
HNL72807B.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１６

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

枠：（ブラックつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７２８０７Ｂ

HNL72807W.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１６

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１１０Ｖ〔別売〕

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７２８０７Ｗ

HNL73333.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１１２

バッフル：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７３３３３

HNL73334.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１１２

バッフル：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７３３３４

HNL75255B.DXF

赤外線カット
埋込穴Φ６５　埋込高Ｈ＝８０

ライフセレクトトランス別置型
コーン：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
枠：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ２０・３５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５２５５Ｂ

HNL75255W.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ６５　埋込高Ｈ＝８０

ライフセレクトトランス別置型

コーン：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ２０・３５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５２５５Ｗ

HNL75360B.DXF

赤外線カット
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０８

ライフセレクトトランス別置型
コーン：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
枠：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５３６０Ｂ

HNL75360W.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０８

ライフセレクトトランス別置型

コーン：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５３６０Ｗ

HNL75407B.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０８

ライフセレクトトランス別置型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１２Ｖ〔別売〕

枠：（ブラックつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５４０７Ｂ

HNL75407W.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１０８

ライフセレクトトランス別置型

ミラー：ダイクールＳミラー〔Φ８０〕１２Ｖ〔別売〕

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

Ｊ１２Ｖ７５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５４０７Ｗ

HNL75600.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高Ｈ＝９６
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（ホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ８０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５６００

HNL75750B.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１６
コーン：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
枠：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７５０Ｂ

HNL75750W.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１６

コーン：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１７０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７５０Ｗ

HNL75757B.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１６
コーン：プラスチック（ブラックつや消し仕上）
枠：プラスチック（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ１４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７５７Ｂ

HNL75757W.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１６

コーン：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７５７Ｗ

HNL75763.DXF

赤外線カット

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１２５
ピンホールタイプ
枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７６３

HNL75767W.DXF

赤外線カット
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１１０

ウォールウォッシャタイプ
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ１４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＬ７５７６７Ｗ

HNT31790.DXF

グレアカット１５度

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１０３

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＦＨＴ２４・３２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＴ３１７９０

HNT31791F.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１０３

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：アルミ（高反射ホワイト）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＦＨＴ２４・３２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＨＮＴ３１７９１Ｆ

NC70930K.DXF

グレアカット３０度
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１６９

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＣＤＭ－Ｒ３５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＣ７０９３０Ｋ

NC70972K.DXF

グレアカット３０度
埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝２１４

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＣＤＭ－Ｒ７０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＣ７０９７２Ｋ

NC71914.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝２１５

斜天井用

ミラー：アルミ（銀色鏡面仕上）

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：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）

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＣ７１９１４

NC71963K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１８３
反射板：アルミ（銀色梨地仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ウォールウォッシャタイプ

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＣ７１９６３Ｋ

NC74604K.DXF

埋込穴\U+03A6３００　埋込高Ｈ＝３７１
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度

広角形

ＨＩＤ２００～４００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＣ７４６０４Ｌ

NDFT21770Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１８２

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ２１７７０Ｚ



NDFT21772Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝９７

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ２１７７２Ｚ

NDFT21XI.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１６５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

３５～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ２１７７１Ｆ

NDFT21XJ.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

４５～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ２１７７３Ｆ

NDFT31770Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１８２

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ３１７７０Ｚ

NDFT31772Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝９７

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ３１７７２Ｚ

NDFT31XH.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１８２

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

３０～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ３１７７１Ｆ

NDFT31XI.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

４０～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ３１７７３Ｆ

NDFT41774Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝２０５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ４１７７４Ｚ

NDFT41778Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１００

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ４１７７８Ｚ

NDFT41XO.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２０９

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

２５～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ４１７７５Ｆ

NDFT41XP.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

３５～１００％連続調光型

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＤＦＴ４１７７９Ｆ

NDFT42741.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝２１７

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

調光可能型

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ４２７４１

NDFT42743.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１２１

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

調光可能型

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ４２７４３

NDFT43711.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ２５０　埋込高Ｈ＝２３９

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

調光可能型

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×３　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ４３７１１

NDFT44709.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ３００　埋込高Ｈ＝２３９

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

調光可能型

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ４２Ｗ×４　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＦＴ４４７０９

NDNN63300.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１４６５ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ６６

ウォールウォッシャタイプ、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ６３３００

NDNN63303.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用
パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束８４５ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２

ウォールウォッシャタイプ、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ６３３０３

NDNN64400.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１８２０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ６６

ウォールウォッシャタイプ、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ６４４００

NDNN64403.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１０５０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２７００Ｋ、Ｒａ９２

ウォールウォッシャタイプ、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ６４４０３

NDNN71000K.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７１０００Ｋ

NDNN71002K.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２７５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７１００２Ｋ

