
HNB01936W.DXF

直付型

壁面取付可能型

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＣＤＭ－Ｒ３５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０１９３６Ｗ

HNB01976W.DXF

直付型

壁面取付可能型

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＣＤＭ－Ｒ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０１９７６Ｗ

HNB02911W.DXF

ビーム角１０度タイプ

配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９１１Ｗ

HNB02912W.DXF

ビーム角２０度タイプ

配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９１２Ｗ

HNB02913W.DXF

ビーム角３０度タイプ

配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９１３Ｗ

HNB02922W.DXF

赤外線カット

配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕ＣＤＭ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＣＤＭ－Ｔ３５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９２２Ｗ

HNB02935W.DXF

配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＣＤＭ－Ｒ３５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９３５Ｗ

HNB02942W.DXF

赤外線カット

配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕ＣＤＭ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＣＤＭ－Ｔ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９４２Ｗ

HNB02946B.DXF

配線ダクト用
ミラー：メタルダイクールミラー〔別売〕
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９４６Ｂ

HNB02946W.DXF

配線ダクト用

ミラー：メタルダイクールミラー〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９４６Ｗ

HNB02947B.DXF

配線ダクト用
ミラー：メタルダイクールミラー〔別売〕
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９４７Ｂ

HNB02947W.DXF

配線ダクト用

ミラー：メタルダイクールミラー〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９４７Ｗ

HNB02975W.DXF

配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＣＤＭ－Ｒ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＢ０２９７５Ｗ

HNF11123B.DXF

首振範囲１３５度
セード：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＦ１１１２３Ｂ

HNF11123W.DXF

首振範囲１３５度
セード：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＦ１１１２３Ｗ

HNF21128.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＦ２１１２８

HNF21129.DXF

天井面取付専用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＦ２１１２９

HNF21132.DXF

首振範囲１００度

１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミ（内面銀色仕上・外面クールホワイトつや消し仕上）

本体：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＦ２１１３２

HNF21133.DXF

直付型

首振範囲１００度
セード：アルミ（内面銀色仕上・外面クールホワイトつや消し仕上）

本体：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＦ２１１３３

HNF21135.DXF

首振範囲１３５度
セード：プラスチック（乳白つや消し仕上）
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ２５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＦ２１１３５

HNL01863B.DXF

赤外線カット

直付型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０１８６３Ｂ

HNL01863W.DXF

赤外線カット

直付型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０１８６３Ｗ

HNL01888W.DXF

赤外線カット

壁面取付専用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０１８８８Ｗ

HNL01889W.DXF

赤外線カット

壁面取付専用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０１８８９Ｗ

HNL01898W.DXF

赤外線カット

壁面取付専用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０１８９８Ｗ



HNL01899W.DXF

赤外線カット

壁面取付専用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０１８９９Ｗ

HNL02353B.DXF

赤外線カット

ショートセードタイプ
寿命切替スイッチ付（３段階）
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３５３Ｂ

HNL02353W.DXF

赤外線カット

ショートセードタイプ

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３５３Ｗ

HNL02354B.DXF

赤外線カット

ロングセードタイプ
寿命切替スイッチ付（３段階）
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３５４Ｂ

HNL02354W.DXF

赤外線カット

ロングセードタイプ

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３５４Ｗ

HNL02368B.DXF

赤外線カット
寿命切替スイッチ付（３段階）
１００Ｖ配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３６８Ｂ

HNL02368W.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３６８Ｗ

HNL02377B.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３７７Ｂ

HNL02377W.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２３７７Ｗ

HNL02436B.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラーⅡ〔Φ９５〕１２Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４３６Ｂ

HNL02436W.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラーⅡ〔Φ９５〕１２Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４３６Ｗ

HNL02437B.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラーⅡ〔Φ９５〕１２Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４３７Ｂ

HNL02437W.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラーⅡ〔Φ９５〕１２Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４３７Ｗ

HNL02463B.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１２Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４６３Ｂ

HNL02463W.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１２Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４６３Ｗ

HNL02464B.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１２Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４６４Ｂ

