
HEA1000E.DXF

回転方向３６０度
パネル（乳白）
セード：プラスチック（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０００Ｅ

HEA1077E.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
セード（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０７７Ｅ

HEA1078E.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
セード：ポリカーボネート（乳白つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０７８Ｅ

HEA1079E.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
セード（ブラック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０７９Ｅ

HEA1091CE.DXF

照射方向可動型

１００Ｖ配線ダクト用
回転方向３６０度
可動範囲上下８０度
セード：ポリカーボネートセード（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０９１ＣＥ

HEA1212KCE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝８０

枠：木製（白木）
反射板（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２１２ＫＣＥ

HEA1227KCE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝８０
枠（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
反射板（ホワイトつや消し）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２２７ＫＣＥ

HEA1228KCE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝８０
枠（ブラックつや消し）

バッフル（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２２８ＫＣＥ

HEA1246KCE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝８０

枠（ホワイトつや消し）
反射板（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２４６ＫＣＥ

HEA1276KCE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝８０

枠（ホワイトつや消し）
反射板（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２７６ＫＣＥ

HEA1305CE.DXF

埋込穴φ１００　埋込高Ｈ＝１５６
バッフル（ホワイトつや消し）
枠（ホワイトつや消し）

反射板（ホワイトつや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３０５ＣＥ

HEA1306KCE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝６０
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイトつや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３０６ＫＣＥ

HEA1307KCE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝６０
枠（ブラックつや消し）

反射板：プラスチック（銀色仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３０７ＫＣＥ

HEA1311CE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高Ｈ＝８３

バッフル（ホワイトつや消し）
枠（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）
ＳＧＩ形

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３１１ＣＥ

HEA1312KCE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝８１
枠：木製（白木）
反射板（ホワイトつや消し）

ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３１２ＫＣＥ

HEA1318KCE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝８１
枠（ブラックつや消し）
バッフル（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）

ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３１８ＫＣＥ

HEA1319KCE.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝８２
枠（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）

ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３１９ＫＣＥ

HEA1342KCE.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝７９
枠：木製（白木）
反射板（ホワイトつや消し）

高気密ＳＢ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３４２ＫＣＥ

HEA1391E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝１０４
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリルまぶしさ制御

低誘虫ＵＶカット仕様
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３９１Ｅ

HEA1505E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

長寿命ランプ使用（約１００００時間）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５０５Ｅ

HEA1507E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５０７Ｅ

HEA1564E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝８３
枠：ガラス（つや消し）
反射板：アルミ（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５６４Ｅ

HEA1566E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０１
枠：ガラス（つや消し）

反射板：アルミ（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５６６Ｅ

HEA1709E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込Ｈ＝１６３
枠：（ホワイトつや消し）
バッフル：（ホワイトつや消し）ホワイトつや消し）

電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７０９Ｅ

HEA1729CE.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝９９
枠（ブラックつや消し）
バッフル（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７２９ＣＥ



HEA1730E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝１００
反射板：プラスチック（ホワイト）
枠：（ホワイトつや消し）
電球色
高気密SGI形

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７３０Ｅ

HEA1733E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝１００
反射板：プラスチック（ホワイト）
枠：（ホワイトつや消し）
高気密SGI形

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７３３Ｅ

HEA1734E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝１００

バッフル（高反射ホワイト）
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７３４Ｅ

HEA1739E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝１００
バッフル（高反射ホワイト）
枠（ホワイトつや消し）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７３９Ｅ

HEA1740E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝９９
反射板：アルミ（ホワイトつや消し）
枠：（ホワイトつや消し）
電球色
高気密SB形

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７４０Ｅ

HEA1743E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝９９
反射板：アルミ（ホワイトつや消し）
枠：（ホワイトつや消し）
高気密SB形

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７４３Ｅ

HEA1764E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高さＨ＝１０３
枠：ガラス（つや消し）
反射板：アルミ（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７６４Ｅ

HEA1771E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１０２
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７７１Ｅ

HEA1772E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１０２
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７７２Ｅ

HEA1774E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１０２
枠：木製（白木）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７７４Ｅ

HEA1790CE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝１０２
枠（ホワイトつや消し）

反射板：プラスチック（ホワイト）
パネル：アクリルまぶしさ制御

低誘虫ＵＶカット仕様
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７９０ＣＥ

HEA1800E.DXF

埋込穴φ１５０　埋込Ｈ＝１５０
枠：（ホワイトつや消し）
パネル：アクリル（乳白）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８００Ｅ

