能付
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

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＷＣ８６７４

HWC8900K.DXF

本体：アルミ（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）
電球色・防雨型
点灯省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＷＣ８９００Ｋ

HWJ5110.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５

ホワイト仕上
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　ＨＷＪ５１１０

HWJ5111.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５

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
明るさセンサ付
電球色

ＥＦＤ１０×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ５１１１

HWJ5112.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５

ブラウン仕上
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　ＨＷＪ５１１２

HWJ5113.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５

ダークブラウン仕上
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　ＨＷＪ５１１３

HWJ5114.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　ＨＷＪ５１１４

HWJ5151.DXF

Ｗ＝２７５　Ｈ＝７２　出しろ８２
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）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ５１５１

HWJ5153C.DXF

ブラウンさび風仕上
アルミダイカスト（模様入り）
パネル：アクリル（乳白）

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　ＨＷＪ５１５３Ｃ

HWJ5154C.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
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　ＨＷＪ５１５４Ｃ

HWJ5155C.DXF

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
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　ＨＷＪ５１５５Ｃ

HWJ5156.DXF

Ｗ＝２７５　Ｈ＝７２　出しろ８２

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ５１５６

HWJ5163BC.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：アクリル（乳白）
明るさセンサ付
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　ＨＷＪ５１６３ＢＣ

HWJ5163SC.DXF

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）
明るさセンサ付
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　ＨＷＪ５１６３ＳＣ

HWJ5166C.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

パネル：アクリル（乳白）
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　ＨＷＪ５１６６Ｃ

HWJ5167C.DXF

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
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　ＨＷＪ５１６７Ｃ



HWJ5171.DXF

Ｗ＝２７５　Ｈ＝７２　出しろ８２
木製（ブラウン仕上）

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ５１７１

HWJ5176.DXF

Ｗ＝２７５　Ｈ＝７２　出しろ８２
木製（ダークブラウン仕上）

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
電球色

低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ５１７６

HWJ5634BC.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
明るさセンサ付
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　ＨＷＪ５６３４ＢＣ

HWJ5634YC.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
明るさセンサ付
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　ＨＷＪ５６３４ＹＣ

HWJ6104.DXF

Ｗ＝１６８　Ｈ＝２０２　出しろ２６０
アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
低誘虫カバー：ガラス（乳白）

長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色・防雨型
明るさセンサ付

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ６１０４

HWJ6134C.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
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　ＨＷＪ６１３４Ｃ

HWJ6308BC.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（透明模様入り）
明るさセンサ付
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷＪ６３０８ＢＣ

HWJ6308WC.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（透明模様入り）

明るさセンサ付
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷＪ６３０８ＷＣ

HWJ6505C.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：アクリル（乳白）

明るさセンサ付
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷＪ６５０５Ｃ

HWJ6561C.DXF

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）
明るさセンサ付

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　ＨＷＪ６５６１Ｃ

HWJ6563C.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

グローブ：クリーンアクリル（乳白つや消し）
明るさセンサ付
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　ＨＷＪ６５６３Ｃ

HWJ6564C.DXF

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
グローブ：クリーンアクリル（乳白つや消し）
明るさセンサ付

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　ＨＷＪ６５６４Ｃ

HWJ6566C.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：アクリル（乳白）
明るさセンサ付
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　ＨＷＪ６５６６Ｃ

HWJ6705B.DXF

据置・壁面取付専用
ネジ方式
パネル：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
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　ＨＷＪ６７０５Ｂ

HWJ6705Y.DXF

据置・壁面取付専用
ネジ方式
パネル：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

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　ＨＷＪ６７０５Ｙ

HWJ6720.DXF

ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

本体：アルミ（オフブラック）
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　ＨＷＪ６７２０

HWJ6739.DXF

ツマミネジ方式
（シルバーグレーメタリック仕上）
カバー：クリーンアクリル（乳白）
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　ＨＷＪ６７３９

HWJ6762.DXF

ツマミネジ方式
（オフブラック仕上）

パネル：アクリル（乳白）

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　ＨＷＪ６７６２

HWJ6765C.DXF

本体：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）
明るさセンサ付

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＨＷＪ６７６５Ｃ

HWJ6813C.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝４００　Ｈ＝１６０
アルミ（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
防雨型

