
HEA1000.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　ＨＥＡ１０００

HEA1061UC.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１４８

サーマルプロテクタ内蔵
枠（ホワイトつや消し）
反射板（ホワイトつや消し）
ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１０６１ＵＣ

HEA1077.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　ＨＥＡ１０７７

HEA1078.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　ＨＥＡ１０７８

HEA1079.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　ＨＥＡ１０７９

HEA1090C.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（ホワイト）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０９０Ｃ

HEA1091C.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　ＨＥＡ１０９１Ｃ

HEA1092C.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（ブラック）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＡ１０９２Ｃ

HEA1212KC.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　ＨＥＡ１２１２ＫＣ

HEA1213KC.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝８０
枠：木製（ミディアムオーク調仕上）
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　ＨＥＡ１２１３ＫＣ

HEA1227KC.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　ＨＥＡ１２２７ＫＣ

HEA1228KC.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　ＨＥＡ１２２８ＫＣ

HEA1245KC.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さ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（銀色仕上）

高気密ＳＢ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２４５ＫＣ

HEA1246KC.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　ＨＥＡ１２４６ＫＣ

HEA1255KC.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１００

枠（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２５５ＫＣ

HEA1257KC.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１６２

金色仕上
枠（ホワイトつや消し）
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１２５７ＫＣ

HEA1276KC.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　ＨＥＡ１２７６ＫＣ

HEA1301C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝１００

枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３０１Ｃ

HEA1304C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝９８

枠：木製（白木）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３０４Ｃ

HEA1305C.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　ＨＥＡ１３０５Ｃ

HEA1306KC.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　ＨＥＡ１３０６ＫＣ

HEA1307KC.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　ＨＥＡ１３０７ＫＣ

HEA1309C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝１００

枠（ブラックつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３０９Ｃ

HEA1311C.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　ＨＥＡ１３１１Ｃ

HEA1312KC.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　ＨＥＡ１３１２ＫＣ



HEA1313KC.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝８１
枠：木製（ミディアムオーク調仕上）
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　ＨＥＡ１３１３ＫＣ

HEA1318KC.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　ＨＥＡ１３１８ＫＣ

HEA1319KC.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　ＨＥＡ１３１９ＫＣ

HEA1320C.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３２０Ｃ

HEA1324C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝１００
枠：木製（白木）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３２４Ｃ

HEA1327C.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３２７Ｃ

HEA1329C.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝１００
枠（ブラックつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１３２９Ｃ

HEA1342KC.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　ＨＥＡ１３４２ＫＣ

HEA1391.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　ＨＥＡ１３９１

HEA1399.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１０４
枠（ブラックつや消し）

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　ＨＥＡ１３９９

HEA1500.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
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　ＨＥＡ１５００

HEA1501.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８１
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
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　ＨＥＡ１５０１

HEA1505.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　ＨＥＡ１５０５

HEA1507.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　ＨＥＡ１５０７

HEA1509.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠（ブラックつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
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　ＨＥＡ１５０９

HEA1520K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝８１

高気密ＳＧＩ形
枠：（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５２０Ｋ

HEA1528.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠（ブラックつや消し）

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
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　ＨＥＡ１５２８

HEA1541.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８１
枠(ホワイトつや消し)
反射板：アルミ(銀蒸着仕上)

高気密ＳＢ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　HEA1541

HEA1546.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝８３
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５４６

HEA1560.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠：ガラス（つや消し）

反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
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　ＨＥＡ１５６０

HEA1561.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８
枠（ホワイトつや消し）

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
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　ＨＥＡ１５６１

HEA1562.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（銀蒸着仕上）

高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５６２

HEA1564.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　ＨＥＡ１５６４

HEA1566.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　ＨＥＡ１５６６

HEA1567.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８

枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
長寿命ランプ使用（約１００００時間）
高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５６７



HEA1571.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高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　HEA1571

HEA1572.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)

高気密ＳＧＩ形

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　HEA1572

HEA1581K.DXF

埋込穴φ１２５　埋込Ｈ＝８１

高気密ＳＧＩ形
枠：（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５８１Ｋ

HEA1582.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝９８
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１５８２

HEA1591.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
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　ＨＥＡ１５９１

HEA1701C.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１００
枠（ホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７０１Ｃ

HEA1709.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　ＨＥＡ１７０９

HEA1729C.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　ＨＥＡ１７２９Ｃ

HEA1730.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　ＨＥＡ１７３０

HEA1733.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　ＨＥＡ１７３３

HEA1734.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　ＨＥＡ１７３４

HEA1739.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　ＨＥＡ１７３９

HEA1740.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　ＨＥＡ１７４０

HEA1741C.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１３０
枠（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