NDNN71003.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束５３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７１００３

NDNN71005.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束３０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７１００５

NDNN72000K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１０９

調光範囲（約５％～１００％）

広角タイプ、ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０００Ｋ

NDNN72002K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１０９

調光範囲（約５％～１００％）

広角タイプ、ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７２００２Ｋ



NDNN72003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

調光可能型、拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７２００３

NDNN72005.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

調光可能型、拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７２００５

NDNN72060.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９１、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）
器具光束１０６５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０６０

NDNN72063.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９１、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）
器具光束７９５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０６３

NDNN72065.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９１、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１０６５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０６５

NDNN72068.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９１、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束７９５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０６８

NDNN72075.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９８、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０７５

NDNN72078.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９８、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束８２０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７２０７８

NDNN73000K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

調光範囲（約５％～１００％）

広角タイプ、ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０００Ｋ

NDNN73002K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

調光範囲（約５％～１００％）

広角タイプ、ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７３００２Ｋ

NDNN73003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

光束維持率７０％推定４００００時間

調光可能型、拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７３００３

NDNN73005.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

光束維持率７０％推定４００００時間

調光可能型、拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７３００５

NDNN73060.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１０９、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）
器具光束１５９５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０６０

NDNN73063.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１０９、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）
器具光束１３００ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０６３

NDNN73065.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１０９、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１６４５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０６５

NDNN73068.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１０９、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１３４０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０６８

NDNN73075.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９８、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１７０５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０７５

NDNN73078.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９８、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１３９０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７３０７８

NDNN74000K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

調光範囲（約５％～１００％）

広角タイプ、ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０００Ｋ

NDNN74002K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

調光範囲（約５％～１００％）

広角タイプ、ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７４００２Ｋ

NDNN74003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

光束維持率７０％推定４００００時間

調光可能型、拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７４００３

NDNN74005.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

光束維持率７０％推定４００００時間

調光可能型、拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７４００５

NDNN74060.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１２０、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）
器具光束２００５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０６０

NDNN74063.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１２０、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）
器具光束１５５５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０６３

NDNN74065.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１２０、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０６５



NDNN74068.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１２０、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０６８

NDNN74075.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９９、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束２１５５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０７５

NDNN74078.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９９、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）
器具光束１６７０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７４０７８

NDNN75010.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３６１５ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１０

NDNN75011.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２８９０ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１１

NDNN75012.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２７４０ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１２

NDNN75013.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２６００ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１３

NDNN75015.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３５７０ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１５

NDNN75016.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２８５５ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１６

NDNN75017.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２７０５ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１７

NDNN75018.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２５７０ｌｍ、消費電力４２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×２器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７５０１８

NDNN77000.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高　Ｈ＝１４０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

調光範囲（約５～１００％）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

昼白色（５４個）、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤ８４Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０００ＬＺ９

NDNN77001.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高　Ｈ＝１４０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

調光範囲（約５～１００％）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

温白色（５４個）、ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤ８４Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＮＮ７７００１ＬＺ９

NDNN77010.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束５４６０ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１０

NDNN77011.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束４３６５ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１１

NDNN77012.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束４１３５ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１２

NDNN77013.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３９３０ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１３

NDNN77015.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束５２３０ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１５

NDNN77016.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束４１８０ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１６

NDNN77017.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３９６０ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１７

NDNN77018.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１１０、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３７６５ｌｍ、消費電力６２．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０１８

NDNN77020.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束９４５０ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２０

NDNN77021.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束７５５５ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２１

NDNN77022.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束７１６０ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２２

NDNN77023.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束６８００ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２３



NDNN77025.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束９３１５ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２５

NDNN77026.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束７４４５ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２６

NDNN77027.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束７０５５ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２７

NDNN77028.DXF

埋込穴φ２５０　埋込高１５８、天井面取付専用

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束６７０５ｌｍ、消費電力１０５．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５～１００％）

ＬＥＤダウンライト　ＦＨＴ４２形×４器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０２８

NDNN77030.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高１７９

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：アルミ（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）

器具光束７０００ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０３０

NDNN77031.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高１７９

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：アルミ（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）

器具光束５５９５ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０３１

NDNN77032.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高１７９

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：アルミ（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）

器具光束５３０５ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０３２

NDNN77033.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高１７９

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：アルミ（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）

器具光束５０３５ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０３３

NDNN77040.DXF

埋込穴Φ２５０　埋込高１６８

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束７２００ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０４０

NDNN77041.DXF

埋込穴Φ２５０　埋込高１６８

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束５７５５ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０４１

NDNN77042.DXF

埋込穴Φ２５０　埋込高１６８

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束５４５５ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０４２

NDNN77043.DXF

埋込穴Φ２５０　埋込高１６８

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束５１８０ｌｍ、消費電力８４．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

