
HSA5053KEP.DXF

U-ライト方式
ソフトターン方式

収納式プルスイッチ付
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＣＬ３２Ｗ＋３０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＡ５０５３ＫＥＰ

HSAW5000E.DXF

Ｗ＝３００、Ｈ＝１４８
一般住宅用（業務用浴場使用不可）

天井面・壁面取付専用
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

防湿型・防雨型
昼白色

ＦＨＣ２０Ｗ×１　小型シーリングライト

パナソニック　ＨＳＡＷ５０００Ｅ

HSEA5027E.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用
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（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０２７Ｅ

HSEA5028CE.DXF

水平天井専用
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０２８ＣＥ

HSEA5037E.DXF

透明仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０３７Ｅ

HSEA5058E.DXF

水平天井専用
シーリングユニ方式

セード：アクリル(乳白)
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５８Ｅ

HSEA5063E.DXF

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

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６３Ｅ

HSEA5064E.DXF

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

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６４Ｅ

HSEA5067E.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６７Ｅ

HSEA5068E.DXF

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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６８Ｅ

HSEA5071E.DXF

埋込穴□１２５　埋込高さＨ＝８１
高気密ＳＧＩ形
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）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０７１Ｅ

HSEW5010BCE.DXF

Ｗ＝２２０　Ｈ＝２２０　出しろ１２５
オフブラック仕上
カバー：アクリル（乳白）
壁面・天井面取付専用
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０１０ＢＣＥ

HSEW5010HCE.DXF

Ｗ＝２２０　Ｈ＝２２０　出しろ１２５
アーバングレー仕上
カバー：アクリル（乳白）
壁面・天井面取付専用
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０１０ＨＣＥ

HSEW5016CE.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（乳白つや消し）
壁面・天井面・据置取付専用
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０１６ＣＥ

HSEW5017CE.DXF

回転方向１８０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（乳白つや消し）
壁面・天井面・据置取付専用
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×２　スポットライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０１７ＣＥ

HSEW5020E.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１３０００時間）
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０２０Ｅ

HSEW5022BE.DXF

Ｗ＝２１０　Ｈ＝３８６　出しろ２７４

プラスチックパネル（オフブラック）
パネル：アクリル（乳白・模様入り）
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０２２ＢＥ

HSEW5024E.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０

上下面開放型
ホワイト仕上
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０２４Ｅ

HSEW5027E.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ１６１
入隅コーナー用

透明仕上
カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０２７Ｅ

HSEW5032E.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ９８
上下面カバー付（非密閉）
透明仕上

カバー：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０３２Ｅ

HSEW5038E.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝１１０　出しろ１７０
入隅コーナー用
ホワイト仕上
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０３８Ｅ

HSEW5039E.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）

低誘虫ＵＶカット仕様
ＳＧＩ形
電球色・防湿防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０３９Ｅ

HSEW5045E.DXF

ツマミネジ方式

（オフブラック仕上）
カバー：アクリル（乳白）
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４５Ｅ

HSEW5049E.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝１１０　出しろ１1０

ツマミネジ方式
上下面カバー付（非密閉）
ホワイト仕上
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４９Ｅ

HSEW5053BE.DXF

照射方向可動型
回転方向３３０度、可動範囲上下130度

ネジ込み方式
カバー：ガラス
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５３ＢＥ



HSEW5053YE.DXF

照射方向可動型
回転方向３３０度、可動範囲上下130度
ネジ込み方式
カバー：ガラス

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
防雨型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５３ＹＥ

HSEW5054E.DXF

Ｗ＝１２５　Ｈ＝１２５　出しろ８５
簡単引掛バネ方式

プラチナメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）
防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５４Ｅ