HNL02464W.DXF

赤外線カット

寿命切替スイッチ付（３段階）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１２Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２４６４Ｗ

HNL02630B.DXF

赤外線カット
首振範囲１３５度
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６３０Ｂ

HNL02630W.DXF

赤外線カット
首振範囲１３５度
セード：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６３０Ｗ

HNL02653B.DXF

赤外線カット
ショートセードタイプ
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５３Ｂ

HNL02653S.DXF

赤外線カット

ショートセードタイプ

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（シルバーメタリックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５３Ｓ

HNL02653W.DXF

赤外線カット

ショートセードタイプ

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５３Ｗ

HNL02654B.DXF

赤外線カット
ロングセードタイプ
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５４Ｂ

HNL02654S.DXF

赤外線カット

ロングセードタイプ

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（シルバーメタリックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５４Ｓ

HNL02654W.DXF

赤外線カット

ロングセードタイプ

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５４Ｗ



HNL02656B.DXF

赤外線カット
１００Ｖ配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５６Ｂ

HNL02656W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６５６Ｗ

HNL02664B.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６６４Ｂ

HNL02664W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６６４Ｗ

HNL02667B.DXF

赤外線カット
１００Ｖ配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６６７Ｂ

HNL02667S.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６６７Ｓ

HNL02667W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６６７Ｗ

HNL02675B.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６７５Ｂ

HNL02675S.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６７５Ｓ

HNL02675W.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６７５Ｗ

HNL02677B.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６７７Ｂ

HNL02677S.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６７７Ｓ

HNL02677W.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６７７Ｗ

HNL02687B.DXF

赤外線カット
１００Ｖ配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６８７Ｂ

HNL02687W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２６８７Ｗ

HNL02776S.DXF

赤外線カット

首振範囲１０５度

１００Ｖ配線ダクト用

本体：亜鉛ダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２７７６Ｓ

HNL02815W.DXF

配光可変型

特殊拡散ガラス付

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８１５Ｗ

HNL02830W.DXF

赤外線カット

配光可変型

特殊拡散ガラス付（紫外線・熱線カットタイプ）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８３０Ｗ

HNL02840W.DXF

赤外線カット

配光可変型

特殊拡散ガラス付（紫外線・熱線カットタイプ）

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８４０Ｗ

HNL02850B.DXF

フラッド形配光
特殊拡散ガラス付
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８５０Ｂ

HNL02850W.DXF

フラッド形配光

特殊拡散ガラス付

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８５０Ｗ

HNL02863B.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８６３Ｂ

HNL02863W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８６３Ｗ

HNL02870B.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７０Ｂ

HNL02870S.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７０Ｓ



HNL02870W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７０Ｗ

HNL02873B.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７３Ｂ

HNL02873W.DXF

赤外線カット

１００Ｖ配線ダクト用

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７３Ｗ

HNL02875B.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７５Ｂ

HNL02875S.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７５Ｓ

HNL02875W.DXF

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７５Ｗ

HNL02876B.DXF

首振範囲８５度
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７６Ｂ

HNL02876S.DXF

首振範囲８５度

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７６Ｓ

HNL02876W.DXF

首振範囲８５度

１００Ｖ配線ダクト用

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０２８７６Ｗ

HNL08220B.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２０Ｂ

HNL08220W.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２０Ｗ

HNL08221B.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２１Ｂ

HNL08221W.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２１Ｗ

HNL08222B.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＩＬ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２２Ｂ

HNL08222W.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＩＬ５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２２Ｗ

HNL08225B.DXF

首振範囲１３５度
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２５Ｂ

HNL08225W.DXF

首振範囲１３５度
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２５Ｗ

HNL08226B.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２６Ｂ

HNL08226W.DXF

首振範囲１３５度
セード：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
本体：プラスチック（オフホワイトつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ０８２２６Ｗ