ＦＬ１０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷＪ６８１３Ｃ

HWJ6822C.DXF

Ｗ＝１４３　Ｈ＝４５７　出しろ１７２
カバー：アクリル（乳白）

アルミダイカスト（オフブラック）
低誘虫ＵＶカット仕様
明るさセンサ付
防雨型

ＦＰＬ１３Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ６８２２Ｃ

HWJ6833C.DXF

Ｗ＝８５　Ｌ＝５００　Ｈ＝１８０
アルミ（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
防雨型

ＦＬ１５Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＨＷＪ６８３３Ｃ

HWJ9108BC.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（透明模様入り）
明るさセンサ付

電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ９１０８ＢＣ

HWJ9108WC.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（透明模様入り）
明るさセンサ付
電球色

防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＷＪ９１０８ＷＣ

LGW40001.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
照射方向可動型
ネジ方式、拡散レンズ付
パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４０００１



LGW40002.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

照射方向可動型

ネジ方式、拡散レンズ付

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４０００２

LGW40003.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
照射方向可動型
ネジ方式、拡散レンズ付
パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４０００３

LGW40011.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
照射方向可動型
ネジ方式、集光タイプ

パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４００１１

LGW40012.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

照射方向可動型

ネジ方式、集光タイプ

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４００１２

LGW40013.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
照射方向可動型
ネジ方式、集光タイプ
パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４００１３

LGW40022.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

スティック付、集光タイプ、照射方向可動型

二重絶縁型、ネジ方式、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付

パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４００２２

LGW40023.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

スティック付、集光タイプ、照射方向可動型

二重絶縁型、ネジ方式、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付

パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４００２３

LGW46133A.DXF

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）

カバー：アクリル（透明プリズム）
電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ２．０Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３３Ａ

LGW46133Y.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（透明プリズム）

電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ２．０Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３３Ｙ

LGW46134A.DXF

アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）

カバー：アクリル（透明つや消し）
電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ２．０Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３４Ａ

LGW46134Y.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（透明つや消し）

電球色
防雨型

高出力ＬＥＤ２．０Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷ４６１３４Ｙ

LGW46190.DXF

オフブラック仕上
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１９０

LGW46191.DXF

プラチナメタリック仕上
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１９１

LGW46192.DXF

カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
カバー：アクリル（透明・内面乳白）
電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷ４６１９２

LGW51671.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
電球色ＬＥＤ（６個）

防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＷ５１６７１

LGW51676.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＷ５１６７６

LGW51681.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
電球色ＬＥＤ（６個）

防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＷ５１６８１

LGW51686.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ６．９Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＬＧＷ５１６８６

LGW71670.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　ＬＧＷ７１６７０

LGW71671.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　ＬＧＷ７１６７１

LGW71676.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　ＬＧＷ７１６７６

LGW71677.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
拡散タイプ
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６７７

LGW71678.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
拡散タイプ
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６７８

LGW71679.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
拡散タイプ
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷ７１６７９

LGW71691.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　ＬＧＷ７１６９１



LGW71696.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　ＬＧＷ７１６９６

LGW80101.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式

カバー：アクリル
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０１

LGW80102.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式

カバー：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０２

LGW80103.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式
カバー：アクリル
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０３

LGW80104.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
壁面・天井面取付専用
ネジ方式

カバー：アクリル
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０４

LGW80105.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

壁面・天井面取付専用

ネジ方式

カバー：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０５

LGW80106.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
壁面・天井面取付専用
ネジ方式
カバー：アクリル
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０６

LGW80107.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
壁面・天井面取付専用
ネジ込み方式

カバー：ガラス（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色（１個）、防湿型・防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０７

LGW80108.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
壁面・天井面取付専用
ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
電球色（１個）、防湿型・防雨型

ＬＥＤ７．１Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷ８０１０８

LGWC40001.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

拡散レンズ付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷＣ４０００１

LGWC40002.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

拡散レンズ付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷＣ４０００２

LGWC40003.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

拡散レンズ付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式

本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷＣ４０００３

LGWC40011.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

集光タイプ、、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷＣ４００１１

LGWC40012.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

集光タイプ、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷＣ４００１２

LGWC40013.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

集光タイプ、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式

本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＷＣ４００１３

LGWC71650.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイト）

パネル：アクリル（つや消し）
明るさセンサ付
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷＣ７１６５０

