
HSA5053K.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　ＨＳＡ５０５３Ｋ

HSA5059K.DXF

U-ライト方式
プッシュ方式
カバーキャッチ付

収納式プルスイッチ付
カバー：アクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＣＬ３２Ｗ＋３０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＡ５０５９Ｋ

HSA5099.DXF

ホワイト仕上

ＦＬ２０Ｗ×１　直付

パナソニック　ＨＳＡ５０９９

HSAC5000.DXF

水平天井専用

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：アクリル（乳白）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＡＣ５０００

HSEA5025.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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０２５

HSEA5027.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　ＨＳＥＡ５０２７

HSEA5028C.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　ＨＳＥＡ５０２８Ｃ

HSEA5029C.DXF

水平天井専用

クローム仕上
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　ＨＳＥＡ５０２９Ｃ

HSEA5030C.DXF

水平天井専用

バーチ調仕上
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　ＨＳＥＡ５０３０Ｃ

HSEA5031C.DXF

水平天井専用

ダークブラウン仕上
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　ＨＳＥＡ５０３１Ｃ

HSEA5032C.DXF

水平天井専用

金色仕上
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　ＨＳＥＡ５０３２Ｃ

HSEA5037.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　ＨＳＥＡ５０３７

HSEA5038.DXF

クローム仕上
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　ＨＳＥＡ５０３８

HSEA5039.DXF

バーチ調仕上
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　ＨＳＥＡ５０３９

HSEA5040.DXF

ダークブラウン仕上
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　ＨＳＥＡ５０４０

HSEA5041.DXF

金色仕上
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　ＨＳＥＡ５０４１

HSEA5045.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１００
高気密ＳＧＩ形
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）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０４５

HSEA5047.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝１００
高気密ＳＧＩ形
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）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０４７

HSEA5049.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００
高気密ＳＧＩ形
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）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０４９

HSEA5050.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さ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（ホワイトつや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５０

HSEA5051.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１００

高気密ＳＧＩ形
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）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５１

HSEA5052.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さ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（ホワイトつや消し）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５２

HSEA5053.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝８４

高気密ＳＧＩ形
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）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５３

HSEA5056.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高さＨ＝８４
高気密ＳＧＩ形
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）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５６

HSEA5058.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　ＨＳＥＡ５０５８



HSEA5059.DXF

カチットユニ
水平天井専用

ホワイト仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０５９

HSEA5060.DXF

水平天井専用
シーリングユニ方式

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６０

HSEA5061.DXF

カバーキャッチ付

ホワイト仕上
カバー：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６１

HSEA5062.DXF

シーリングユニ方式
水平天井専用

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６２

HSEA5063.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　ＨＳＥＡ５０６３

HSEA5064.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　ＨＳＥＡ５０６４

HSEA5065.DXF

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

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６５

HSEA5066.DXF

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

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０６６

HSEA5067.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　ＨＳＥＡ５０６７

HSEA5068.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　ＨＳＥＡ５０６８

HSEA5069.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
高気密SB形
枠：ホワイトつや消し

反射板：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　ＨＳＥＡ５０６９

HSEA5070.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高　Ｈ＝８３
高気密SB形

枠：ホワイトつや消し
反射板：ホワイトつや消し

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＡ５０７０

HSEA5071.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　ＨＳＥＡ５０７１

HSED5001KC.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５００１ＫＣ

HSED5008K.DXF

コードハンガー付
丸型フランジ付

プルスイッチ付
ホワイト仕上
セード：プラスチック（乳白）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５００８Ｋ

HSED5011.DXF

水平天井専用
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１１

HSED5012.DXF

丸型フランジ付
コードクリップ付

水平天井専用
セード：ガラス（つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１２

HSED5013.DXF

水平天井専用
ダークブラウン仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１３

HSED5014.DXF

コードハンガー付

プルスイッチ付
金色仕上
セード：プラスチック（乳白）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１４