HNL32353W.DXF

赤外線カット

ショートセードタイプ

１２Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ３２３５３Ｗ

HNL32354W.DXF

赤外線カット

ロングセードタイプ

１２Ｖ配線ダクト用

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ３２３５４Ｗ

HNL82653B.DXF

赤外線カット
直付型
ショートセードタイプ
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６５３Ｂ

HNL82653W.DXF

赤外線カット

直付型

ショートセードタイプ

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６５３Ｗ

HNL82654B.DXF

赤外線カット
直付型
ロングセードタイプ
セード：アルミ（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６５４Ｂ

HNL82654W.DXF

赤外線カット

直付型

ロングセードタイプ

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６５４Ｗ



HNL82656B.DXF

赤外線カット
直付型
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６５６Ｂ

HNL82656W.DXF

赤外線カット

直付型

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６５６Ｗ

HNL82664B.DXF

赤外線カット

直付型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６６４Ｂ

HNL82664W.DXF

赤外線カット

直付型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６６４Ｗ

HNL82667B.DXF

赤外線カット
直付型
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６６７Ｂ

HNL82667W.DXF

赤外線カット

直付型

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６６７Ｗ

HNL82675B.DXF

直付型
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６７５Ｂ

HNL82675W.DXF

直付型

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＲＳ６０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６７５Ｗ

HNL82677B.DXF

直付型
セード：（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６７７Ｂ

HNL82677W.DXF

直付型
セード：（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６７７Ｗ

HNL82687B.DXF

赤外線カット
直付型
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６８７Ｂ

HNL82687W.DXF

赤外線カット

直付型

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２６８７Ｗ

HNL82815W.DXF

配光可変型

直付型

特殊拡散ガラス付

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８１５Ｗ

HNL82870B.DXF

赤外線カット

直付型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８７０Ｂ

HNL82870W.DXF

赤外線カット

直付型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ９５〕１１０Ｖ〔別売〕

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８７０Ｗ

HNL82875B.DXF

直付型
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８７５Ｂ

HNL82875W.DXF

直付型

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＲＳ１００Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８７５Ｗ

HNL82876B.DXF

直付型
首振範囲８５度
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８７６Ｂ

HNL82876W.DXF

直付型

首振範囲８５度

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＩＬ１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＬ８２８７６Ｗ

HNM41120W.DXF

配線ダクト用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（クールホワイト）

Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＭ４１１２０Ｗ

HNM41121W.DXF

首振範囲６５度
天井面取付専用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（クールホワイト）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＭ４１１２１Ｗ

HNM41132B.DXF

配線ダクト用
セード：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＭ４１１３２Ｂ

HNM41132W.DXF

配線ダクト用

セード：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＭ４１１３２Ｗ

HNM41133B.DXF

直付型
壁面取付可能型
セード：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＭ４１１３３Ｂ

HNM41133W.DXF

直付型

壁面取付可能型

セード：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＨＮＭ４１１３３Ｗ



HNS42105.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（オフホワイト）

ＦＨＦ３２Ｗ×２　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＳ４２１０５

HNT51120W.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（クールホワイト）

ＦＨＴ５７Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＴ５１１２０Ｗ

HNT51121W.DXF

首振範囲６５度

天井面取付専用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（クールホワイト）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＴ５１１２１Ｗ

HNU31550.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（オフホワイト）

ＦＨＰ３２Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＵ３１５５０

HNU51107.DXF

１００Ｖ配線ダクト用
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミ（オフホワイト）

ＦＨＰ４５Ｗ×１　ウォッシャライト

パナソニック　ＨＮＵ５１１０７

NDG0240A.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

中角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ０２４０２Ｗ

NDG0240B.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
広角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ０２４０３Ｂ

NDG0240C.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

広角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ０２４０３Ｗ

NDG0240X.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
狭角タイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ０２４０１Ｂ

NDG0240Y.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

狭角タイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ０２４０１Ｗ

NDG0240Z.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
中角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ０２４０２Ｂ

NDG0246X.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
ウォールウォッシャタイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ウォールウォッシャ

パナソニック　ＮＤＧ０２４６３Ｂ

NDG0246Y.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

ウォールウォッシャタイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ウォールウォッシャ

パナソニック　ＮＤＧ０２４６３Ｗ

NDG8240A.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

中角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ８２４０２Ｗ

NDG8240B.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
広角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ８２４０３Ｂ

