
HNL84114.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝９０　出しろ９０
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１１４

HNL84115.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝９０　出しろ９０
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１１５

HNL84116.DXF

Ｗ＝１１７　Ｈ＝１１７　出しろ１２０
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１１６

HNL84117.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１２０
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１１７

HNL84118.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１１０

グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）

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）

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１１８

HNL84119.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１２９

グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）

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）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１１９

HNL84124.DXF

Ｗ＝９９　Ｈ＝９５　出しろ１００

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）

防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１２４

HNL84125.DXF

Ｗ＝９９　Ｈ＝９５　出しろ１１０

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）

防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１２５

HNL84126.DXF

Ｗ＝１２９　Ｈ＝１２５　出しろ１３０

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）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１２６

HNL84127.DXF

Ｗ＝１２９　Ｈ＝１２５　出しろ１４０

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）

防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１２７

HNL84134.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝９０　出しろ９０

グローブ：ガラス（つや消し仕上）
防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１３４

HNL84135.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝９０　出しろ９０

グローブ：ガラス（つや消し仕上）
防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１３５

HNL84136.DXF

Ｗ＝１１７　Ｈ＝１１７　出しろ１２０
グローブ：ガラス（つや消し仕上）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１３６

HNL84137.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１２０
グローブ：ガラス（つや消し仕上）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１３７

HNL84138.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１１０

グローブ：ガラス（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）

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１３８

HNL84139.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ１２９

グローブ：ガラス（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）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１３９

HNL84155A.DXF

Ｗ＝１５４　Ｈ＝３２０　出しろ８３
セード：ステンレス（ダークブラウンメタリックレザーサテン仕上）

防雨型

キセノン４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１５５Ａ

HNL84155B.DXF

Ｗ＝１５４　Ｈ＝３２０　出しろ８３

セード：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）

防雨型

キセノン４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１５５Ｂ

HNL84156A.DXF

Ｗ＝１５４　Ｈ＝３２０　出しろ８３
セード：ステンレス（ダークブラウンメタリックレザーサテン仕上）

防雨型

キセノン４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１５６Ａ

HNL84156B.DXF

Ｗ＝１５４　Ｈ＝３２０　出しろ８３

セード：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）

防雨型

キセノン４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１５６Ｂ

HNL84157.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝４００　出しろ１００

セード：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）

本体：アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）

防雨型

キセノン４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１５７

HNL84158.DXF

Ｗ＝９０　Ｈ＝４００　出しろ１００

セード：ステンレス（オフブラックレザーサテン仕上）

本体：アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）

防雨型

キセノン４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１５８

HNL84164.DXF

Ｗ＝１２１　Ｈ＝１２１　出しろ１２５
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：木製（ダークブラウン）
防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１６４

HNL84165.DXF

Ｗ＝１２１　Ｈ＝１２１　出しろ１２５
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：木製（ブラウン）
防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１６５

HNL84166.DXF

Ｗ＝１２１　Ｈ＝１２１　出しろ１２５
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：木製（ダークブラウン）
防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１６６



HNL84167.DXF

Ｗ＝１２１　Ｈ＝１２１　出しろ１２５
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
セード：木製（ブラウン）

防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１６７

HNL84168.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ９４
グローブ：ガラス（つや消し仕上）
本体：木製（ダークブラウン）
防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１６８

HNL84169.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ９４
グローブ：ガラス（つや消し仕上）
本体：木製（ブラウン）
防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１６９

HNL84170.DXF

Ｗ＝１５０　Ｈ＝１５０　出しろ９４
グローブ：ガラス（つや消し仕上）
本体：ステンレス（ヘアライン仕上）
防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１７０