HSED5015.DXF

水平天井専用

ホワイト仕上

セード：ガラス（透明・一部リブ入り・一部白色塗装）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１５

HSED5016.DXF

コードハンガー付
ホワイト仕上
セード：ガラス（透明・乳白つや消し）
電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１６

HSED5017.DXF

ホワイト仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＧ２５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１７

HSED5019.DXF

丸型フランジ付

水平天井専用
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０１９

HSED5020.DXF

コードクリップ付
水平天井専用
100V配線ダクト用
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０２０

HSED5021.DXF

コードクリップ付

水平天井専用
１００Ｖ配線ダクト用
クローム仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０２１



HSED5022.DXF

コードクリップ付
水平天井専用
１００Ｖ配線ダクト用

ライトナチュラル仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０２２

HSED5023.DXF

コードクリップ付
水平天井専用
１００Ｖ配線ダクト用

ダークブラウン仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０２３

HSED5024.DXF

コードクリップ付

水平天井専用

１００Ｖ配線ダクト用

ホワイト仕上

セード：ガラス（透明・一部リブ入り・一部白色塗装）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＥＤ５０２４

HSEM5012KC.DXF

U-ライト方式
水平天井専用

クローム仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×４　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１２ＫＣ

HSEM5013KC.DXF

U-ライト方式
水平天井専用

クローム仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×６　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１３ＫＣ

HSEM5015.DXF

水平天井専用
丸型フランジ付

ホワイト仕上
セード：ガラス（つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×２　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１５

HSEM5016.DXF

水平天井専用
丸型フランジ付

ホワイト仕上
セード：ガラス（つや消し）
電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×３　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１６

HSEM5017.DXF

U-ライト方式
水平天井専用

シルバーメタリック仕上
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×４　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１７

HSEM5018.DXF

U-ライト方式
水平天井専用

金色古味仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ１５Ｗ×５　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１８

HSEM5019.DXF

U-ライト方式
水平天井専用

シルバーメタリック仕上
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×６　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０１９

HSEM5020.DXF

U-ライト方式
水平天井専用
金色古味仕上
セード：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＡ２５Ｗ×６　シャンデリア

パナソニック　ＨＳＥＭ５０２０

HSEW5008KC.DXF

埋込穴\U+03A6１２５　埋込高さＨ＝１０３

枠（オフブラックつや消し）
パネル：高拡散クリーンアクリル（乳白つや消し）
ＳＧＩ形
防湿型・防雨型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５００８ＫＣ

HSEW5009KC.DXF

埋込穴\U+03A6１２５　埋込高さＨ＝１０３

枠（ホワイトつや消し）
パネル：高拡散クリーンアクリル（乳白つや消し）
ＳＧＩ形
防湿型・防雨型
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５００９ＫＣ

HSEW5010BC.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　ＨＳＥＷ５０１０ＢＣ

HSEW5010HC.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　ＨＳＥＷ５０１０ＨＣ

HSEW5016C.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　ＨＳＥＷ５０１６Ｃ

HSEW5017C.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　ＨＳＥＷ５０１７Ｃ

HSEW5020.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　ＨＳＥＷ５０２０

HSEW5021.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１３０００時間）
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０２１

HSEW5022B.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　ＨＳＥＷ５０２２Ｂ

HSEW5024.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　ＨＳＥＷ５０２４

HSEW5027.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　ＨＳＥＷ５０２７

HSEW5028.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ１６１
入隅コーナー用

シルバー仕上
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　ＨＳＥＷ５０２８

HSEW5029.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ１６１
入隅コーナー用

ブラウン仕上
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　ＨＳＥＷ５０２９

HSEW5030.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ１６１
入隅コーナー用

ダークブラウン仕上
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　ＨＳＥＷ５０３０



HSEW5031.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ１６１
入隅コーナー用
金色つや消し仕上
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　ＨＳＥＷ５０３１

HSEW5032.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　ＨＳＥＷ５０３２

HSEW5033.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

上下面カバー付（非密閉）
シルバー仕上
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　ＨＳＥＷ５０３３