NDG8240C.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

広角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ８２４０３Ｗ

NDG8240X.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
狭角タイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ８２４０１Ｂ

NDG8240Y.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

狭角タイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ８２４０１Ｗ

NDG8240Z.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
中角形

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＧ８２４０２Ｂ

NDG8246X.DXF

ミラー：アルミ
セード：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
１０～１００％個別調光可能
ウォールウォッシャタイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ウォールウォッシャ

パナソニック　ＮＤＧ８２４６３Ｂ

NDG8246Y.DXF

ミラー：アルミ

セード：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

１０～１００％個別調光可能

ウォールウォッシャタイプ

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ウォールウォッシャ

パナソニック　ＮＤＧ８２４６３Ｗ

NDNN02005B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６５０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００５Ｂ

NDNN02005W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６６０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００５Ｗ

NDNN02006B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６３０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００６Ｂ

NDNN02006W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６４５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００６Ｗ



NDNN02008B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５７５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度
調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００８Ｂ

NDNN02008W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５８５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００８Ｗ

NDNN02009B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５５５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度
調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００９Ｂ

NDNN02009W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５７０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ０２００９Ｗ

NDS05306B.DXF

水平回転３６０度
首振範囲９０度
１００Ｖ配線ダクト用
ライフセレクトトランス内蔵
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０６Ｂ

NDS05306S.DXF

水平回転３６０度

首振範囲９０度

１００Ｖ配線ダクト用

ライフセレクトトランス内蔵

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０６Ｓ

NDS05308B.DXF

首振範囲９０度水平回転３６０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０８Ｂ

NDS05308B_NDS89001B.DXF

レンズユニット（狭角型）
水平回転３６０度
首振範囲９０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０８Ｂ＋ＮＤＳ８９００１Ｂ

NDS05308B_NDS89002B.DXF

レンズユニット(広角型）
水平回転３６０度
首振範囲９０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０８Ｂ＋ＮＤＳ８９００２Ｂ

NDS05308W.DXF

首振範囲９０度水平回転３６０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０８Ｗ

NDS05308W_NDS89001W.DXF

レンズユニット（狭角型）

水平回転３６０度

首振範囲９０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０８Ｗ＋ＮＤＳ８９００１Ｗ

NDS05308W_NDS89002W.DXF

レンズユニット(広角型）

水平回転３６０度

首振範囲９０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０８Ｗ＋ＮＤＳ８９００２Ｗ

NDS05309B.DXF

首振範囲９０度水平回転３６０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０９Ｂ

NDS05309B_NDS89001B.DXF

レンズユニット（狭角型）
水平回転３６０度
首振範囲９０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０９Ｂ＋ＮＤＳ８９００１Ｂ

NDS05309B_NDS89002B.DXF

レンズユニット(広角型）
水平回転３６０度
首振範囲９０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０９Ｂ＋ＮＤＳ８９００２Ｂ

NDS05309W.DXF

首振範囲９０度水平回転３６０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０９Ｗ

NDS05309W_NDS89001W.DXF

レンズユニット（狭角型）

水平回転３６０度

首振範囲９０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０９Ｗ＋ＮＤＳ８９００１Ｗ

NDS05309W_NDS89002W.DXF

レンズユニット(広角型）

水平回転３６０度

首振範囲９０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０５３０９Ｗ＋ＮＤＳ８９００２Ｗ

NDS07104B.DXF

首振範囲９０度
配線ダクト用
ミラー：アルブライトミラー〔別売〕
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７１０４Ｂ

NDS07105B.DXF

水平回転３６０度
首振範囲９０度
重量用配線ダクト・アース付配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７１０５Ｂ

NDS07105S.DXF

水平回転３６０度

首振範囲９０度

重量用配線ダクト・アース付配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７１０５Ｓ

NDS07306B.DXF

首振範囲９０度
配線ダクト用
ミラー：アルブライトミラー〔別売〕
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０６Ｂ

NDS07307B.DXF

水平回転３６０度
首振範囲９０度
重量用配線ダクト・アース付配線ダクト用
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０７Ｂ