高気密ＳＢ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７４１Ｃ

HEA1743.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　ＨＥＡ１７４３

HEA1761K.DXF

埋込穴φ１２５　埋込Ｈ＝９９

高気密ＳＧＩ形
枠：（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７６１Ｋ

HEA1762.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（銀蒸着仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７６２

HEA1764.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　ＨＥＡ１７６４

HEA1767K.DXF

埋込穴φ１２５　埋込Ｈ＝９９
高気密ＳＧＩ形
枠：（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１７６７Ｋ

HEA1771.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　ＨＥＡ１７７１

HEA1772.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　ＨＥＡ１７７２

HEA1774.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　ＨＥＡ１７７４

HEA1790C.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　ＨＥＡ１７９０Ｃ

HEA1800.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　ＨＥＡ１８００

HEA1820.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
枠（白銅色）

反射板：プラスチック（銀色仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８２０



HEA1821.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
枠（さび色）
反射板：プラスチック（銀色仕上）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＥＡ１８２１

HEA1822.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　ＨＥＡ１８２２

HEA1825.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　ＨＥＡ１８２５

HEA1826.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　ＨＥＡ１８２６

HEA1827.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　ＨＥＡ１８２７

HEA1830.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　ＨＥＡ１８３０

HEA1833.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　ＨＥＡ１８３３

HEA1834.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　ＨＥＡ１８３４

HEA1839.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　ＨＥＡ１８３９

HEA1840.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　ＨＥＡ１８４０

HEA1843.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　ＨＥＡ１８４３

HEA1871.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　ＨＥＡ１８７１

HEA1872.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　ＨＥＡ１８７２

HEA1874.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　ＨＥＡ１８７４

HEA1905C.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　ＨＥＡ１９０５Ｃ

HED1200C.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：ポリカーボネートセード（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２００Ｃ

HED1201C.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：ポリカーボネートセード（ホワイト）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１２０１Ｃ

HED1400C.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：ポリカーボネートセード（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１４００Ｃ

HED1401C.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：ポリカーボネートセード（ホワイト）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＥＤ１４０１Ｃ

HEW1077.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　ＨＥＷ１０７７

HEW1078.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　ＨＥＷ１０７８

HEW1079.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　ＨＥＷ１０７９

HEW1090C.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（ホワイト）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ１０９０Ｃ

HEW1091C.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　ＨＥＷ１０９１Ｃ

HEW1092C.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（ブラック）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ１０９２Ｃ



HEW2077.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　ＨＥＷ２０７７

HEW2078.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　ＨＥＷ２０７８

HEW2079.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　ＨＥＷ２０７９

HEW2090C.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（ホワイト）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２０９０Ｃ

HEW2091C.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　ＨＥＷ２０９１Ｃ

HEW2092C.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（ブラック）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＥＷ２０９２Ｃ

HFA3300.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　ＨＦＡ３３００

HFA3301.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　ＨＦＡ３３０１

HFA3302.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　ＨＦＡ３３０２

HFA3310.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　ＨＦＡ３３１０

HFA3311.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　ＨＦＡ３３１１

HFA3312.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　ＨＦＡ３３１２

HFA3320.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　ＨＦＡ３３２０

HFA3400.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　ＨＦＡ３４００

HFA3401.DXF

バーチ調仕上
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　ＨＦＡ３４０１

HFA3402.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

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　ＨＦＡ３４０２

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

HFA3411.DXF

バーチ調仕上
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　ＨＦＡ３４１１

HFA3412.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

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　ＨＦＡ３４１２

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

HFA5650.DXF

ホワイト仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ５６５０

HFA5651.DXF

バーチ調仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ５６５１

HFA5652.DXF

ダークブラウン仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ５６５２

HFA5660.DXF

ホワイト仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ５６６０

HFA5661.DXF

バーチ調仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）
電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ５６６１



HFA5662.DXF

ダークブラウン仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）

電球色

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＦＡ５６６２

HFA9600.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝８８

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
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＦＡ９６００

HFA9601.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝８８
枠（ホワイトつや消し）
パネル：アクリル（乳白つや消し）
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＦＡ９６０１