HSEW5034.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

上下面カバー付（非密閉）
ブラウン仕上
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　ＨＳＥＷ５０３４

HSEW5035.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

上下面カバー付（非密閉）
ダークブラウン仕上
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　ＨＳＥＷ５０３５

HSEW5036.DXF

Ｗ＝１９５　Ｈ＝９５　出しろ９８

上下面カバー付（非密閉）
金色つや消し仕上
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　ＨＳＥＷ５０３６

HSEW5037.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
上下面カバー付（非密閉）
ホワイト仕上
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０３７

HSEW5038.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　ＨＳＥＷ５０３８

HSEW5039.DXF

埋込穴\U+03A6１５０　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　ＨＳＥＷ５０３９

HSEW5040.DXF

埋込穴\U+03A6１５０　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）

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　ＨＳＥＷ５０４０

HSEW5041.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝１４５　出しろ１５２
ブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）
壁面・据置取付専用
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４１

HSEW5042.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）
壁面・据置取付専用
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４２

HSEW5043.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）
壁面・据置取付専用
防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４３

HSEW5044.DXF

ツマミネジ方式
本体：ステンレス（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）
密閉型
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４４

HSEW5045.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　ＨＳＥＷ５０４５

HSEW5046.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１１０　出しろ９０
上下面カバー付（非密閉）

ツマミネジ方式
セード：ガラス（乳白つや消し）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４６

HSEW5047.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝１１０　出しろ１７０
ツマミネジ方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４７

HSEW5048.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝１１０　出しろ１1０

上下面カバー付（非密閉）
ツマミネジ方式
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０４８

HSEW5049.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　ＨＳＥＷ５０４９

HSEW5050.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ１３０

ツマミネジ方式
（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）

電球色

ＥＦＡ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５０

HSEW5051.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝１１０　出しろ１１０

上下面カバー付（非密閉）
ツマミネジ方式
本体：木製（ライトナチュラル仕上）
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５１

HSEW5052.DXF

Ｗ＝１１０　Ｈ＝１１０　出しろ１１０

上下面カバー付（非密閉）
ツマミネジ方式
本体：木製（ダークブラウン仕上）
電球色

ＥＦＤ１０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５２

HSEW5053B.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　ＨＳＥＷ５０５３Ｂ

HSEW5053Y.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　ＨＳＥＷ５０５３Ｙ

HSEW5054.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　ＨＳＥＷ５０５４



HSEW5055.DXF

Ｗ＝１１６　Ｈ＝１１６　出しろ１７１
ネジ込み方式
カバーキャッチ付
カバー：ガラス（乳白つや消し）
本体：プラスチック（ホワイト）
防湿型・防雨型

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５５

HSEW5056.DXF

ネジ込み方式
ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白）

防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５６

HSEW5057.DXF

ネジ込み方式
シルバーグレーメタリック仕上

カバー：アクリル（乳白）
防雨型

低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５７

HSEW5058.DXF

ネジ込み方式
ブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）

防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５８

HSEW5059.DXF

ネジ込み方式
ダークブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）

防雨型
低誘虫ＵＶカット仕様
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０５９

HSEW5060.DXF

ネジ込み方式
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

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＥＷ５０６０

HSFA5089.DXF

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＦ３２×２　　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５０８９

HSFA5091.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　ＨＳＦＡ５０９１

HSFA5092.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　ＨＳＦＡ５０９２

HSFA5128K.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＋４０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１２８Ｋ

HSFA5129K.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＋４０Ｗ　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１２９Ｋ