LGWC71651.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

反射板：プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリル（つや消し）
明るさセンサ付
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＷＣ７１６５１

LGWC80101.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式
カバー：アクリル
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１０１

LGWC80102.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式

カバー：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

熱線センサ・明るさセンサ付

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１０２

LGWC80103.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式
カバー：アクリル
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１０３

LGWC80104.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式
カバー：アクリル
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１０４

LGWC80105.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式

カバー：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

熱線センサ・明るさセンサ付

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１０５

LGWC80106.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式
カバー：アクリル
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

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１０６

LGWC80110.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１１０

LGWC80111.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１１１



LGWC80112.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１１２

LGWC80113.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）

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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＧＷＣ８０１１３

LGWC86490.DXF

点灯照度調整機能付
オフブラック仕上
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
熱線センサ・明るさセンサ付
電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ７．５Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４９０

LGWC86491.DXF

点灯照度調整機能付
プラチナメタリック仕上
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
熱線センサ・明るさセンサ付
電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ７．５Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４９１

LGWC86492.DXF

点灯照度調整機能付
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
カバー：アクリル（透明・内面乳白）
熱線センサ・明るさセンサ付
電球色ＬＥＤ（６個）
防雨型

ＬＥＤ７．５Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＧＷＣ８６４９２

LT23370.DXF

□１３６　Ｈ＝４００
アルミダイカスト（青銅色仕上）

パネル：ガラス（アンバー石目模様入り）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＬＴ２３３７０

LT83170.DXF

Ｗ＝１３６　Ｈ＝３０５　出しろ２０５
アルミダイカスト（青銅色仕上）

パネル：ガラス（アンバー石目模様入り）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＴ８３１７０

LTC83145K.DXF

Ｗ＝１３６　Ｈ＝３６５　出しろ１９６
アルミダイカスト（青銅色仕上）
パネル：ガラス（アンバー石目模様入り）
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　ＬＴＣ８３１４５Ｋ

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

LW72270K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２６
パネル：ガラス（透明）

枠：（ホワイトつや消し）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＷ７２２７０Ｋ

LW72271.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２６
枠（オフブラック）

パネル：ガラス（透明）
防雨型

ＬＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＷ７２２７１

LW72370T.DXF

前面：強化ガラス（乳白）

枠：アルミダイカスト（オフブラック）

ＩＬ１０Ｗ×１　足元灯

パナソニック　ＬＷ７２３７０Ｔ

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

LW84058B.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
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０５８Ｂ

LW84075B.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（オフブラック）
照射方向可動型

防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０７５Ｂ

LW84075S.DXF

可動範囲上下８０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）
照射方向可動型
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０７５Ｓ

LW84075W.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０７５Ｗ

LW84075Y.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
照射方向可動型
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０７５Ｙ

LW84076B.DXF

照射方向可動型

アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８４０７６Ｂ

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

LW86264.DXF

Φ１７０　出しろ１００
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（乳白つや消し）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２６４

LW86265.DXF

□１５５　出しろ１００
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（乳白つや消し）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２６５

LW86267.DXF

Φ１７０　出しろ１００

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(乳白つや消し)
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２６７

LW86268.DXF

カバー：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２６８

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

LW86295A.DXF

Ｗ＝１８８　Ｈ＝１８８　出しろ１０７
アルミダイカスト（ダークブラウン多色塗装）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２９５Ａ

LW86295B.DXF

Ｗ＝１８８　Ｈ＝１８８　出しろ１０７
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２９５Ｂ

LW86295W.DXF

Ｗ＝１８８　Ｈ＝１８８　出しろ１０７
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６２９５Ｗ

LW86364.DXF

Φ１９５　出しろ１１０
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（乳白つや消し）
防雨型

ＩＬ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６３６４

LW86365.DXF

□１８０　出しろ１１０
本体：アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（乳白つや消し）
防雨型