NDS07307S.DXF

水平回転３６０度

首振範囲９０度

重量用配線ダクト・アース付配線ダクト用

本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０７Ｓ

NDS07308B.DXF

首振範囲９０度水平回転３６０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＨＩＤ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０８Ｂ



NDS07308B_NDS89001B.DXF

レンズユニット（狭角型）
水平回転３６０度
首振範囲９０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＨＩＤ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０８Ｂ＋ＮＤＳ８９００１Ｂ

NDS07308B_NDS89002B.DXF

レンズユニット(広角型）
水平回転３６０度
首振範囲９０度
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＨＩＤ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０８Ｂ＋ＮＤＳ８９００２Ｂ

NDS07308W.DXF

首振範囲９０度水平回転３６０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＨＩＤ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０８Ｗ

NDS07308W_NDS89001W.DXF

レンズユニット（狭角型）

水平回転３６０度

首振範囲９０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＨＩＤ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０８Ｗ＋ＮＤＳ８９００１Ｗ

NDS07308W_NDS89002W.DXF

レンズユニット(広角型）

水平回転３６０度

首振範囲９０度

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＨＩＤ７０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＤＳ０７３０８Ｗ＋ＮＤＳ８９００２Ｗ

NDS95011B.DXF

ブラックつや消し仕上

フード

パナソニック　ＮＤＳ９５０１１Ｂ

NDS95012.DXF

ハニカムルーバ

パナソニック　ＮＤＳ９５０１２

NDS95013.DXF

スプレッドレンズ

パナソニック　ＮＤＳ９５０１３

NDS95014.DXF

ディフュージョンレンズ

パナソニック　ＮＤＳ９５０１４

NDS95015.DXF

ノーブルピーチフィルター

パナソニック　ＮＤＳ９５０１５

NDS95016.DXF

ジェントルホワイトフィルター

パナソニック　ＮＤＳ９５０１６

NNN02001B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６８０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００１Ｂ

NNN02001W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束７００ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００１Ｗ

NNN02002B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６９０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００２Ｂ

NNN02002W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束７００ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００２Ｗ

NNN02003BK.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６７０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００３ＢＫ

NNN02003WK.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６８５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００３ＷＫ

NNN02004B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６５０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００４Ｂ

NNN02004W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６７０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００４Ｗ

NNN02005B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６５０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００５Ｂ

NNN02005W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６６０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００５Ｗ

NNN02006BK.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６３０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００６ＢＫ

NNN02006WK.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６４５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００６ＷＫ

NNN02007B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５７５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００７Ｂ

NNN02007W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５９０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００７Ｗ



NNN02008B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５７５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００８Ｂ

NNN02008W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５８５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００８Ｗ

NNN02009BK.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度
１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５５５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００９ＢＫ

NNN02009WK.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５７０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２００９ＷＫ

NNN02018B.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度
灯具部幅φ６７・長８４、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５７５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０１８Ｂ

NNN02018W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長８４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５８５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０１８Ｗ

NNN02019B.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度
灯具部幅φ６７・長８４、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５５５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０１９Ｂ

NNN02019W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長８４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５７０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０１９Ｗ

NNN02020W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束４００ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１０度～３０度

配光可変タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２０Ｗ

NNN02021W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束３８０ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度～３０度

配光可変タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２１Ｗ

NNN02022W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束３３５ｌｍ、消費電力１４Ｗ、電圧１００Ｖ
３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度～３０度

配光可変タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２２Ｗ

NNN02023B.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束３８０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

個別調光可能（約５％～１００％）、３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度～３０度
配光可変タイプ、個別調光タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２３Ｂ

NNN02023W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束３８０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ
個別調光可能（約５％～１００％）、３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度～３０度

配光可変タイプ、個別調光タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２３Ｗ

NNN02024B.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束３３５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

個別調光可能（約５％～１００％）、２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度～３０度
配光可変タイプ、個別調光タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２４Ｂ

NNN02024W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ６７・長９０、１００Ｖ配線ダクト用
灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）／プラスチック（ブラックつや消し）

器具光束３３５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ
個別調光可能（約５％～１００％）、２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度～３０度