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

HSFA5147.DXF

埋込穴１５０×１２５７　埋込高Ｈ＝８０
低誘虫ＵＶカット仕様
枠（ホワイト）

パネル：高拡散クリーンアクリル（乳白）
ＳＢ形

ＦＨＦ３２Ｗ×１　埋込下面パネル

パナソニック　ＨＳＦＡ５１４７

HSFA5158K.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
カチットF
ソフトターン方式

クローム飾り
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　ＨＳＦＡ５１５８Ｋ

HSFA5159K.DXF

カチットF
ソフトターン方式

クローム飾り
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１５９Ｋ

HSFA5160K.DXF

カチットF
ソフトターン方式

クローム飾り
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　ＨＳＦＡ５１６０Ｋ

HSFA5168K.DXF

U-ライト方式
プッシュプル方式
カバーキャッチ付

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１６８Ｋ

HSFA5169K.DXF

U-ライト方式
プッシュプル方式
カバーキャッチ付

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　ＨＳＦＡ５１６９Ｋ

HSFA5170K.DXF

U-ライト方式
プッシュプル方式
カバーキャッチ付

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１７０Ｋ

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

HSFA5175K.DXF

U-ライト方式
ソフトターン方式
金色仕上
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　ＨＳＦＡ５１７５Ｋ

HSFA5176K.DXF

U-ライト方式
ソフトターン方式
金色仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
１００～１０％調光可能

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５１７６Ｋ

HSFA5208.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
カチットF

ソフトターン方式
シルバー飾り
ダークブラウン仕上
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　ＨＳＦＡ５２０８



HSFA5209.DXF

カチットF

ソフトターン方式
シルバー飾り
ダークブラウン仕上

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２０９

HSFA5210.DXF

カチットF

ソフトターン方式
シルバー飾り
ダークブラウン仕上

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　ＨＳＦＡ５２１０

HSFA5211.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
カチットF
ソフトターン方式
ライトナチュラル仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２１１

HSFA5212.DXF

カチットF
ソフトターン方式
ライトナチュラル仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２１２

HSFA5213.DXF

カチットF
ソフトターン方式
ライトナチュラル仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２１３

HSFA5214.DXF

U-ライト方式
プッシュプル方式
カバーキャッチ付
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・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　ＨＳＦＡ５２１４

HSFA5215.DXF

U-ライト方式
プッシュプル方式
カバーキャッチ付
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・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　ＨＳＦＡ５２１５

HSFA5216.DXF

U-ライト方式
プッシュプル方式
カバーキャッチ付
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・模様入り）
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　ＨＳＦＡ５２１６

HSFA5217.DXF

カチットF
ソフトターン方式
クローム飾り

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　ＨＳＦＡ５２１７

HSFA5218.DXF

U-ライト方式
ソフトターン方式
クローム飾り
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　ＨＳＦＡ５２１８

HSFA5219.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
カチットF
ソフトターン方式
クローム飾り

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　ＨＳＦＡ５２１９

HSFA5220.DXF

カチットF
ソフトターン方式
ブラック飾り
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

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２０

HSFA5221.DXF

カチットF
ソフトターン方式
ブラック飾り
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　ＨＳＦＡ５２２１

HSFA5222.DXF

ソフトターン方式
水平天井専用
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

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２２

HSFA5223.DXF

ソフトターン方式
水平天井専用

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

ＦＨＳＣ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２３

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

HSFA5226.DXF

カチットF
ソフトターン方式
一部クローム仕上

バーチ調仕上
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　ＨＳＦＡ５２２６

HSFA5227.DXF

プッシュ方式、U-ライト方式
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

（アクリル強化和紙張り）
本体：木製（白木）
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２２７

HSFA5228.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　ＨＳＦＡ５２２８

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

HSFA5230.DXF

プッシュ方式、U-ライト方式
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
（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）
電球色

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３０

HSFA5231.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　ＨＳＦＡ５２３１

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

HSFA5235.DXF

カチットF
ソフトターン方式
一部クローム仕上

バーチ調仕上
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ８５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３５

HSFA5236.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

カチットF
ソフトターン方式
一部クローム仕上

バーチ調仕上
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　ＨＳＦＡ５２３６

HSFA5237.DXF

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

（アクリル強化和紙張り）

本体：木製（白木）
電球色

ＦＨＤ１００Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ５２３７

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

HSFA6000K.DXF

カチットLミニ
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

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ６０００Ｋ

HSFA6002K.DXF

カチットLミニ

ソフトターン方式
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ４０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＦＡ６００２Ｋ