ＩＬ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６３６５

LW86416B.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）

ガラスカバー（透明・模様入り）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＬＷ８６４１６Ｂ

LW86416WK.DXF

壁面・天井面取付専用

ネジ込み方式
照射方向可動型

カバー：ガラス（透明模様入り）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×２　エクステリアライト

パナソニック　ＬＷ８６４１６ＷＫ

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

LW86725.DXF

Ｗ＝１１６　Ｈ＝３４７　出しろ１８９
アルミダイカスト（ダークブラウン多色塗装）
カバー：ガラス（透明模様入り）
防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７２５

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

LW86744AK.DXF

Ｗ＝１６７　Ｈ＝３２２　出しろ２３４
アルミダイカスト（ダークブラウン多色塗装）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７４４ＡＫ

LW86744BK.DXF

Ｗ＝１６７　Ｈ＝３２２　出しろ２３４
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７４４ＢＫ

LW86744WK.DXF

Ｗ＝１６７　Ｈ＝３２２　出しろ２３４
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷ８６７４４ＷＫ

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

LWC72370K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０
枠（オフホワイト）
パネル：ガラス（透明）
段調光省エネ型

熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＷＣ７２３７０Ｋ



LWC72371K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０
枠（オフブラック）

パネル：ガラス（透明）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＷＣ７２３７１Ｋ

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

LWC84018B.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型
ＯＮ／ＯＦＦ型

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　ＬＷＣ８４０１８Ｂ

LWC84018S.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型

ＯＮ／ＯＦＦ型
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　ＬＷＣ８４０１８Ｓ

LWC84018W.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型
ＯＮ／ＯＦＦ型

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　ＬＷＣ８４０１８Ｗ

LWC84018Y.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型
ＯＮ／ＯＦＦ型

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　ＬＷＣ８４０１８Ｙ

LWC84075B.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（オフブラック）
照射方向可動型
ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４０７５Ｂ

LWC84075S.DXF

可動範囲上下８０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）
照射方向可動型

ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４０７５Ｓ

LWC84075W.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型
ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４０７５Ｗ

LWC84075Y.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
照射方向可動型
ＯＮ／ＯＦＦ型

熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４０７５Ｙ

LWC84118B.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型
段調光省エネ型

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　ＬＷＣ８４１１８Ｂ

LWC84118S.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型

段調光省エネ型
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　ＬＷＣ８４１１８Ｓ

LWC84118W.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型
段調光省エネ型

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　ＬＷＣ８４１１８Ｗ

LWC84118Y.DXF

可動範囲上下１００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
照射方向可動型
段調光省エネ型

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　ＬＷＣ８４１１８Ｙ

LWC84175B.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（オフブラック）

照射方向可動型
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４１７５Ｂ

LWC84175S.DXF

可動範囲上下８０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）
照射方向可動型
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４１７５Ｓ

LWC84175W.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
アルミダイカスト（ホワイト）

照射方向可動型
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４１７５Ｗ

LWC84175Y.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３３０度

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
照射方向可動型
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＷＣ８４１７５Ｙ

LWC86308BK.DXF

Ｗ＝２１９　Ｈ＝４２０　出しろ２４２
アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（透明模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６３０８ＢＫ

LWC86308WK.DXF

Ｗ＝２１９　Ｈ＝４２０　出しろ２４２
アルミダイカスト（ホワイト）

カバー：ガラス（透明模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６３０８ＷＫ

LWC86408BK.DXF

Ｗ＝２１９　Ｈ＝４２０　出しろ２４２
アルミダイカスト（オフブラック）

カバー：ガラス（透明模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６４０８ＢＫ

LWC86408WK.DXF

Ｗ＝２１９　Ｈ＝４２０　出しろ２４２
アルミダイカスト（ホワイト）

カバー：ガラス（透明模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６４０８ＷＫ



LWC86462BK.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝２１２　出しろ１２０
本体：アルミ（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）
ＯＮ／ＯＦＦ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　ＬＷＣ８６４６２ＢＫ

LWC86462SK.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝２１２　出しろ１２０
本体：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）
ＯＮ／ＯＦＦ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　ＬＷＣ８６４６２ＳＫ

LWC86463BK.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝２０５　出しろ１２０
本体：アルミ（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）
ＯＮ／ＯＦＦ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　ＬＷＣ８６４６３ＢＫ