配光可変タイプ、個別調光タイプ

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２０２４Ｗ

NNN02614B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束６５０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１４Ｂ

NNN02614W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６７０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１４Ｗ

NNN02615B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束６５０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１５Ｂ

NNN02615W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６６０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１５Ｗ

NNN02616B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束６３０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１６Ｂ

NNN02616W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束６４５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１６Ｗ

NNN02617B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束５７５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１７Ｂ

NNN02617W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５９０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１７Ｗ

NNN02618B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束５７５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１８Ｂ

NNN02618W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５８５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１８Ｗ



NNN02619B.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束５５５ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１９Ｂ

NNN02619W.DXF

灯具部幅φ６７・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５７０ｌｍ、消費電力１３．３Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０２６１９Ｗ

NNN03501W.DXF

光束維持率70％推定40000時間

灯具部幅φ95・長84

首振範囲約90度

狭角タイプ

100V配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

白色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０１Ｗ

NNN03502W.DXF

光束維持率70％推定40000時間

灯具部幅φ95・長84

首振範囲約90度

中角タイプ

100V配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

白色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０２Ｗ

NNN03503WK.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間

ビーム角３５度

首振範囲約９０度

広角タイプ

１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

白色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０３ＷＫ

NNN03504W.DXF

光束維持率70％推定40000時間

灯具部幅φ95・長84

首振範囲約90度

狭角タイプ

100V配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

温白色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０４Ｗ

NNN03505W.DXF

光束維持率70％推定40000時間

灯具部幅φ95・長84

首振範囲約90度

中角タイプ

100V配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

温白色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０５Ｗ

NNN03506WK.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間

ビーム角３５度

首振範囲約９０度

広角タイプ

１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

温白色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０６ＷＫ

NNN03507W.DXF

光束維持率70％推定40000時間

灯具部幅φ95・長84

首振範囲約90度

狭角タイプ

100V配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

電球色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０７Ｗ

NNN03508W.DXF

光束維持率70％推定40000時間

灯具部幅φ95・長84

首振範囲約90度

中角タイプ

100V配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

電球色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０８Ｗ

NNN03509WK.DXF

光束維持率７０％推定４００００時間

ビーム角３５度

首振範囲約９０度

広角タイプ

１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

電球色

ＬＥＤ２４．３Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０３５０９ＷＫ

NNN03521W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１１０・長１１４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１７０５ｌｍ、消費電力３３．１Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３５２１Ｗ

NNN03522W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１１０・長１１４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１６９５ｌｍ、消費電力３３．１Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角３５度

ＬＥＤスポットライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３５２２Ｗ

NNN03523W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１１０・長１１４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１６１０ｌｍ、消費電力３３．１Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３５２３Ｗ

NNN03524W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１１０・長１１４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１６００ｌｍ、消費電力３３．１Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３５度

ＬＥＤスポットライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３５２４Ｗ

NNN03525W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１１０・長１１４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１４２０ｌｍ、消費電力３３．１Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３５２５Ｗ

NNN03526W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１１０・長１１４、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１４１０ｌｍ、消費電力３３．１Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３５度

ＬＥＤスポットライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３５２６Ｗ

NNN03614B.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束１１３０ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１４Ｂ

NNN03614W.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１１３０ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１４Ｗ

NNN03615B.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束１１１５ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１５Ｂ

NNN03615W.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１１１５ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１５Ｗ

NNN03616B.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束１０９０ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１６Ｂ

NNN03616W.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１０９０ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１６Ｗ

NNN03617B.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束１０００ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１７Ｂ

NNN03617W.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１０００ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１０度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１７Ｗ



NNN03618B.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束９８５ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１８Ｂ

NNN03618W.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束９８５ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１８Ｗ

NNN03619B.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束９６０ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１９Ｂ

NNN03619W.DXF

灯具部幅φ９５・長８４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束９６０ｌｍ、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３５度

個別調光タイプ、個別調光可能（約１０～１００％）

ＬＥＤスポットライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０３６１９Ｗ

NNN04501W.DXF

灯具部幅φ１２６・長１０６、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２４００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５０１Ｗ