HSFD5018K.DXF

コードハンガー付
下面密閉タイプ
丸型フランジ付
蓄光スイッチつまみ付
プルスイッチ付

上面カバー：乳白
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＦＤ５０１８Ｋ

HSFD5020.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　ＨＳＦＤ５０２０

HSFD5021.DXF

下面一部開放タイプ、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
本体：アクリル強化和紙張り
電球色

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＦＤ５０２１

HSFD5022.DXF

下面一部開放タイプ、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

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＨＤ７０Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＦＤ５０２２

HSFD5023.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　ＨＳＦＤ５０２３

HSFD5024.DXF

下面一部開放タイプ、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

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）
本体：木製（白木）

ＦＨＤ１００Ｗ×１　ペンダント

パナソニック　ＨＳＦＤ５０２４

HSFW5000.DXF

Ｗ＝１３３０　Ｈ＝１２０　出しろ９０
カバー：アクリル（乳白・一部透明つや消し仕上）
電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＦＷ５０００

HSFW5002.DXF

Ｗ＝１２５６　Ｈ＝８４　出しろ１３５
ツマミネジ方式
ホワイト仕上
カバー：樹脂（乳白）

電球色

ＦＨＦ３２Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＦＷ５００２

HSJA5000.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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％～１５％調光可能

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０００

HSJA5001.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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％～１５％調光可能
電球色

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００１

HSJA5002.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

カチットＦ

ソフトターン方式

金色仕上

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００２

HSJA5003.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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・模様入り）
１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００３

HSJA5004.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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・つや消し加工）

本体：木製（ライトナチュラル仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００４

HSJA5005.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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・つや消し加工）

本体：木製（ミディアムオーク調仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００５

HSJA5006.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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・つや消し加工）

本体：木製（ダークブラウン仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００６

HSJA5007.DXF

Ｕ－ライト方式

プッシュ方式

カバーキャッチ付

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

本体：木製（桐）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ６３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００７

HSJA5008.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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％～１５％調光可能

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００８

HSJA5009.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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％～１５％調光可能
電球色

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５００９



HSJA5010.DXF

ソフトターン方式、カチットＦ

竿縁天井取付アダプタ対応

金色仕上

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１０

HSJA5011.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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・模様入り）
１００％～１５％調光可能
電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１１

HSJA5012.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

ソフトターン方式、カチットＦ

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

本体：木製（ライトナチュラル仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１２

HSJA5013.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

ソフトターン方式、カチットＦ

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

本体：木製（ミディアムオーク調仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１３

HSJA5014.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

ソフトターン方式、カチットＦ

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

本体：木製（ダークブラウン仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１４

HSJA5015.DXF

プッシュ方式、U-ライト方式

カバーキャッチ付

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

本体：木製（桐）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ７５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１５

HSJA5016.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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％～１５％調光可能

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１６

HSJA5017.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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％～１５％調光可能
電球色

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１７

HSJA5018.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

カチットＦ

ソフトターン方式

金色仕上

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１８

HSJA5019.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応
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・模様入り）
１００％～１５％調光可能
電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０１９

HSJA5020.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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・つや消し加工）

本体：木製（ライトナチュラル仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０２０

HSJA5021.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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・つや消し加工）

本体：木製（ミディアムオーク調仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０２１

HSJA5022.DXF

竿縁天井取付アダプタ対応

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・つや消し加工）

本体：木製（ダークブラウン仕上）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０２２

HSJA5023.DXF

Ｕ－ライト方式

プッシュ方式

カバーキャッチ付

カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白・つや消し加工）

本体：木製（桐）

１００％～１５％調光可能

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＦＨＳＣ９３Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＪＡ５０２３