LWC86463SK.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝２０５　出しろ１２０
本体：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）
ＯＮ／ＯＦＦ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　ＬＷＣ８６４６３ＳＫ

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

LWC86724K.DXF

Ｗ＝２４６　Ｈ＝２５３　出しろ１６５
本体：アルミ（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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　ＬＷＣ８６７２４Ｋ

LWC86725.DXF

Ｗ＝１４０　Ｈ＝３５２　出しろ２０５
アルミダイカスト（ダークブラウン多色塗装）
カバー：ガラス（透明模様入り）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７２５

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

LWC86744AK.DXF

Ｗ＝１６７　Ｈ＝３２２　出しろ２５０
点灯照度調整機能付
アルミダイカスト（ダークブラウン多色塗装）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７４４ＡＫ

LWC86744BK.DXF

Ｗ＝１６７　Ｈ＝３２２　出しろ２５０
点灯照度調整機能付
アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７４４ＢＫ

LWC86744WK.DXF

Ｗ＝１６７　Ｈ＝３２２　出しろ２５０
点灯照度調整機能付
アルミダイカスト（ホワイト）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）
明るさセンサ付

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＷＣ８６７４４ＷＫ

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

LWC86775K.DXF

Ｗ＝１７３　Ｈ＝４４６　出しろ１７２
ブラウンさび風仕上
パネル：ガラス（透明）
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　ＬＷＣ８６７７５Ｋ

LWJ45710.DXF

Φ１５０　Ｈ＝３００
アルミダイカストベース（オフブラック）

グローブ：アクリル（透明模様入り）
明るさセンサ付

ＩＬ１０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ＬＷＪ４５７１０

LWJ45730.DXF

Φ１５０　Ｈ＝３００
アルミダイカストベース（オフブラック）

グローブ：アクリル（透明模様入り）
明るさセンサ付

ＩＬ１０Ｗ×３　庭園灯

パナソニック　ＬＷＪ４５７３０

LWJ46010.DXF

Ｗ＝２００　Ｈ＝１３０　Ｄ＝５７
パネル：アクリル（透明模様入り）
明るさセンサ付

ネーム用英文字シール付
防雨型

ＬＥＤ１．６Ｗ　表札灯

パナソニック　ＬＷＪ４６０１０

LWJ46011.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝４０　Ｄ＝９４
パネル：アクリル（透明）
本体（オフブラック）

明るさセンサ付

ＬＥＤ１．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＷＪ４６０１１

LWJ46012.DXF

Ｗ＝３０８　Ｈ＝７８　Ｄ＝１３１
パネル：アクリル（透明）

本体（ダークブラウン）
明るさセンサ付

ＬＥＤ１．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＷＪ４６０１２

LWJ46020.DXF

パネル：アクリル（透明）
本体（オフブラック）

明るさセンサ付

ＬＥＤ１．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＬＷＪ４６０２０

LWJ56675.DXF

□１５１　Ｈ＝２９９
ブラウンさび風仕上
グローブ：アクリル（ブロンズ）
明るさセンサ付

防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＬＷＪ５６６７５

LWJ56679.DXF

□１１２　Ｈ＝２６５

ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
グローブ：アクリル（ブロンズ）
明るさセンサ付
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　門柱灯

パナソニック　ＬＷＪ５６６７９

LWJ86283K.DXF

Ｗ＝４６２　Ｈ＝１３１　出しろ１３２

木製（オフブラック仕上）
カバー：アクリル（乳白）
明るさセンサ付
防雨型

ＬＤＳ２５Ｗ×２　ブラケット

パナソニック　ＬＷＪ８６２８３Ｋ

NF11550B.DXF

パネル：アクリル（透明つや消し）
枠：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
防雨型

ＥＦＤ１５・２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ１１５５０Ｂ

NF11550W.DXF

パネル：アクリル（透明つや消し）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
防雨型

ＥＦＤ１５・２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ１１５５０Ｗ



NF11810.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８１０

NF11853B.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８５３Ｂ

NF11853W.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８５３Ｗ

NF11878.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＦ１１８７８

NF16710.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１４８

パネル：アクリル（乳白）
枠：ステンレス（クールホワイトつや消し仕上）
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１・ＬＥＤ６．９Ｗ　軒下用ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７１０