HFA9610.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝８８
枠（ホワイトつや消し）

アクリル偏光パネル
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＦＡ９６１０

HFA9690.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝８８
枠（ホワイトつや消し）

アクリルまぶしさ制御パネル
電球色
低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＦＡ９６９０

HFD6000.DXF

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

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６０００

HFD6010.DXF

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

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＦＤ６０１０

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

HLA1439K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９７
枠（ホワイト）

反射板：プラスチック（ホワイト）
電球色

ＦＤＬ１８Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ１４３９Ｋ

HLA1441.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１７３

枠（オフホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＦＤＬ１８Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ１４４１

HLA1479K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９７
枠（ホワイト）

反射板：プラスチック（ホワイト）
電球色

ＦＤＬ２７Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ１４７９Ｋ

HLA1481.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１９２

枠（オフホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＦＤＬ２７Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ１４８１

HLA3000K.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　ＨＬＡ３０００Ｋ

HLA3001K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１８２
枠・バッフル（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　ＨＬＡ３００１Ｋ

HLA3100K.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　ＨＬＡ３１００Ｋ

HLA3101K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１６４
枠・バッフル（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　ＨＬＡ３１０１Ｋ

HLA3200K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１４７
枠（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色

ＦＨＴ１６Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ３２００Ｋ

HLA3201K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１４７
枠・バッフル（ホワイトつや消し）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
電球色

ＦＨＴ１６Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＬＡ３２０１Ｋ

LB12800.DXF

ホワイト仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２８００

LB12801.DXF

バーチ調仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２８０１

LB12802.DXF

ダークブラウン仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２８０２

LB12900.DXF

ホワイト仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２９００

LB12901.DXF

バーチ調仕上
セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２９０１



LB12902.DXF

ダークブラウン仕上

セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ４０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＬＢ１２９０２

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

LB5410XC.DXF

本体（シルバーメタリック）

ＬＲ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１０４ＳＣ

LB5410XD.DXF

本体（ホワイト）

ＬＲ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１０４ＷＣ

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

LB54135C.DXF

セード：プラスチック（乳白つや消し）

ＩＬ５７Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１３５Ｃ

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

LB54154S.DXF

本体（ホワイト）

ＬＲ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１５４Ｓ

LB54154W.DXF

本体（シルバーメタリック）

ＬＲ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１５４Ｗ

LB54164C.DXF

セード（ホワイト）

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４１６４Ｃ

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

LB54201.DXF

バーチ調仕上

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　ＬＢ５４２０１

LB54202.DXF

ダークブラウン仕上

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　ＬＢ５４２０２

LB54203.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
反射板（銀色仕上）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）

照射方向可動型

ＪＤ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４２０３

LB54300.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　ＬＢ５４３００

LB54301.DXF

バーチ調仕上

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　ＬＢ５４３０１

LB54302.DXF

ダークブラウン仕上

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　ＬＢ５４３０２

LB54303.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

反射板（銀色仕上）
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
照射方向可動型

１００～０％調光可能

ＪＤ４０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５４３０３

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

LB59901.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（ホワイト）

電球色

ＬＥＤ　スポットライト

パナソニック　ＬＢ５９９０１

LB70055.DXF

埋込穴Φ６０　埋込高Ｈ＝８０
枠（ホワイトつや消し）
プラスチック反射板（ホワイトつや消し）

ＬＥＤ０．３２Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７００５５



LB72680B.DXF

埋込穴Φ６０　埋込高Ｈ＝２５

枠（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）

キセノン１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７２６８０Ｂ

LB72680WK.DXF

埋込穴Φ６０　埋込高Ｈ＝２５

反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：（ホワイトつや消し）

キセノン１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７２６８０ＷＫ

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

LB74091.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１５７
首振範囲３０度

枠（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
照射方向可動型
高気密ＳＧＩ形

ＪＤＲ６０Ｗ×１　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４０９１

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

LB74333K.DXF

埋込穴Φ８０　埋込高Ｈ＝１００

サーマルプロテクタ内蔵

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部ホワイトつや消し）

枠：（ホワイトつや消し）

ＳＧⅠ形

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４３３３Ｋ

LB74334.DXF

埋込穴Φ８０　埋込高Ｈ＝１００
枠（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
ＳＧＩ形

ニッチ・カウンター用

ＬＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４３３４

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

LB74397K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０４
枠（ブラックつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

ＳＧＩ形
ユニバーサルタイプ

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４３９７Ｋ

LB74465.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（銀蒸着仕上）

高気密ＳＢ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４４６５

LB74496K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１００

反射板：アルミ（ホワイトつや消し・一部銀色鏡面仕上）

枠：（ホワイトつや消し）

高気密ＳＢ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４４９６Ｋ

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

LB74547K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝８０
サーマルプロテクタ内蔵
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：（ホワイトつや消し）