HSEW5061E.DXF

Ｗ＝１１６、Ｈ＝１１６、出しろ１７１

一般住宅用（業務用浴場使用不可）

ネジ込み方式、塩害地向け仕様、カバーキャッチ付

壁面・天井面取付専用、パルックボール専用商品

カバー：ガラスカバー（乳白）、本体：プラスチック（ホワイト）

電球色、防湿型・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０６１Ｅ

HSFA5091E.DXF

ホワイト仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５０９１Ｅ

HSFA5092E.DXF

ホワイト仕上

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５０９２Ｅ

HSFA5130K.DXF

U-ライト方式
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１３０Ｋ

HSFA5133K.DXF

U-ライト方式

ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１３３Ｋ

HSFA5171K.DXF

U-ライト方式

ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・糸巻き模様入り）

１００～１０％調光可能

電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１７１Ｋ

HSFA5172K.DXF

U-ライト方式

ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・糸巻き模様入り）

１００～１０％調光可能

電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１７２Ｋ

HSFA5224.DXF

カチットF
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２４

HSFA5225.DXF

カチットF

ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２５

HSFA5228EP.DXF

U-ライト方式
プッシュ方式
蓄光スイッチつまみ付
収納式プルスイッチ付
カバーキャッチ付

カバー：クリーンアクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２８ＥＰ

HSFA5229.DXF

Ｕ－ライト方式
プッシュ方式

カバーキャッチ付
本体：木製（白木）

１００～１０％調光可能
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２９

HSFA5231EP.DXF

U-ライト方式
プッシュ方式
蓄光スイッチつまみ付
収納式プルスイッチ付
カバーキャッチ付

カバー：クリーンアクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３１ＥＰ

HSFA5232.DXF

U-ライト方式

プッシュ方式
カバーキャッチ付

（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）
１００～１０％調光可能
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３２

HSFA5233.DXF

カチットF
ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

１００～１０％調光可能
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３３

HSFA5234.DXF

カチットF
ソフトターン方式

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３４

HSFA5238.DXF

U-ライト方式
プッシュ方式
カバーキャッチ付

（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）
１００～１０％調光可能

電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３８

HSFD5020EP.DXF

下面密閉タイプ、水平天井専用
丸型フランジ付
蓄光スイッチつまみ付

引掛シーリング方式
プルスイッチ付
（強化和紙張り）

本体：木製（白木）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＦＤ５０２０ＥＰ

HSFD5023EP.DXF

下面密閉タイプ、水平天井専用
丸型フランジ付
蓄光スイッチつまみ付

引掛シーリング方式
プルスイッチ付
（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＦＤ５０２３ＥＰ

HSW5056CEP.DXF

Ｗ＝１２０、Ｌ＝６９４、Ｈ＝５３
スイッチ付
（ホワイト仕上）

カバー：プラスチック（乳白）
昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５６ＣＥＰ

HSW5057CEP.DXF

Ｗ＝１２０、Ｌ＝６９４、Ｈ＝５３
プルスイッチ付
（ホワイト仕上）

カバー：プラスチック（乳白）
昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５７ＣＥＰ

HSW5058CEP.DXF

Ｗ＝６１６、Ｈ＝８６、出しろ６５

スイッチ付、コンセント付（１０００Ｗまで）
壁面・棚下取付専用
（ホワイト仕上）
カバー：プラスチック（乳白）

昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　キッチンライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５８ＣＥＰ

HSW5059CEP.DXF

Ｗ＝６１６、Ｈ＝８６、出しろ６５
プルスイッチ付、コンセント付（１０００Ｗまで）
（ホワイト仕上）
カバー：プラスチック（乳白）
昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５９ＣＥＰ

HSW5060CE.DXF

Ｗ＝６１０、Ｈ＝５７、出しろ１０５
反射板付

壁面・天井面取付専用
（ホワイト仕上）
昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０６０ＣＥ



HSW5061CE.DXF

Ｗ＝６１０、Ｈ＝５７、出しろ１０５
反射板付
壁面・天井面取付専用
（ホワイト仕上）
電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０６１ＣＥ