HNL84182.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ＝１２０　出しろ１０９

グローブ：ガラス（透明波目模様）

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）

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１８２

HNL84183.DXF

Ｗ＝１２２　Ｈ＝１２２　出しろ１１０

グローブ：ガラス（透明リブ模様）

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）

防湿型・防雨型

ＬＤＳ４０Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１８３

HNL84184.DXF

Ｗ＝１２４　Ｈ＝１２６　出しろ１２０
グローブ：ガラス（つや消し仕上）
セード：ステンレスパンチングメタル

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１８４

HNL84185.DXF

Ｗ＝１０５　Ｈ＝１０５　出しろ９６

グローブ：ガラス（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）

防湿型・防雨型

ＪＤ２５Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＨＮＬ８４１８５

NF11642B.DXF

Φ１１０　Ｈ＝１９９

パネル：アクリル（つや消し）
セード：アクリル（オフブラックつや消し）
反射板：プラスチック（アルミ蒸着仕上）
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ１１６４２Ｂ

NF11642W.DXF

Φ１１０　Ｈ＝１９９
パネル：アクリル（つや消し）
セード：アクリル（クールホワイトつや消し）
反射板：プラスチック（アルミ蒸着仕上）
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ１１６４２Ｗ

NF11643.DXF

Φ１１０　Ｈ＝１９９
パネル：アクリル（つや消し）
セード：アクリル（乳白つや消し）

反射板（乳白）
防雨型

ＥＦＤ１５Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ１１６４３

NF21522B.DXF

パネル：アクリル（乳白）
セード：アルミ（オフブラックつや消し仕上）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ２１５２２Ｂ

NF21522W.DXF

パネル：アクリル（乳白）

セード：アルミ（クールホワイトつや消し仕上）
ボルトフリー（１００－２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＳＣ２０Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦ２１５２２Ｗ

NFM21718.DXF

パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
枠：ステンレス（クールホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（高反射ホワイト）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＳＤ１１・１５・２０Ｗ×１ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ２１７１８

NFM41576.DXF

パネル：アクリル（つや消し）
セード：アルミ（オフブラックつや消し）
枠：アルミ（オフブラックつや消し）

ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦＭ４１５７６Ｂ

NFM415XG.DXF

パネル：アクリル（つや消し）
セード：アルミ（クールホワイト）
枠：アルミ（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）
防雨型

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×１　シーリングライト

パナソニック　ＮＦＭ４１５７６ＷＫ

NFM4270X.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１００
パネル：強化ガラス（透明）
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）
ワットフリー（ＦＨＴ２４Ｗ／３２Ｗ／４２Ｗ）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）
防雨型

ＦＨＴ２４・３２・４２Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＭ４２７０９Ｋ

NFT51709.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１０５

パネル：強化ガラス（透明）
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）
防雨型

ＦＨＴ５７Ｗ×１　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＴ５１７０９

NFT52709.DXF

埋込穴Φ２００　埋込高Ｈ＝１０５

パネル：強化ガラス（透明）
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）
防雨型

ＦＨＴ５７Ｗ×２　ダウンライト

パナソニック　ＮＦＴ５２７０９

NNN20701.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ４０　出しろ１３５

カバー：アクリル（模様入り）

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）

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（３個）

防雨型

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ２０７０１

NNN20703.DXF

Ｗ＝１２０　Ｈ４０　出しろ１３５

カバー：アクリル（模様入り）

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）

光束維持率７０％推定４００００時間

電球色ＬＥＤ（３個）

防雨型

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ２０７０３

NNN71813.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１０７、天井面取付専用

パネル：アクリル（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５０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１８１３

NNN71815.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１０７、天井面取付専用

パネル：アクリル（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２９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯６０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７１８１５

NNN72813.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：アクリル（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９７５ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯１００形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２８１３

NNN72815.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１２９、天井面取付専用

パネル：アクリル（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５５５ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯１００形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７２８１５



NNN73813.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１２９、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：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１３６０ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３８１３

NNN73815.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１２９、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：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束７６５ｌｍ、消費電力２２．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７３８１５

NNN74813.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１２９、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：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束１６８５ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
５０００Ｋ、Ｒａ６６、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯２００形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４８１３

NNN74815.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高１２９、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：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）

器具光束９３５ｌｍ、消費電力２８．１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

２７００Ｋ、Ｒａ９２、拡散タイプ

軒下用（防湿型・防雨型）

ＬＥＤダウンライト　白熱灯２００形器具相当

パナソニック　ＮＮＮ７４８１５
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