高気密ＳＧⅠ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７４５４７Ｋ

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

LB75524.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝９６
バッフル（ホワイトつや消し）
木製枠（白木）
反射板：アルミ（銀蒸着仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７５５２４

LB75525.DXF

埋込穴□１００　埋込高Ｈ＝９６
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（銀蒸着仕上）

高気密ＳＧＩ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢ７５５２５

LB84105K.DXF

Ｗ＝１０６　Ｈ＝１２９　出しろ１５８
セード（ホワイト）
照射方向自在型

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８４１０５Ｋ

LB84106K.DXF

Ｗ＝２４６　Ｈ＝１２９　出しろ１５８
セード（ホワイト）
照射方向自在型

ＩＬ６０Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８４１０６Ｋ

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



LB84135.DXF

Ｗ＝１１６　Ｈ＝１５０　出しろ１８０
ホワイト
セード：プラスチック（乳白つや消し）

照射方向自在型

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８４１３５

LB84137.DXF

Ｗ＝２５６　Ｈ＝１５０　出しろ１８３
ホワイト
セード：プラスチック（乳白つや消し）

照射方向自在型

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８４１３７

LB84155.DXF

Ｗ＝１０６　Ｈ＝１２９　Ｄ＝１５８
反射板（銀色つや消し）
セード（ブラック）
照射方向自在型

ＩＬ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８４１５５

LB89900.DXF

回転方向３６０度
可動範囲上下８０度
照射方向可動型
セード：ポリカーボネート（ホワイト）

電球色

ＬＥＤ　スポットライト

パナソニック　ＬＢ８９９００

LBC74250.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９８

枠（オフホワイトつや消し）
ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線・明るさセンサ付

ＬＲ５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢＣ７４２５０

LBC74260.DXF

枠（ホワイトつや消し）
熱線・明るさセンサ付

ＬＲ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢＣ７４２６０

LBC74275Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０３

枠（オフホワイトつや消し）
ＳＧＩ形
ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢＣ７４２７５Ｚ

LBC74285K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１００
枠（オフホワイトつや消し）
ＯＮ／ＯＦＦ型
熱線センサ・明るさセンサ付

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＢＣ７４２８５Ｋ

LGB54201.DXF

天井付・壁付取付専用
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：アルミダイカスト（ホワイト）

白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２０１

LGB54203.DXF

天井付・壁付取付専用
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：アルミダイカスト（ブラック）

白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２０３

LGB54205.DXF

天井付・壁付取付専用
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：アルミダイカスト（ホワイト）

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２０５

LGB54207.DXF

天井付・壁付取付専用
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：アルミダイカスト（ブラック）

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２０７

LGB54210.DXF

可動範囲上下９０度・回転方向３６０度
照射方向可動型
１００Ｖ配線ダクト用
ビーム角２０度
集光レンズ付

アルミダイカスト（ホワイト）

ＬＥＤ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２１０

LGB54211.DXF

可動範囲上下９０度・回転方向３６０度
照射方向可動型
１００Ｖ配線ダクト用
ビーム角２０度
集光レンズ付
アルミダイカスト（ホワイト）

電球色

ＬＥＤ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２１１

LGB54220.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１８０度

照射方向可動型
集光タイプ、ビーム角２４度
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
１００Ｖ配線ダクト用
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２２０

LGB54221.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ（ビーム角２４度）

回転方向１８０度、可動範囲上下９０度
照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２２１

LGB54222.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１８０度

照射方向可動型
集光タイプ、ビーム角２４度
セード：アルミダイカスト（ブラック）
１００Ｖ配線ダクト用
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２２２

LGB54223.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ（ビーム角２４度）

回転方向１８０度、可動範囲上下９０度
照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
１００Ｖ配線ダクト用
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ５４２２３

LGB72000.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝８０

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）
高気密ＳＢ形

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０００

LGB72001.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝８０
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）
高気密ＳＢ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２００１

LGB72002.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝８０

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：アクリルまぶしさ制御
高気密ＳＢ形

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２００２

LGB72003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝８０
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：アクリルまぶしさ制御
高気密ＳＢ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２００３

LGB72008.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝８０

ビーム角２０度
集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２００８

LGB72009.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝８０
ビーム角２０度

集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２００９

LGB72010LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１０ＬＣ１



LGB72010LE1.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）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１０ＬＥ１