HSW5008.DXF

壁面・棚下取付専用
プルスイッチ付

カバー：プラスチック（透明）

ＦＬ２０Ｗ×１　キッチンライト

パナソニック　ＨＳＷ５００８

HSW5042.DXF

コンセント付
カバー：プラスチック（乳白）

本体（ホワイト）

ＦＬ２０Ｗ×１　直付

パナソニック　ＨＳＷ５０４２

HSW5050.DXF

ホワイト仕上

カバー：プラスチック（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　キッチンライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５０

HSW5052.DXF

プラスチック（ホワイト）

カバー：アクリル（乳白）
防湿型・防雨型

電球色

ＦＣＬ３０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＨＳＷ５０５２

HSW5053.DXF

ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

防雨型

ＦＬ１０Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５３

HSW5054K.DXF

ツマミネジ方式

Ｗ＝１０４　Ｈ＝６９４　出しろ９２
密閉型
カバー：アクリル（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０５４Ｋ

HSW5055.DXF

ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

防雨型

ＦＬ２０Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５５

HSW5056.DXF

スイッチ付

ホワイト仕上

カバー：プラスチック（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５６

HSW5057.DXF

プルスイッチ付

ホワイト仕上

カバー：プラスチック（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５７

HSW5058.DXF

両面化粧タイプ

壁面・棚下取付専用
スイッチ付

ホワイト仕上

カバー：プラスチック（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５８

HSW5059.DXF

プルスイッチ付

ホワイト仕上

カバー：プラスチック（乳白）

ＦＬ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０５９



HSW5060.DXF

Ｗ＝６１０　Ｈ＝５７　出しろ１０５
壁面・天井面取付専用
床の間ライト
反射板付
ホワイト仕上

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０６０

HSW5061.DXF

Ｗ＝６１０　Ｈ＝５７　出しろ１０５

壁面・天井面取付専用
床の間ライト
反射板付
ホワイト仕上
電球色

ＦＬ２０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＳＷ５０６１

HSW5062.DXF

天井面・壁面取付専用
カバー：アクリル（乳白）

本体：プラスチック（ブラック）
防湿・防雨型
電球色

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０６２

HSW5063.DXF

天井面・壁面取付専用

カバー：アクリル（乳白）
本体：プラスチック（ブラック）
防湿・防雨型

ＦＣＬ３０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＨＳＷ５０６３

HSWC5010BC.DXF

Ｗ＝２２０　Ｈ＝２２４　出しろ１２５
オフブラック仕上
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　ＨＳＷＣ５０１０ＢＣ

HSWC5010HC.DXF

Ｗ＝２２０　Ｈ＝２２４　出しろ１２５
アーバングレー仕上
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　ＨＳＷＣ５０１０ＨＣ

HSWC5014.DXF

埋込穴\U+03A6１５０　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　ＨＳＷＣ５０１４

HSWC5015.DXF

埋込穴\U+03A6１５０　埋込高さＨ＝１５０

熱線センサ・明るさセンサ付
枠（プラチナメタリック）
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　ＨＳＷＣ５０１５

HSWC5016.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　ＨＳＷＣ５０１６

HSWC5017.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１９７
熱線センサ・明るさセンサ付
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）
点灯省エネ型
電球色・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０１７

HSWC5018.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１９７
熱線センサ・明るさセンサ付
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）
点灯省エネ型

電球色・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０１８

HSWC5019.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１９７
熱線センサ・明るさセンサ付
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）
点灯省エネ型
電球色・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０１９

HSWC5020.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１９７
熱線センサ・明るさセンサ付
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）
点灯省エネ型

電球色・防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２０

HSWC5021.DXF

ツマミネジ方式
明るさセンサ付
点灯照度調整機能付
本体：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
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２１