NNN04502W.DXF

灯具部幅φ１２６・長１０６、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２３２０ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５０２Ｗ

NNN04503W.DXF

灯具部幅φ１２６・長１０６、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２２７０ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５０３Ｗ

NNN04504W.DXF

灯具部幅φ１２６・長１０６、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２１９０ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５０４Ｗ

NNN04505W.DXF

灯具部幅φ１２６・長１０６、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５０５Ｗ

NNN04506W.DXF

灯具部幅φ１２６・長１０６、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１９４０ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５０６Ｗ

NNN04511W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１２６・長１０６、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２４００ｌｍ、消費電力４３．８Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５１１Ｗ

NNN04512W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１２６・長１０６、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２３２０ｌｍ、消費電力４３．８Ｗ、電圧１００Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５１２Ｗ

NNN04513W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１２６・長１０６、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２２７０ｌｍ、消費電力４３．８Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５１３Ｗ

NNN04514W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１２６・長１０６、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２１９０ｌｍ、消費電力４３．８Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５１４Ｗ

NNN04515W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１２６・長１０６、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束２０００ｌｍ、消費電力４３．８Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角１５度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５１５Ｗ

NNN04516W.DXF

天井面取付専用、首振角度約９０度

灯具部幅φ１２６・長１０６、１００Ｖ配線ダクト用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１９４０ｌｍ、消費電力４３．８Ｗ、電圧１００Ｖ

３０００Ｋ、Ｒａ９２、ビーム角３０度

ＬＥＤスポットライト　２５０形　ＨＩＤ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ０４５１６Ｗ

NNN24710B.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束５５５ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１０Ｂ

NNN24710W.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束５５５ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１０Ｗ

NNN24711B.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束３９０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ７６、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１１Ｂ

NNN24711W.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束３９０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ７６、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１１Ｗ

NNN24712B.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束３６０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ８８、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１２Ｂ

NNN24712W.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束３６０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ８８、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１２Ｗ

NNN24713B.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束３１５ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ９０、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１３Ｂ

NNN24713W.DXF

灯具部幅φ９２・長１４４、首振範囲約９０度

１００Ｖ配線ダクト用、天井面取付専用

灯具：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束３１５ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ９０、ビーム角２５度

ＬＥＤスポットライト　ＪＤＲ１１０Ｖ６０形（４０Ｗ）器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２４７１３Ｗ

NSF41524.DXF

反射板：鋼板（ホワイト）
本体：鋼板（ホワイト）
ランプフリー（ＦＨＦ３２／ＦＬＲ４０／ＦＬ４０）

配線ダクト用

ＦＨＦ３２Ｗ×１　配線ダクト用照明

パナソニック　ＮＳＦ４１５２４



NSF425XA.DXF

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
配線ダクト用

ＦＨＦ３２Ｗ×２　配線ダクト用照明

パナソニック　ＮＳＦ４２５２４Ａ

NSF425XB.DXF

遮光角　横方向１５度／縦方向１５度
ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
配線ダクト用

ＦＨＦ３２Ｗ×２　配線ダクト用照明

パナソニック　ＮＳＦ４２５２５Ａ

XNNDS5301B.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

１００Ｖ配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０１Ｂ

XNNDS5301W.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

１００Ｖ配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０１Ｗ

XNNDS5302B.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

１００Ｖ配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０２Ｂ

XNNDS5302W.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

１００Ｖ配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０２Ｗ

XNNDS5303B.DXF

直付型

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

レンズユニット：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０３Ｂ

XNNDS5303W.DXF

直付型

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

レンズユニット：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０３Ｗ

XNNDS5304B.DXF

直付型

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

レンズユニット：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０４Ｂ

XNNDS5304W.DXF

直付型

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

レンズユニット：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１００・１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ５３０４Ｗ

XNNDS7301B.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ７３０１Ｂ

XNNDS7301W.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ７３０１Ｗ

XNNDS7302B.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ７３０２Ｂ

XNNDS7302W.DXF

首振範囲９０度・水平回転３６０度

トリミングカッタ内蔵

配線ダクト用

レンズユニット：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　スポットライト

パナソニック　スポットライトＸＮＮＤＳ７３０２Ｗ
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