LGB72011LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１１ＬＣ１

LGB72011LE1.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　ＬＧＢ７２０１１ＬＥ１

LGB72012LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１２ＬＣ１

LGB72012LE1.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）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１２ＬＥ１

LGB72013LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１３ＬＣ１

LGB72013LE1.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　ＬＧＢ７２０１３ＬＥ１

LGB72014LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１４ＬＣ１

LGB72014LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１４ＬＥ１

LGB72015LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１５ＬＣ１

LGB72015LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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　ＬＧＢ７２０１５ＬＥ１

LGB72016LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１６ＬＣ１

LGB72016LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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（ブラックつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１６ＬＥ１

LGB72017LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１７ＬＣ１

LGB72017LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１７ＬＥ１

LGB72018LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１８ＬＣ１

LGB72018LE1.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（ブラックつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１８ＬＥ１

LGB72019LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１９ＬＣ１

LGB72019LE1.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（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０１９ＬＥ１

LGB72020LC1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２０ＬＣ１

LGB72020LE1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２０ＬＥ１

LGB72021LC1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２１ＬＣ１

LGB72021LE1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
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　ＬＧＢ７２０２１ＬＥ１

LGB72024LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２４ＬＣ１

LGB72024LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２４ＬＥ１



LGB72025LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２５ＬＣ１

LGB72025LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
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　ＬＧＢ７２０２５ＬＥ１

LGB72026LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２６ＬＣ１

LGB72026LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２６ＬＥ１

LGB72027LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２７ＬＣ１

LGB72027LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２７ＬＥ１

LGB72028LC1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２８ＬＣ１

LGB72028LE1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２８ＬＥ１

LGB72029LC1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２９ＬＣ１

LGB72029LE1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０２９ＬＥ１

LGB72030LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３０ＬＣ１

LGB72030LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　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）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３０ＬＥ１

LGB72031LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　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
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３１ＬＣ１

LGB72031LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　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　ＬＧＢ７２０３１ＬＥ１

LGB72033LC1.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
１００％～５％調光可能
枠：プラスチック（透明つや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３３ＬＣ１

LGB72033LE1.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：プラスチック（透明つや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３３ＬＥ１

LGB72035LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：木製（白木）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３５ＬＣ１

LGB72035LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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：木製（白木）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３５ＬＥ１

LGB72036LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：プラスチック（白銅色）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３６ＬＣ１

LGB72036LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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：プラスチック（白銅色）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３６ＬＥ１

LGB72037LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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
１００％～５％調光可能
枠：プラスチック（さび色）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３７ＬＣ１

LGB72037LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さ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：プラスチック（さび色）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０３７ＬＥ１

LGB72040LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４０ＬＣ１

LGB72040LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝８０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４０ＬＥ１

LGB72041LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４１ＬＣ１



LGB72041LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
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　ＬＧＢ７２０４１ＬＥ１

LGB72043LC1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：プラスチック（透明つや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４３ＬＣ１

LGB72043LE1.DXF

埋込穴Φ１００　埋込Ｈ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：プラスチック（透明つや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４３ＬＥ１

LGB72045LC1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
１００％～５％調光可能
枠：木製（白木）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４５ＬＣ１

LGB72045LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高さＨ＝８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ、ビーム角２４度
高気密ＳＢ形
枠：木製（白木）

電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０４５ＬＥ１

LGB72050.DXF

埋込穴Φ１２５　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）
高気密ＳＧＩ形

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０５０

LGB72051.DXF

埋込穴Φ１２５　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）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０５１

LGB72052.DXF

埋込穴Φ１２５　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：アクリルまぶしさ制御
高気密ＳＧＩ形

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０５２

LGB72053.DXF

埋込穴Φ１２５　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：アクリルまぶしさ制御
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０５３

LGB72082LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０８２ＬＣ１

LGB72082LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０８２ＬＥ１

LGB72083LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０８３ＬＣ１

LGB72083LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
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　ＬＧＢ７２０８３ＬＥ１

LGB72084LC1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０８４ＬＣ１

LGB72084LE1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０８４ＬＥ１

LGB72085LC1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０８５ＬＣ１

LGB72085LE1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、拡散タイプ
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　ＬＧＢ７２０８５ＬＥ１

LGB72090.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１００
照射方向可動型
首振範囲３０度

ビーム角２０度
集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形

ＬＥＤ　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９０

LGB72091.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１００
照射方向可動型
首振範囲３０度