調光可能（約５％～１００％）

ＬＥＤダウンライト　７００形　ＦＨＴ５７形×３器具相当

パナソニック　ＮＤＮＮ７７０４３

NDS35305B.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高さＨ＝１４７
全般照明用
赤外線ＣＵＴ

グレアカット３０°
反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０５Ｂ

NDS35305S.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高さＨ＝１４７

全般照明用

赤外線ＣＵＴ

グレアカット３０°

反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０５Ｓ

NDS35306B.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高さＨ＝１４７
全般照明用
赤外線ＣＵＴ

グレアカット３０°
反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０６Ｂ

NDS35306S.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高さＨ＝１４７

全般照明用

赤外線ＣＵＴ

グレアカット３０°

反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０６Ｓ

NDS35307S.DXF

埋込穴Φ１００

グレアカット３０度

反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

赤外線CUT

ＪＲ１２Ｖ５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０７Ｓ

NDS35308S.DXF

埋込穴Φ１００

グレアカット３０度

反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

赤外線CUT

ＪＤＲ６５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０８Ｓ

NDS35309S.DXF

埋込穴Φ１２５

グレアカット３０度

反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

赤外線CUT

ＪＲ１２Ｖ５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３０９Ｓ

NDS35310S.DXF

埋込穴Φ１２５

グレアカット３０度

反射板：高効率アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

赤外線CUT

ＪＤＲ６５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３１０Ｓ

NDS35311W.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高さＨ＝１４７

全般照明用

赤外線ＣＵＴ

グレアカット３０°

反射板：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＲ１２Ｖ３５・５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３１１Ｗ

NDS35312W.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高さＨ＝１４７

全般照明用

赤外線ＣＵＴ

グレアカット３０°

反射板：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤＲ６０・８０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３５３１２Ｗ

NDS37309.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１５７

コーン：（シルバーマット仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板（アルブライト仕上）

ＭＴ３５・７０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＤＳ３７３０９

NF11962.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高Ｈ＝１２４

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１５Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦ１１９６２

NF11963F.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高Ｈ＝１２４

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１５Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦ１１９６３Ｆ



NF16700.DXF

グレアカット１５度
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４３
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７００

NF16701F.DXF

埋込穴\U+03A6１００　埋込高Ｈ＝１５１
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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　ＮＦ１６７０１Ｆ

NF16702.DXF

グレアカット１５度
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９０
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７０２

NF16703F.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９８
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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　ＮＦ１６７０３Ｆ

NF16704.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４５

バッフル：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７０４

NF16705.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１４１

バッフル：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７０５

NF16706.DXF

全般照明用

埋込穴φ８５　埋込高Ｈ＝１３４

バッフル：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

反射板（上部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７０６

NF16707.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝９０

バッフル：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

電球色

ＥＦＤ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ１６７０７

NF21705.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１６５

バッフル：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７０５

NF21709.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝９０

バッフル：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）

電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７０９

NF21721.DXF

グレアカット１５度
埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１６３

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７２１

NF21722F.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１７０
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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　ＮＦ２１７２２Ｆ

NF21723.DXF

グレアカット１５度
埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝９０

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７２３

NF21724F.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０１
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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　ＮＦ２１７２４Ｆ

NF21727.DXF

グレアカット１５度
埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１６０

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７２７

NF21728F.DXF

埋込穴\U+03A6１００　埋込高Ｈ＝１７０
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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　ＮＦ２１７２８Ｆ

NF21777K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２０７
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し）

グレアカット１５度
ウォールウォッシャタイプ

ＥＦＡ２２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７７７Ｋ

NF21783K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１８４
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度

ＥＦＤ２２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７８３Ｋ

NF21784K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１８４

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部ホワイトつや消し

枠：（クールホワイトつや消し）

ＥＦＤ２２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７８４Ｋ

NF21786K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１００
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度

ＥＦＤ２２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７８６Ｋ

NF21787K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１００
反射板：アルミ（クールホワイトつや消し）
枠（クールホワイトつや消し）

ＥＦＤ２２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦ２１７８７Ｋ

NFM21700.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４３

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ２１７００

NFM21701F.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１４３
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ２０Ｗ・１５Ｗ・１１Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ２１７０１Ｆ

NFM21710.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５７

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ２１７１０

NFM21711F.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５７

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ２１７１１Ｆ



NFM21712.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ２１７１２

NFM21713F.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ２１７１３Ｆ

NFM41670Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝２１１

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ソケット位置調整機能付

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、ワットフリー

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ４１６７０Ｚ

NFM41672U.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１０５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°、ソケット位置調整機能付