NF21592.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

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１５９２

NF21837B.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝１８０　出しろ１００

パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）

防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１・ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＦ２１８３７Ｂ

NF21837S.DXF

Ｗ＝１８０　Ｈ＝１８０　出しろ１００

パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリックレザーサテン仕上）

防雨型

ＥＦＤ２５Ｗ×１・ＬＥＤ６．９Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＦ２１８３７Ｓ

NFM41708.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０８
パネル：熱処理ガラス（透明）
枠：ステンレス（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
Ｗフリータイプ
防雨型

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７０８

NNN11000B.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　ＮＮＮ１１０００Ｂ

NNN11000S.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　ＮＮＮ１１０００Ｓ

NNN11001B.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　ＮＮＮ１１００１Ｂ

NNN11001S.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　ＮＮＮ１１００１Ｓ

NNN51000.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　ＮＮＮ５１０００

NNN51001.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　ＮＮＮ５１００１

XHE1081C.DXF

カバー：磁器
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　ガーデンライトＸＨＥ１０８１Ｃ

XHE710H.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ＸＨＥ７１０Ｈ

XHE710L.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ＸＨＥ７１０Ｌ

XHE719H.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ＸＨＥ７１９Ｈ

XHE730H.DXF

Φ８４　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）

グローブ：アクリル（乳白）

電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７３０Ｈ

XHE730L.DXF

Φ８４　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）

グローブ：アクリル（乳白）

電球色

低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７３０Ｌ

XHE731H.DXF

Φ８４　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）
グローブ：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７３１Ｈ

XHE731L.DXF

Φ８４　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）
グローブ：アクリル（乳白）
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７３１Ｌ

XHE740A.DXF

ネジ方式

ポール：アルミ（ダークブラウンメタリック）

グローブ：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７４０Ａ

XHE740S.DXF

ネジ方式

ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）

グローブ：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７４０Ｓ



XHE740Y.DXF

ネジ方式
ポール：アルミ（プラチナメタリック）

グローブ：ガラス（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７４０Ｙ

XHE751HKC.DXF

ポール径Φ１００
ポール：ステンレス（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ＸＨＥ７５１ＨＫＣ

XHE751LKC.DXF

ポール径Φ１００
ポール：ステンレス（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ＸＨＥ７５１ＬＫＣ

XHE752HKC.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ＸＨＥ７５２ＨＫＣ

XHE752LKC.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ＸＨＥ７５２ＬＫＣ

XHE761HKC.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：ポリカーボネート（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ＸＨＥ７６１ＨＫＣ

XHE761LKC.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：ポリカーボネート（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ＸＨＥ７６１ＬＫＣ

XHE780A.DXF

ネジ方式

ポール：アルミ（ダークブラウンメタリック）

グローブ：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７８０Ａ

XHE780S.DXF

ネジ方式

ポール：アルミ（シルバーグレーメタリック）

グローブ：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７８０Ｓ

XHE780Y.DXF

ネジ方式
ポール：アルミ（プラチナメタリック）

グローブ：ガラス（乳白つや消し）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１０Ｗ×１　エクステリアライト

パナソニック　エントランスライトＸＨＥ７８０Ｙ

XHEC739HZC.DXF

グローブ：アクリル（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色

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　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥＣ７３９ＨＺＣ

XHEC751HZ.DXF

グローブ：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥＣ７５１ＨＺ

XHEC752HZ.DXF

グローブ：ガラス（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥＣ７５２ＨＺ

XHEC760HKC.DXF

グローブ：アクリル（乳白つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

長寿命ランプ使用（約１００００時間）

電球色

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　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＨＥＣ７６０ＨＫＣ

XHEJ333C.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ＸＨＥＪ３３３Ｃ

XHEJ343C.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ＸＨＥＪ３４３Ｃ

XHEJ675KC.DXF

ポール径Φ５０
ポール：アルミ（ブラウンさび風仕上）
枠：ステンレス（ブラウンさび風仕上）

パネル：アクリル（乳白・下面透明）
低誘虫ＵＶカット仕様・おやすみスイッチ付
電球色
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　ガーデンＸＨＥＪ６７５ＫＣ