集光タイプ・ビーム角２０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＧＩ形
電球色

ＬＥＤ　ユニバーサルダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９１

LGB72092LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９２ＬＣ１

LGB72092LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９２ＬＥ１

LGB72093LC1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９３ＬＣ１

LGB72093LE1.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込Ｈ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
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　ＬＧＢ７２０９３ＬＥ１

LGB72094LC1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９４ＬＣ１

LGB72094LE1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

昼白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９４ＬＥ１



LGB72095LC1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９５ＬＣ１

LGB72095LE1.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
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　ＬＧＢ７２０９５ＬＥ１

LGB72097.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝１００
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
照射方向可動型、首振範囲３０度
高気密ＳＧＩ形、集光タイプ、ビーム角２４度
１００％～５％調光可能
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

電球色（１個）

ＬＥＤ８．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢ７２０９７

LGB84201.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：アルミダイカスト（ホワイト）

白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２０１

LGB84203.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：アルミダイカスト（ブラック）

白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２０３

LGB84205.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：アルミダイカスト（ホワイト）

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２０５

LGB84207.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：アルミダイカスト（ブラック）

電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ６．９Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２０７

LGB84210.DXF

回転方向３６０度
可動範囲上下９０度
照射方向可動型
ビーム角２０度
集光レンズ付

セード：アルミダイカスト（ホワイト）

ＬＥＤ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２１０

LGB84211.DXF

回転方向３６０度
可動範囲上下９０度
照射方向可動型
ビーム角２０度
集光レンズ付
セード：アルミダイカスト（ホワイト）

電球色

ＬＥＤ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２１１

LGB84220.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光タイプ（ビーム角２４度）
回転方向１８０度、可動範囲上下９０度
照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２２０

LGB84221.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ（ビーム角２４度）
回転方向１８０度、可動範囲上下９０度
照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２２１

LGB84222.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ（ビーム角２４度）
回転方向１８０度、可動範囲上下９０度
照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
白色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２２２

LGB84223.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

集光タイプ（ビーム角２４度）
回転方向１８０度、可動範囲上下９０度
照射方向可動型
セード：アルミダイカスト（ブラック）
電球色（１個）

ＬＥＤ７．１Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＬＧＢ８４２２３

LGBC71600.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）
高気密ＳＧＩ形
明るさセンサ付
電球色

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６００

LGBC71602.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）
高気密ＳＧＩ形
明るさセンサ付

ＬＥＤ　ダウンライト

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６０２

LK04083B.DXF

ブラック仕上

プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４０８３Ｂ

LK04085B.DXF

ブラック仕上

プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４０８５Ｂ

LK04173B.DXF

ブラック仕上

チャンネル設定スイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４１７３Ｂ

LK04173S.DXF

シルバーメタリック仕上

インテリアダクト

パナソニック　ＬＫ０４１７３Ｓ

LK04173W.DXF

ホワイト仕上

インテリアダクト

パナソニック　ＬＫ０４１７３Ｗ

LK04175B.DXF

ブラック仕上

チャンネル設定スイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４１７５Ｂ

LK04175S.DXF

シルバーメタリック仕上

インテリアダクト

パナソニック　ＬＫ０４１７５Ｓ

LK04175W.DXF

ホワイト仕上

インテリアダクト

パナソニック　ＬＫ０４１７５Ｗ

LK04183B.DXF

ブラック仕上
プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４１８３Ｂ

LK04183SK.DXF

シルバーメタリック仕上

プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４１８３ＳＫ



LK04183W.DXF

ホワイト仕上

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４１８３Ｗ

LK04184B.DXF

ブラック仕上

プルスイッチ付

配線ダクト

パナソニック　ＬＫ０４１８４Ｂ

NF11981.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝９７

反射板：アルミ（金色梨地仕上）
枠：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１１９８１

NF11982.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝９７

反射板：アルミ（金色梨地仕上）
枠：木製（秋田杉）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１１９８２

NF11983.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝９７
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）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１１９８３

XLGD650K.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ＸＬＧＤ６５０Ｋ

XLGD651K.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ＸＬＧＤ６５１Ｋ

XLGD660K.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ＸＬＧＤ６６０Ｋ

XLGD661K.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ＸＬＧＤ６６１Ｋ

XLGD662K.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ＸＬＧＤ６６２Ｋ

XLGD663K.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ＸＬＧＤ６６３Ｋ

XLGDC600.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ＸＬＧＤＣ６００

XLGDC602.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ＸＬＧＤＣ６０２


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