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、ワットフリー

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１６７２Ｕ

NFM41673J.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

環境配慮型

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１６７３Ｊ

NFM41675.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２１１

バッフル付反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

環境配慮型

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１６７５

NFM41682U.DXF

埋込穴Φ１７５　埋込Ｈ＝１０５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°、ソケット位置調整機能付

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、ワットフリー

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１６８２Ｕ

NFM41683C.DXF

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：プラスチック（高反射ホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ４１６８３Ｃ

NFM416XA.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２１１

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

環境配慮型

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１６７１Ｆ

NFM41713.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０８
パネル：アクリル（乳白つや消し仕上）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７１３

NFM41727.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２２２

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ウォールウォッシャ・斜天井兼用型

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ４１７２７

NFM41728.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝２２３

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５°

ウォールウォッシャ

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー、ワットフリー

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７２８

NFM41760.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１０１

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７６０

NFM41761.DXF

埋込穴□１５０　埋込高Ｈ＝１０１

反射板：アルミ（ホワイト）

枠：（ホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４１７６１

NFM4272X.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝２３３

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

環境配慮型

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７２２Ｆ

NFM4272Y.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１２１

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

環境配慮型

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７２４Ｆ

NFM4272Z.DXF

埋込穴□２００　埋込高Ｈ＝１２５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

環境配慮型

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７２８Ｆ

NFM42733.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ２５０　埋込高Ｈ＝２８５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

斜天井用

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（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×２　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭ４２７３３

NFM427XA.DXF

埋込穴□２００　埋込高Ｈ＝１３３

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７２６Ｋ

NFM427XB.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝２２３

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７５４Ｋ

NFM427XC.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１２１

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７５６Ｋ

NFM437XC.DXF

埋込穴Φ２５０　埋込高Ｈ＝２４３

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×３　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４３７６０Ｋ

NFM44760.DXF

埋込穴Φ３００　埋込高Ｈ＝２４３

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×４　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４４７６０

NFMG21720.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１６７

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（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

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭＧ２１７２０

NFMG21721F.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１６７

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：プラスチック（高反射ホワイト）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭＧ２１７２１Ｆ



NFMG21722.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９９

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（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

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭＧ２１７２２

NFMG21723F.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝９９

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：プラスチック（高反射ホワイト）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭＧ２１７２３Ｆ

NFMG41781.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０９
パネル：アクリル（透明・低誘虫仕様）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
低誘虫仕様
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭＧ４１７８１

NFMG42791.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１００
パネル：アクリル（透明・低誘虫仕様）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：ステンレス（クールホワイトつや消し仕上）
低誘虫仕様
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）・Ｗフリータイプ

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭＧ４２７９１

NFMS21714.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５７

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）・グレアカット１５度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）（人がいない時消灯）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭＳ２１７１４

NFMS21715F.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５７

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

グレアカット１５度

ワットフリー（ＦＨＳＤ２０・１５・１１Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）（人がいない時消灯）

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭＳ２１７１５Ｆ

NFMS41602Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝２１１

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

点灯保持時間調整機能付

ソケット位置調整機能付

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、ワットフリー、熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＭＳ４１６０２Ｚ

NFMS41XF.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２１１

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

熱線センサ付（ＯＮ－ＯＦＦ）

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭＳ４１６０３Ｆ

NFS21751.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１６０

点灯保持時間調整機能付
反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）
枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）
シンプルセルコン（ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＳ２１７５１

NFS21752F.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１６０
点灯保持時間調整機能付
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）
枠：プラスチック（高反射ホワイト）
シンプルセルコン（ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ）
電球色

ＥＦＤ２５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＳ２１７５２Ｆ

NFT11770.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ１６Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴ１１７７０

NFT11772K.DXF

埋込穴\U+03A6１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ１６Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴ１１７７２Ｋ

NFT11773J.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ１６Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴ１１７７３Ｊ

NFT117XC.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５０

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ１６Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴ１１７７１Ｆ

NFT317XB.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１９５
反射板：アルミ（銀色梨地仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ウォールウォッシャタイプ

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＴ３１７３１Ｕ

NFT52795.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝２５５

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：（高反射ホワイト）

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×２　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴ５２７９５Ｆ

NFT52798.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝２５５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：プラスチック（銀色鏡面仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×２　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴ５２７９８

NFT53711.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ２５０　埋込高Ｈ＝２７０

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×３　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＴ５３７１１

NFT54711.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ３００　埋込高Ｈ＝２７５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＦＨＴ５７Ｗ×４　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＴ５４７１１