HEA1822E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高　Ｈ＝１００
バッフル（高反射ホワイト）
枠（ホワイトつや消し）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８２２Ｅ

HEA1825E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高　Ｈ＝１００

枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８２５Ｅ

HEA1826E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高　Ｈ＝１００
バッフル（高反射ホワイト）
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８２６Ｅ

HEA1827E.DXF

埋込穴φ１００　埋込高　Ｈ＝１００
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８２７Ｅ

HEA1830E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
反射板：プラスチック（ホワイト）
枠：（ホワイトつや消し）

電球色
高気密SGI形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８３０Ｅ

HEA1833E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
反射板：プラスチック（ホワイト）

枠：（ホワイトつや消し）
高気密SGI形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８３３Ｅ

HEA1834E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８４
バッフル（高反射ホワイト）
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８３４Ｅ

HEA1839E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８４
バッフル（高反射ホワイト）
枠（ホワイトつや消し）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８３９Ｅ

HEA1840E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
反射板：（ホワイトつや消し）
枠：（ホワイトつや消し）

電球色
高気密SB形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８４０Ｅ

HEA1843E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
反射板：（ホワイトつや消し）

枠：（ホワイトつや消し）
高気密SB形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８４３Ｅ

HEA1871E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝８１

枠（ホワイトつや消し）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８７１Ｅ

HEA1872E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝８１
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８７２Ｅ

HEA1874E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝８１

枠：木製（白木）
バッフル（高反射ホワイト）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８７４Ｅ



HEA1905CE.DXF

埋込穴φ７５　埋込高Ｈ＝１２８
バッフル（ホワイトつや消し）

枠（ホワイトつや消し）
反射板（ホワイトつや消し）
電球色

ＥＦＡ１０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１９０５ＣＥ

HEW1077E.DXF

Ｗ＝φ７５　Ｈ＝１６１　出しろ１４６
可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
セード（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ１０７７Ｅ

HEW1078E.DXF

Ｗ＝φ７５　Ｈ＝１６１　出しろ１４６
可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
セード：ポリカーボネート（乳白つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ１０７８Ｅ

HEW1079E.DXF

Ｗ＝φ７５　Ｈ＝１６１　出しろ１４６
可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
セード（ブラック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ１０７９Ｅ

HEW1091CE.DXF

壁面・天井面・据置取付専用

照射方向可動型
回転方向３６０度
可動範囲上下８０度
セード：ポリカーボネートセード（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ１０９１ＣＥ

HEW2077E.DXF

Ｗ＝２１５　Ｈ＝１４６　出しろ１４６
可動範囲上下８０度、回転方向１８０度
セード（ホワイト）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２０７７Ｅ

HEW2078E.DXF

Ｗ＝２１５　Ｈ＝１４６　出しろ１４６
可動範囲上下８０度、回転方向１８０度

セード：ポリカーボネート（乳白つや消し）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２０７８Ｅ

HEW2079E.DXF

Ｗ＝２１５　Ｈ＝１４６　出しろ１４６
可動範囲上下８０度、回転方向１８０度
セード（ブラック）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
照射方向可動型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２０７９Ｅ

HEW2091CE.DXF

壁面・天井面・据置取付専用

照射方向可動型
回転方向１８０度
可動範囲上下８０度
セード：ポリカーボネートセード（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２０９１ＣＥ

HFA3300E.DXF

ホワイト仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３００Ｅ

HFA3301E.DXF

バーチ調仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３０１Ｅ

HFA3302E.DXF

ダークブラウン仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３０２Ｅ

HFA3310E.DXF

ホワイト仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３１０Ｅ

HFA3311E.DXF

バーチ調仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３１１Ｅ

HFA3312E.DXF

ダークブラウン仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３１２Ｅ

HFA3320E.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３３２０Ｅ

HFA3410.DXF

ホワイト仕上
カバー：高拡散アクリル（乳白）
電球色

リモコン切替可能型

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３４１０

HFA3420.DXF

カバー：高拡散アクリル（乳白）
電球色

リモコン切替可能型

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＦＡ３４２０

HK9359.DXF

プラスチック（ホワイトつや消し）

配線ダクト用リモコンアダプタ

パナソニック　ＨＫ９３５９

HK9359B.DXF

天井付・壁付取付専用
１００Ｖ配線ダクト用

プラスチック（ブラックつや消し）
チャンネル設定スイッチ付

配線ダクト用リモコンアダプタ

パナソニック　ＨＫ９３５９Ｂ

HK9359S.DXF

天井付・壁付取付専用

１００Ｖ配線ダクト用
プラスチック（シルバーメタリック）
チャンネル設定スイッチ付

配線ダクト用リモコンアダプタ

パナソニック　ＨＫ９３５９Ｓ

HLA3000KE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１８２
枠（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ３０００ＫＥ