HSWC5023B.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　ＨＳＷＣ５０２３Ｂ

HSWC5023Y.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　ＨＳＷＣ５０２３Ｙ

HSWC5024.DXF

点灯照度調整機能付
ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付

ホワイト仕上
カバー：アクリル（乳白）
防雨型

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２４

HSWC5025.DXF

点灯照度調整機能付
ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付

シルバーグレーメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）
防雨型

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２５

HSWC5026.DXF

点灯照度調整機能付
ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付

ブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）
防雨型

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２６

HSWC5027.DXF

点灯照度調整機能付
ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付

ダークブラウン仕上
カバー：アクリル（乳白）
防雨型

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２７

HSWC5028.DXF

点灯照度調整機能付

ネジ込み方式
熱線センサ・明るさセンサ付

プラチナメタリック仕上
カバー：アクリル（乳白）

防雨型

電球色、低誘虫ＵＶカット仕様

ＥＦＤ１５×１　ポーチライト

パナソニック　ＨＳＷＣ５０２８

LSB50030.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝１３５　出しろ１２６
カバー：クリーンアクリル（乳白つや消し）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＳＢ５００３０

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

LSB50143.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ＳＢ形

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＳＢ５０１４３

LSB50152.DXF

埋込穴\U+03A6１２５ 埋込高さＨ＝８０
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）
高気密ＳＧＩ形

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＳＢ５０１５２



LSB50162.DXF

埋込穴\U+03A6１２５ 埋込高さＨ＝８０
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）

ＳＧＩ形

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＳＢ５０１６２

LSB50177.DXF

埋込穴\U+03A6１２５　埋込高さ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　ＬＳＢ５０１７７

LSB55011.DXF

Ｗ＝１１５　Ｈ＝１５０　出しろ１１３
透明仕上

カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＳＢ５５０１１

LSB55014.DXF

Ｗ＝１６０　Ｈ＝１４０　出しろ１３６
透明仕上

カバー：ポリカーボネート（乳白）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＬＳＢ５５０１４

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

LSB55016.DXF

天井面・壁面取付専用
本体：プラスチック（ホワイト）

電球色

ＬＥＤ　シーリングライト

パナソニック　ＬＳＢ５５０１６

LSB55017.DXF

埋込穴φ８０　埋込高Ｈ＝１００

水平天井専用

サーマルプロテクタ内蔵

高気密SGI形

枠：ホワイトつや消し

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部ホワイトつや消し）

白熱灯

ＩＬ４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＳＢ５５０１７

LSB55018.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０３
水平天井専用
サーマルプロテクタ内蔵、首振範囲２５度
高気密SGI形
枠：ホワイトつや消し

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
白熱灯

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＬＳＢ５５０１８

LSB55019.DXF

水平天井専用
ホワイト仕上

バッフル：ホワイト
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

白熱灯

ＬＤＳ６０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＬＳＢ５５０１９

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

LSBJ50001.DXF

埋込穴□５１×９５　埋込深３０
Ｗ＝７０　Ｈ＝１２０　出しろ２５

明るさセンサ付
ホワイト仕上

ＬＥＤ０．４５Ｗ　足元灯

パナソニック　ＬＳＢＪ５０００１

LSK50000.DXF

ホワイト仕上

配線ダクト

パナソニック　ＬＳＫ５００００

LSW50007.DXF

Ｗ＝１４０　Ｈ＝１４０　出しろ１５１
壁面・天井面取付専用
プラスチック(オフホワイト)
カバー：ガラス（半乳白）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　浴室灯

パナソニック　ＬＳＷ５０００７

LSW50035.DXF

Ｗ＝１２３　Ｈ＝２９１　出しろ１２０
オフブラック仕上
カバー：アクリル（乳白）

防雨型

ＩＬ４０Ｗ×１　ポーチライト

パナソニック　ＬＳＷ５００３５

LSW50052B.DXF

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　ＬＳＷ５００５２Ｂ

LSW50052Y.DXF

壁面・天井面取付専用
回転方向３３０度
可動範囲上下80度
照射方向可動型
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
防雨型
白熱灯

ＩＬ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＬＳＷ５００５２Ｙ
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