NFTS21770Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１８２

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

点灯保持時間調整機能付

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、熱線センサ付

ＦＨＴ２４Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴＳ２１７７０Ｚ

NFTS31770Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１８２

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

点灯保持時間調整機能付

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、熱線センサ付

ＦＨＴ３２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴＳ３１７７０Ｚ

NFTS41774Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝２０５

エコ電線（塩化ビニルおよびハロゲン、鉛を含まない）

点灯保持時間調整機能付

グレアカット１５°

反射板：プラスチック（銀蒸着仕上）

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）

ボルトフリー、熱線センサ付（段調光）

ＦＨＴ４２Ｗ×１　ダウンライト（環境配慮型）

パナソニック　ＮＦＴＳ４１７７４Ｚ

NL70190Z.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１３５

反射板（クールホワイトつや消し）
枠（クールホワイトつや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７０１９０Ｚ

NL70191K.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１３８
反射板：（クールホワイトつや消し）
枠：（クールホワイトつや消し）

ＩＬ１００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７０１９１Ｋ

NL75840.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込Ｈ＝１３６
グレアカット３０°
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：鋼板（オフホワイトつや消し仕上）

ＪＤ９０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７５８４０



NL75958K.DXF

埋込穴\U+03A6２５０　埋込高Ｈ＝２００
パネル：強化ガラス

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し）

ＪＤ２５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７５９５８Ｌ

NL75959K.DXF

埋込穴Φ３００　埋込高Ｈ＝２２４
強化ガラス付
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＪＤ５００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７５９５９Ｋ

NL77400K.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝９５
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：（クールホワイトつや消し）

ＩＬ１００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７７４００Ｋ

NL77410.DXF

埋込穴Φ８５　埋込高Ｈ＝７０
バッフル：アルミ（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）
枠：（クールホワイトつや消し仕上）

ＬＤＳ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７７４１０

NL77440K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝８０
反射板：アルミ（銀色鏡面）
枠（クールホワイトつや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７７４４０Ｋ

NL78403W.DXF

埋込穴Φ８０　埋込高Ｈ＝８０

反射板：アルミ（ホワイト）

ＩＬ１５Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８４０３ＷＴ

NL7848XA.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１０４
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

ＩＬ２５・４０・５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８４８０ＷＫ

NL78717.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１００
パネル：ガラス（つや消し）

ＩＬ６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８７１７

NL78827K.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１２８

バッフル：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

ＩＬ２５・４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８２７Ｋ

NL78828K.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高Ｈ＝１２８

バッフル：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

ＩＬ２５・４０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８２８Ｋ

NL78856B.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５９
バッフル：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

ＩＬ４０・６０・１００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８５６Ｂ

NL78856WK.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５９

バッフル：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

ＩＬ４０・６０・１００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８５６ＷＫ

NL78857B.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１３８

バッフル：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

ＩＬ４０・６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８５７Ｂ

NL7885XA.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１９０
バッフル：（クールホワイトつや消し）

枠（クールホワイトつや消し）

ＩＬ６０・１００Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８５１ＷＫ

NL7885XC.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高Ｈ＝１３８

バッフル：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

ＩＬ４０・６０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＬ７８８５７ＷＫ

NNN21000.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１００、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明）

反射板：プラスチック（銀蒸着つや消し仕上）

枠：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３００ｌｍ、消費電力５．２Ｗ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット３５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯４０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１０００

NNN21001.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１００、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明）

反射板：プラスチック（銀蒸着つや消し仕上）

枠：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２１０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ

２８００Ｋ、Ｒａ７６、広角タイプ、グレアカット３５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯４０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１００１

NNN21002.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１００、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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２９０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯４０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１００２

NNN21003.DXF

埋込穴φ７５　埋込高１００、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

枠：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２００ｌｍ、消費電力５．２Ｗ

２８００Ｋ、Ｒａ７６、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯４０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１００３

NNN21637.DXF

埋込穴φ７５　埋込高４４、天井面取付専用
枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）
器具光束１７０ｌｍ、消費電力４．９Ｗ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、中角タイプ
電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　白熱灯２５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１６３７

NNN21638.DXF

埋込穴φ７５　埋込高４４、天井面取付専用
枠：プラスチック（クールホワイトつや消し）
器具光束１４０ｌｍ、消費電力４．９Ｗ
２８００Ｋ、Ｒａ７６、中角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　白熱灯２５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ２１６３８

NNN63300.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１４６５ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ６６

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６３３００

NNN63301.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１０１５ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８０

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６３３０１

NNN63302.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用
パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束９６０ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６３３０２

NNN63303.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用
パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束８４５ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６３３０３



NNN64400.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１８２０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ６６

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６４４００

NNN64401.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１２６０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８０

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６４４０１

NNN64402.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１１９０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ９２

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６４４０２

NNN64403.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：強化ガラス（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

器具光束１０５０ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２７００Ｋ、Ｒａ９２

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ６４４０３

NNN71000K.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、広角タイプ、グレアカット１５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０００Ｋ