HSW5064E.DXF

Ｗ＝７０１、Ｈ＝１０１、出しろ１０１
ツマミネジ方式
壁面（縦・横向き）・天井面取付専用
カバー：アクリルカバー（乳白）
密閉型

昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０６４Ｅ

HSW5065EP.DXF

Ｗ＝４７２、Ｈ＝６５、出しろ８６
スイッチ付、コンセント付（１０００Ｗまで）
壁面・棚下取付専用
（ホワイト仕上）
カバー：プラスチックカバー（乳白）

昼白色

ＦＬ１５Ｗ×１　キッチンライト

パナソニック　ＨＳＷ５０６５ＥＰ

HSW5066EP.DXF

Ｗ＝１２０、Ｌ＝５５０、Ｈ＝５３

ツマミネジ方式
プルスイッチ付
（ホワイト仕上）
カバー：プラスチックカバー（乳白）
昼白色

ＦＬ１５Ｗ×１　キッチンライト

パナソニック　ＨＳＷ５０６６ＥＰ

HSW5067E.DXF

Ｗ＝１０１、Ｈ＝７０１、出しろ１０１
パルックボール専用商品
壁面（縦・横向き）・天井面取付専用
カバー：アクリルカバー（乳白）
防雨型

昼白色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０６７Ｅ

HSWC5014E.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高さＨ＝１５０

熱線センサ・明るさセンサ付
枠（ホワイト）
パネル：アクリル（乳白つや消し）
点灯省エネ型
電球色・防雨型・ＳＧＩ形・低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０１４Ｅ

HSWC5016E.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１９５
熱線センサ・明るさセンサ付
プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）
点灯省エネ型
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０１６Ｅ

HSWC5023BE.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
ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付
カバー：ガラス

本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２３ＢＥ

HSWC5023YE.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
ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付

カバー：ガラス
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２３ＹＥ

LSB50140.DXF

埋込穴\U+03A6１２５　埋込高さＨ＝９０

反射板：プラスチック（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　ＬＳＢ５０１４０

LSB55015.DXF

水平天井専用

ホワイト仕上
セード：ガラス（つや消し）
白熱灯

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＳＢ５５０１５

LSBC50001.DXF

水平天井専用
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
熱線センサ・明るさセンサ付
セード：クリーンアクリル（乳白）

本体：プラスチック（ホワイト）
白熱灯

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＳＢＣ５０００１

LSEB1000C.DXF

水平天井専用

Ｗ＝５８０、Ｈ＝１３１

キレイコート仕様（カバー）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

５０００ｌｍ、消費電力：５９Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０００Ｃ

LSEB1001C.DXF

水平天井専用

Ｗ＝５８０、Ｈ＝１３１

キレイコート仕様（カバー）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４４００ｌｍ、消費電力：５２Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１００１Ｃ

LSEB1002C.DXF

水平天井専用

Ｗ＝５８０、Ｈ＝１３１

キレイコート仕様（カバー）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

３８００ｌｍ、消費電力：４７Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１００２Ｃ

LSEB1012C.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ライトナチュラル仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４８５０ｌｍ、消費電力：５９Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０１２Ｃ

LSEB1013C.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ライトナチュラル仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４２５０ｌｍ、消費電力：５２Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０１３Ｃ

LSEB1014C.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ライトナチュラル仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

３７００ｌｍ、消費電力：４７Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０１４Ｃ

LSEB1015C.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ダークブラウン仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４８５０ｌｍ、消費電力：５９Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０１５Ｃ

LSEB1016C.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ダークブラウン仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４２５０ｌｍ、消費電力：５２Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０１６Ｃ

LSEB1017C.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ダークブラウン仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

３７００ｌｍ、消費電力：４７Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０１７Ｃ

LSEB1020.DXF

水平天井専用

Ｗ＝５８０、Ｈ＝１３１

キレイコート仕様（カバー）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

５６００ｌｍ、消費電力：６６Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０２０

LSEB1021.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ホワイト仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４８５０ｌｍ、消費電力：５９Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０２１

LSEB1022.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ホワイト仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

４２５０ｌｍ、消費電力：５２Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０２２

LSEB1023.DXF

Ｗ＝６４０、Ｈ＝１４５、水平天井専用

キレイコート仕様（カバー）

（ホワイト仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し）

３７００ｌｍ、消費電力：４７Ｗ、電圧：１００Ｖ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ１０２３



LSEB2001.DXF

水平天井専用
Ｗ＝１４０、Ｈ＝１８１

（ホワイト仕上）
セード：ガラスセード（つや消し）

消費電力：６Ｗ、電圧：１００Ｖ
３０８ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯相当（照射面中心６０形電球１灯相当）