XHEJ690C.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ＸＨＥＪ６９０Ｃ

XHEJ751HKC.DXF

ポール径Φ１００
ポール：ステンレス（オフブラック）

本体：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）
明るさセンサ付
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ＸＨＥＪ７５１ＨＫＣ

XHEJ752HKC.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）
低誘虫ＵＶカット仕様・明るさセンサ付
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ＸＨＥＪ７５２ＨＫＣ

XLE775H.DXF

ポール径Φ１００
□１５１　Ｈ＝１１４８

ブラウンさび風仕上
グローブ：アクリル（ブロンズ）
防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＥ７７５Ｈ

XLEC775HK.DXF

金色仕上
グローブ：アクリル（ブロンズ）
本体：アルミダイカスト（ブラウンさび風仕上）
段調光省エネ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＤＳ４０Ｗ×１　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＥＣ７７５ＨＫ

XLGD664K.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ＸＬＧＤ６６４Ｋ

XLGD665K.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ＸＬＧＤ６６５Ｋ

XLGD666K.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ＸＬＧＤ６６６Ｋ



XLGDC650.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
高気密ＳＧＩ形
パネル：アクリル（つや消し）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイト）
電球色
明るさセンサ付

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤＣ６５０

XLGDC651.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
高気密ＳＧＩ形
パネル：アクリル（つや消し）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイト）
昼白色
明るさセンサ付

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤＣ６５１

XLGE740H.DXF

Φ８４　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）

カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４０Ｈ

XLGE740L.DXF

Φ８４　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）

カバー：アクリル（乳白）

電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４０Ｌ

XLGE741H.DXF

Φ８４　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）
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４１Ｈ

XLGE741L.DXF

Φ８４　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）
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＬＥＤ　庭園灯

パナソニック　エントランスライトＸＬＧＥ７４１Ｌ

XLGE742H.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ＸＬＧＥ７４２Ｈ

XLGE742L.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ＸＬＧＥ７４２Ｌ

XLGE743H.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ＸＬＧＥ７４３Ｈ

XLGE743L.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ＸＬＧＥ７４３Ｌ

XLGEC001.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式、拡散レンズ付

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＥＤスポットライトＸＬＧＥＣ００１

XLGEC002.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式、拡散レンズ付

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＥＤスポットライトＸＬＧＥＣ００２

XLGEC003.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式、拡散レンズ付

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＥＤスポットライトＸＬＧＥＣ００３

XLGEC011.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式、集光タイプ

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＥＤスポットライトＸＬＧＥＣ０１１

XLGEC012.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式、集光タイプ

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＥＤスポットライトＸＬＧＥＣ０１２

XLGEC013.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

可動範囲上方向９０度、回転方向３３０度

点灯照度・点灯保持時間調整機能付、照射方向可動型

段調光省エネ型、ネジ方式、集光タイプ

パネル：アクリル（透明つや消し）

本体：アルミダイカスト（オフブラック）

電球色（１個）、防雨型、熱線センサ・明るさセンサ付

ＬＥＤ７．４Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＥＤスポットライトＸＬＧＥＣ０１３

XLGEC101.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：アクリル
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１０１

XLGEC102.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式

点灯照度・点灯保持時間調整機能付

カバー：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

熱線センサ・明るさセンサ付

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１０２

XLGEC103.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：アクリル
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１０３

XLGEC104.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：アクリル
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１０４

XLGEC105.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ方式

点灯照度・点灯保持時間調整機能付

カバー：アクリル

本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）

熱線センサ・明るさセンサ付

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１０５

XLGEC106.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ方式

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：アクリル
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

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１０６

XLGEC110.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１１０

XLGEC111.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１１１

XLGEC112.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式

点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：ガラス（乳白つや消し）
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

電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１１２



XLGEC113.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ネジ込み方式
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
カバー：ガラス（乳白つや消し）

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
電球色（１個）、防雨型

ＬＥＤ７．４Ｗ　エクステリアライト

パナソニック　ＬＥＤポーチライトＸＬＧＥＣ１１３
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