NNN71001K.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３１５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ、グレアカット１５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１００１Ｋ

NNN71002K.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２７５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ、グレアカット１５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１００２Ｋ

NNN71003.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束５３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１００３

NNN71004.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束３４５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１００４

NNN71005.DXF

埋込穴φ１００　埋込高８０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束３０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１００５

NNN71010K.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８７、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束５０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、広角タイプ、グレアカット１５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０１０Ｋ

NNN71011K.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８７、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束３３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ、グレアカット１５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０１１Ｋ

NNN71012K.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８７、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ、グレアカット１５度

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０１２Ｋ

NNN71013.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８７、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束５５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０１３

NNN71014.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８７、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束３６０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０１４

NNN71015.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８７、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束３２０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１０１５

NNN72000K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０００Ｋ

NNN72001K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、温白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２００１Ｋ

NNN72002K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２００２Ｋ

NNN72003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１０９

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２００３

NNN72004.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１０９

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２００４

NNN72005.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１０９

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２００５

NNN72010K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０１０Ｋ

NNN72011K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、温白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０１１Ｋ

NNN72012K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０１２Ｋ



NNN72013.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０１３

NNN72014.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０１４

NNN72015.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角８０°

パネル：アクリル（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（９個）

ＬＥＤ１５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７２０１５

NNN72016.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１４１、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束８５０ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、広角タイプ

傾斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０１６

NNN72017.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１４１、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：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１５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

傾斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０１７

NNN72018.DXF

埋込穴φ１２５　埋込高１４１、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束４９０ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

傾斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０１８

NNN72025.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１０１５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０２５

NNN72026.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００
パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束８１０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０２６

NNN72027.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００
パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束７７０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０２７

NNN72028.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００
パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束７３０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０２８

NNN72039.DXF

埋込穴□５５×８９０　埋込高８３、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束８２０ｌｍ、消費電力１６Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７５、グレアカット（片側横方向）３０度

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０３９

NNN72040.DXF

埋込穴□５５×８９０　埋込高８３、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束７３０ｌｍ、消費電力１６Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８２、グレアカット（片側横方向）３０度

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０４０

NNN72041.DXF

埋込穴□５５×８９０　埋込高８３、天井面取付専用

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：鋼板（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）

器具光束６３０ｌｍ、消費電力１６Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ８２、グレアカット（片側横方向）３０度

ウォールウォッシャタイプ

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０４１

NNN72046.DXF

埋込穴□５５×８９０　埋込高８３、天井面取付専用
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（ブラックつや消し仕上）

器具光束７４０ｌｍ、消費電力１６Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７５、拡散タイプ、グレアカット（片側横方向）２５度

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０４６

NNN72047.DXF

埋込穴□５５×８９０　埋込高８３、天井面取付専用
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（ブラックつや消し仕上）

器具光束５８０ｌｍ、消費電力１６Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ８２、拡散タイプ、グレアカット（片側横方向）２５度

ＬＥＤダウンライト　１００形

パナソニック　ＮＮＮ７２０４７

NNN72050.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１０６５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５０

NNN72051.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束８８５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５１

NNN72052.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束８５５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５２

NNN72053.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束７９５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５３

NNN72055.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１０６５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５５

NNN72056.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束８８５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５６

NNN72057.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束８５５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５７

NNN72058.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束７９５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０５８

NNN72080.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束８１５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８０

NNN72081.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束６７５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８１



NNN72082.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束６５５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８２

NNN72083.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束６１０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８３

NNN72085.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２
パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束９２０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８５

NNN72086.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２
パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束７６５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８６

NNN72087.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２
パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束７４０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８７

NNN72088.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２
パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束６９０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＨＴ２４形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０８８

NNN72090.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０９０

NNN72091.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束７８５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０９１

NNN72092.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束７４５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０９２

NNN72093.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束７０５ｌｍ、消費電力１２．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＦＤＬ２７形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２０９３

NNN72511BK.DXF

埋込穴φ７５　埋込高８４、天井面取付専用
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
反射板：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６６５ｌｍ、消費電力１４Ｗ
４０００Ｋ、Ｒａ８０、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５１１ＢＫ

NNN72511WK.DXF

埋込穴φ７５　埋込高８４、天井面取付専用

枠：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

４０００Ｋ、Ｒａ８０、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５１１ＷＫ

NNN72512BK.DXF

埋込穴φ７５　埋込高８４、天井面取付専用
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
反射板：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束６２５ｌｍ、消費電力１４Ｗ
３５００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５１２ＢＫ

NNN72512WK.DXF

埋込穴φ７５　埋込高８４、天井面取付専用

枠：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

３５００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５１２ＷＫ

NNN72513BK.DXF

埋込穴φ７５　埋込高８４、天井面取付専用
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
反射板：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）
器具光束５５０ｌｍ、消費電力１４Ｗ
２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５１３ＢＫ