パナソニック　ＬＳＥＢ２００１

LSEB2004.DXF

水平天井専用
Ｗ＝１００、Ｈ＝１３５

（ホワイト仕上）
セード：ガラスセード（乳白つや消し）

消費電力：６Ｗ、電圧：１００Ｖ
３０８ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯相当（照射面中心６０形電球１灯相当）

パナソニック　ＬＳＥＢ２００４

LSEB2007.DXF

水平天井専用
Ｗ＝１００、Ｈ＝１３５

（ブラウン仕上）
セード：ガラスセード（乳白つや消し）

消費電力：６Ｗ、電圧：１００Ｖ
３０８ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯相当（照射面中心６０形電球１灯相当）

パナソニック　ＬＳＥＢ２００７

LSEB2008.DXF

水平天井専用
Ｗ＝１００、Ｈ＝１３５

（ダークブラウン仕上）
セード：ガラスセード（乳白つや消し）

消費電力：６Ｗ、電圧：１００Ｖ
３０８ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯相当（照射面中心６０形電球１灯相当）

パナソニック　ＬＳＥＢ２００８

LSEB2010LE1.DXF

水平天井専用
Ｗ＝３９４、Ｈ＝１１８
カバー：アクリルカバー（乳白）
電圧：１００Ｖ

９９３ｌｍ、消費電力：１８Ｗ
拡散タイプ
Ｒａ８５、２７００Ｋ

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ２０１０ＬＥ１

LSEB2013LE1.DXF

水平天井専用
Ｗ＝３９８、Ｈ＝１１８
（バーチ調仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）

９９３ｌｍ、消費電力：１８Ｗ、電圧：１００Ｖ
拡散タイプ
Ｒａ８５、２７００Ｋ

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ２０１３ＬＥ１

LSEB2014LE1.DXF

水平天井専用
Ｗ＝３９８、Ｈ＝１１８
（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）

９９３ｌｍ、消費電力：１８Ｗ、電圧：１００Ｖ
拡散タイプ
Ｒａ８５、２７００Ｋ

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ２０１４ＬＥ１

LSEB4000.DXF

Ｗ＝１２０、Ｈ＝１２０、出しろ１２９
カバー：ガラスカバー（乳白つや消し）
電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
２８５ｌｍ
Ｒａ７４、２８００Ｋ

密閉型

ＬＥＤブラケット　５０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４０００

LSEB4001.DXF

Ｗ＝１１０、Ｈ＝１１０、出しろ１１０
（ホワイト仕上）
電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
１８７ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４００１

LSEB4002.DXF

Ｗ＝１１０、Ｈ＝１１０、出しろ１１０
本体：木製（アルダー）
電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
１３３ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４００２

LSEB4003.DXF

Ｗ＝１１０、Ｈ＝１１０、出しろ１１０
本体：木製（ダークブラウン仕上）
電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
１３３ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４００３

LSEB4004.DXF

Ｗ＝１２０、Ｈ＝１２６、出しろ１１５
カバー：アクリルカバー（乳白）
電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
３２４ｌｍ
Ｒａ７４、２８００Ｋ

上下面開放型

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４００４

LSEB4006.DXF

Ｗ＝１２０、Ｈ＝１２６、出しろ１１５
（ブラウン仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）
電圧：１００Ｖ
３２４ｌｍ、消費電力：６Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ

上下面開放型

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４００６

LSEB4007.DXF

Ｗ＝１２０、Ｈ＝１２６、出しろ１１５
（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）
電圧：１００Ｖ
３２４ｌｍ、消費電力：６Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ

上下面開放型

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４００７

LSEB4101.DXF

Ｗ＝１７０、Ｈ＝１１０、出しろ１７０
（ホワイト仕上）
電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
２５０ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　５０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４１０１

LSEB4104.DXF

Ｗ＝１６４、Ｈ＝１２６、出しろ１３８
カバー：アクリルカバー（乳白）

電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
３２４ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４１０４

LSEB4106.DXF

Ｗ＝１６４、Ｈ＝１２６、出しろ１３８
（ブラウン仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）

電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
３２４ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４１０６