HLA3100KE.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１６４
枠（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ３１００ＫＥ

LB54107K.DXF

回転方向３６０度、可動範囲上下９０度

照射方向可動型
バッフル：（ホワイト）
セード：アルミ（ホワイト）
１００Ｖ配線ダクト用

ＩＬ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１０７Ｋ

LB54133S.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
シルバーメタリック仕上
照射方向可動型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１３３Ｓ



LB54133W.DXF

可動範囲上下８０度、回転方向３６０度
ホワイト仕上

照射方向可動型

ＪＤＲ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１３３Ｗ

LB54153S.DXF

シルバーメタリック仕上

ＪＤＲ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１５３Ｓ

LB54153W.DXF

ホワイト仕上

ＪＤＲ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１５３Ｗ

LB54200.DXF

ホワイト仕上

セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４２００

LB55100K.DXF

天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用
本体：プラスチック（ホワイト）

１００Ｖ配線ダクト用

ＩＬ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＢ５５１００Ｋ

LB55110.DXF

セード：プラスチック（ホワイト）

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５５１１０

LB55111.DXF

セード：プラスチック（乳白）

ＩＬ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５５１１１

LB74010WK.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝６０
反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：（ホワイトつや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４０１０ＷＫ

LB74059K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１００
反射板：（ホワイトつや消し）
枠：（ホワイトつや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４０５９Ｋ

LB74090.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１５０
枠（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４０９０

LB74185KT.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８３
反射板：アルミ（ホワイト）

枠：（ホワイトつや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４１８５ＫＴ

LB74189.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝９０
反射板：プラスチック（オフホワイト）

枠（オフホワイトつや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４１８９

LB74195K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８０
枠（ホワイト）
バッフル（ホワイトつや消し）

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　ＬＢ７４１９５ＫＴ

LB74396Z.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０３
首振範囲２５度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（ホワイトつや消し）
ＳＧⅠ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４３９６Ｚ

LB74525.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９９
バッフル（ホワイトつや消し）
枠（ホワイトつや消し）

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　ＬＢ７４５２５

LB74545.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８０
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４５４５

LB74590.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８０

枠（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（ホワイトつや消し・一部銀色鏡面仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４５９０

LB74635.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８２
枠（ホワイトつや消し）
バッフル（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４６３５

LB84107K.DXF

天井面・壁面取付専用

回転方向３６０度、可動範囲上下９０度
バッフル：（ホワイト）
セード：アルミ（ホワイト）

直付型

ＩＬ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８４１０７Ｋ

XLGD650KLE1.DXF

埋込穴φ４８　埋込高さＨ＝３２

枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

白色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＥＤニッチライトＸＬＧＤ６５０ＫＬＥ１

XLGD651KLE1.DXF

埋込穴φ４８　埋込高さＨ＝３２

枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

電球色ＬＥＤ（１個）

ＬＥＤ２Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＥＤニッチライトＸＬＧＤ６５１ＫＬＥ１

XLGD660KLE1.DXF

埋込穴φ７５　埋込高さＨ＝１００

枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

ＳＧＩ形

白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤ６６０ＫＬＥ１

XLGD661KLE1.DXF

埋込穴φ７５　埋込高さＨ＝１００

枠：プラスチック（ホワイトつや消し）

ＳＧＩ形

電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ５．２Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＥＤダウンライトＸＬＧＤ６６１ＫＬＥ１

XLGD662KLE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３

照射方向可動型

首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

ＳＧＩ形

白色ＬＥＤ（３個）

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ＸＬＧＤ６６２ＫＬＥ１

XLGD663KLE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高さＨ＝１０３

照射方向可動型

首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

ＳＧＩ形

電球色ＬＥＤ（３個）

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ＸＬＧＤ６６３ＫＬＥ１
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