NNN72513WK.DXF

埋込穴φ７５　埋込高８４、天井面取付専用

枠：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

２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５１３ＷＫ

NNN72523B.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高８４

反射板：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し仕上）

器具光束５５０ｌｍ、消費電力１４Ｗ

電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５２３Ｂ

NNN72523W.DXF

埋込穴Φ７５　埋込高８４

反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

枠：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

電源ユニット別売、３０００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

ＬＥＤダウンライト　１００形　ＪＲ１２Ｖ５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２５２３Ｗ

NNN73000K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０００Ｋ

NNN73001K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、温白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３００１Ｋ

NNN73002K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３００２Ｋ

NNN73003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３００３

NNN73004.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３００４

NNN73005.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３００５

NNN73010K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４５度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０１０Ｋ



NNN73011K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４５度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、温白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０１１Ｋ

NNN73012K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４５度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０１２Ｋ

NNN73013.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角９０°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０１３

NNN73014.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角９０°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０１４

NNN73015.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角９０°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（１４個）

ＬＥＤ２２．７Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７３０１５

NNN73025.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１６２０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０２５

NNN73026.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１３７０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０２６

NNN73027.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１３３５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０２７

NNN73028.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１２２５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０２８

NNN73050.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１５９５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５０

NNN73051.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１４１５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５１

NNN73052.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１３５５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５２

NNN73053.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１３００ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５３

NNN73055.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１６４５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５５

NNN73056.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１４６０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５６

NNN73057.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１３９５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５７

NNN73058.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９４

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１３４０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０５８

NNN73080.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１３００ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８０

NNN73081.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１１５５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８１

NNN73082.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１１０５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８２

NNN73083.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３０、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１０６０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８３

NNN73085.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１４５５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８５

NNN73086.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１２９５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８６

NNN73087.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１２４０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８７

NNN73088.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０２

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１１９０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０８８



NNN73090.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１５７０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０９０

NNN73091.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１３２５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０９１

NNN73092.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１２９５ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０９２

NNN73093.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１２０

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１１９０ｌｍ、消費電力１９．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＦＨＴ３２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３０９３

NNN73511WK.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１３１、天井面取付専用

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１２２０ｌｍ、消費電力２４．３Ｗ

４０００Ｋ、Ｒａ８０、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３５１１ＷＫ

NNN73512WK.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１３１、天井面取付専用

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１１５５ｌｍ、消費電力２４．３Ｗ

３５００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３５１２ＷＫ

NNN73513WK.DXF

埋込穴φ１００　埋込高１３１、天井面取付専用

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１０２０ｌｍ、消費電力２４．３Ｗ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、広角タイプ

電源ユニット別売

ＬＥＤダウンライト　１５０形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３５１３ＷＫ

NNN74000K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０００Ｋ

NNN74001K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、温白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４００１Ｋ

NNN74002K.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高　Ｈ＝１７０

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４００２Ｋ

NNN74003.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４００３

NNN74004.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４００４

NNN74005.DXF

埋込穴Φ１００　埋込高さＨ＝１７０

拡散タイプ

光束維持率７０％推定４００００時間

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４００５

NNN74010K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、昼白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０１０Ｋ

NNN74011K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、温白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０１１Ｋ

NNN74012K.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高　Ｈ＝１０９

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ビーム角４０度、グレアカット１５度
パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミ（銀色仕上）、反射板（上部）：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
枠：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）、電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０１２Ｋ

NNN74013.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角９５°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、昼白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０１３

NNN74014.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角９５°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、温白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０１４

NNN74015.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高さＨ＝１０９

光束維持率７０％推定４００００時間

拡散タイプ、ビーム角９５°

パネル：ガラス（透明つや消し）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２８．１Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７４０１５

NNN74025.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１９７０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０２５

NNN74026.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１６００ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０２６

NNN74027.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１５３０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０２７

NNN74028.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１００

パネル：ガラス（透明つや消し）

枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１４６５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、軒下用（防雨型）

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＨＩＤ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０２８

NNN74050.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束２００５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５０

NNN74051.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１６６５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５１



NNN74052.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１６００ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５２

NNN74053.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１５５５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット１５度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５３

NNN74055.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束２０８０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５５

NNN74056.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１７２５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５６

NNN74057.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１６６０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５７

NNN74058.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高９５

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

反射板：アルミダイカスト（高反射ホワイト仕上）

器具光束１６１５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０５８

NNN74080.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３２、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１６２０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８０

NNN74081.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３２、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１３４５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８１

NNN74082.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３２、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１２９５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８２