LSEB4107.DXF

Ｗ＝１６４、Ｈ＝１２６、出しろ１３８
（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）

電圧：１００Ｖ
消費電力：６Ｗ
３２４ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＢ４１０７

LSEB8000C.DXF

水平天井専用

Ｗ＝５８０、Ｈ＝１３１

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し・模様入り）

電圧：１００Ｖ

４４００ｌｍ、消費電力：５２Ｗ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１０１％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ８０００Ｃ

LSEB8001C.DXF

水平天井専用

Ｗ＝５８０、Ｈ＝１３１

カバー：アクリルカバー（乳白つや消し・模様入り）

電圧：１００Ｖ

３８００ｌｍ、消費電力：４７Ｗ

昼光色６５００Ｋ、Ｒａ８５／電球色３０００Ｋ、Ｒａ８５

調光可能（約５％～１０３％）

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＳＥＢ８００１Ｃ

LSEBC2000.DXF

水平天井専用
Ｗ＝１５２、Ｌ＝２１０、Ｈ＝１２７

本体：プラスチック（ホワイト）
セード：クリーンアクリルセード（乳白）

消費電力：６Ｗ、電圧：１００Ｖ
３６３ｌｍ

Ｒａ７４、２８００Ｋ

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯相当（照射面中心６０形電球１灯相当）

パナソニック　ＬＳＥＢＣ２０００

LSEW4000W.DXF

壁面・天井面取付専用
Ｗ＝１２３、Ｈ＝２９１、出しろ１２０

（ホワイト仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）
２０５ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４０００Ｗ

LSEW4001Y.DXF

壁面・天井面取付専用
Ｗ＝１７０、Ｈ＝１７０、出しろ１１０

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラスカバー（乳白つや消し）
１８０ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４００１Ｙ

LSEW4002Y.DXF

壁面・天井面取付専用
Ｗ＝１６０、Ｈ＝１６０、出しろ１１０

本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラスカバー（乳白つや消し）
１７３ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４００２Ｙ

LSEW4003B.DXF

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

電圧：１００Ｖ
２１１ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４００３Ｂ



LSEW4005.DXF

Ｗ＝１２５、Ｈ＝１２５、出しろ８５
（プラチナメタリック仕上）

カバー：アクリルカバー（乳白）
電圧：１００Ｖ
１４８ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４００５

LSEW4006.DXF

壁面・据置取付専用
Ｗ＝１４０、Ｈ＝１４０、出しろ１５０
カバー：アクリルカバー（乳白）
電圧：１００Ｖ
２５９ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ

防雨型、密閉型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４００６

LSEW4009.DXF

壁面・据置取付専用
Ｗ＝１４５、Ｈ＝１４５、出しろ１５２

（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）
１３７ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４００９

LSEW4010.DXF

壁面・据置取付専用
Ｗ＝１４５、Ｈ＝１４５、出しろ１５２

（プラチナメタリック仕上）
カバー：アクリルカバー（乳白）
１３７ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷ４０１０

LSEWC4003B.DXF

Ｗ＝１６７、Ｈ＝３２２
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラスカバー（透明石目模様入り）
電圧：１００Ｖ
２１１ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷＣ４００３Ｂ

LSEWC4006.DXF

Ｗ＝１５０、Ｈ＝１５０
本体：プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリルカバー（乳白）

電圧：１００Ｖ
２５９ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷＣ４００６

LSEWC4009.DXF

Ｗ＝１５０、Ｈ＝１５０
（ダークブラウン仕上）

本体：プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：アクリルカバー（乳白）
１３７ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷＣ４００９

LSEWC4010.DXF

Ｗ＝１５０、Ｈ＝１５０
（プラチナメタリック仕上）

本体：プラスチック（プラチナメタリック）
カバー：アクリルカバー（乳白）
１３７ｌｍ、消費電力：５．２Ｗ、電圧：１００Ｖ
Ｒａ７４、２８００Ｋ
防雨型、密閉型、

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯相当

パナソニック　ＬＳＥＷＣ４０１０
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