NNN74083.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高１３２、取付可能天井傾斜角度１０度～３０度

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１２６０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、斜天井用

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８３

NNN74085.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０３

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１６５０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８５

NNN74086.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０３

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１３７０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８６

NNN74087.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０３

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１３２０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８７

NNN74088.DXF

埋込穴□１５０　埋込高１０３

パネル：プラスチック（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：アルミダイカスト（鏡面調シルバー仕上）

器具光束１２８０ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０８８

NNN74090.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１４９

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１８７５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０９０

NNN74091.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１４９

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１５２５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０９１

NNN74092.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１４９

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１４５５ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
３５００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０９２

NNN74093.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高１４９

パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）

枠：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）

器具光束１４００ｌｍ、消費電力２３．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
２８００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ、グレアカット３０度

集積型ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞

ＬＥＤダウンライト　２００形　ＦＨＴ４２形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４０９３

NNNS71020.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）

器具光束２６０ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ７５、広角タイプ

ひと（熱線）センサ付

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮＳ７１０２０

NNNS71021.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）

器具光束２４０ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ

３５００Ｋ、Ｒａ８２、広角タイプ

ひと（熱線）センサ付

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮＳ７１０２１

NNNS71022.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０、天井面取付専用

パネル：アクリル（透明つや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）

器具光束２０５ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ８２、広角タイプ

ひと（熱線）センサ付

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮＳ７１０２２

XNNC0105.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５０

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１０５

XNNC0106.DXF

グレアカット１５度

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５０

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１０６

XNNC0107.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１１０

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１０７

XNNC0108.DXF

埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１１０

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１０８



XNNC0116.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５４

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１６

XNNC0116W.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５４

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１６Ｗ

XNNC0117.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１１０

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１７

XNNC0117W.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１１０

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１７Ｗ

XNNC0118.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５４

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１８

XNNC0118W.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５４

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１８Ｗ

XNNC0119.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１１０

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１９

XNNC0119W.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１１０

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部クールホワイトつや消し仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１１９Ｗ

XNNC0121.DXF

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝１９９

グレアカット１５度
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
広角形

ＭＴ７０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＮＮＣ０１２１

XNNC0159.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１４９

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット３０度

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１５９

XNNC0160.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１４９

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット３０度

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１６０

XNNC0170.DXF

グレアカット３０度

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１７４

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ３５Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１７０

XNNC0175.DXF

グレアカット３０度

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１７４

天井裏ランプ交換可能型

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ７０Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ０１７５

XNNC1106.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１５４

反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１０６

XNNC1109.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴Φ１２５　埋込高Ｈ＝１０８

反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１０９

XNNC1111.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２０２
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

広角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１１１

XNNC1112.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
広角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１１２

XNNC1113.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２２２
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
グレアカット３０度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

中角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１１３

XNNC1114.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１４５
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
グレアカット３０度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

中角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１１４

XNNC111X.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝２０２

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部クールホワイトつや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

広角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１１１Ｗ

XNNC111Y.DXF

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０５

反射板：アルミ（銀色鏡面仕上・一部クールホワイトつや消し）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し）

グレアカット１５度

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

広角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１１２Ｗ

XNNC1121.DXF

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝２０７
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

広角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１２１

XNNC1122.DXF

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝１０６
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミフォージング（クールホワイトつや消し）
グレアカット１５度
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

広角形

ＭＴ１５０Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１２２

XNNC1138.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５８

反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１３８

XNNC1138W.DXF

天井裏ランプ交換可能型

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１５８

反射板：アルミ（クールホワイトつや消し仕上・一部銀色仕上）

枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１３８Ｗ



XNNC1139.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１０８
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット１５
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１３９

XNNC1139W.DXF

天井裏ランプ交換可能型

埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１０８

反射板：アルミ（クールホワイトつや消し仕上・一部銀色仕上）

枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１３９Ｗ

XNNC1146.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１８４
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット３０
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１４６

XNNC1147.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴Φ１５０　埋込高Ｈ＝１４７
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
グレアカット３０
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１４７

XNNC1148.DXF

天井裏ランプ交換可能型

広角形

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝１７１

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１４８

XNNC1149.DXF

天井裏ランプ交換可能型

広角形

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝１０８

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１４９

XNNC1157.DXF

天井裏ランプ交換可能型

中角形

埋込穴Φ１７５　埋込高Ｈ＝１９１

反射板：アルミ（銀色仕上）

枠：アルミダイカスト（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット３０

ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１５７

XNNC1158.DXF

天井裏ランプ交換可能型
広角形
埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１６９
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

グレアカット１５
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＭＴ１００Ｗ－ＥＵ×１　ダウンライト

パナソニック　ダウンライトＸＮＮＣ１１５８
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