
LGB11600Z.DXF

丸型フランジ付
セード：手もみ和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束２０７５ｌｍ、消費電力２３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球３灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１１６００Ｚ

LGB11601Z.DXF

丸型フランジ付
セード：手もみ和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束２７６７ｌｍ、消費電力３１．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球４灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１１６０１Ｚ

LGB11603LE1.DXF

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３１４０ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１６０３ＬＥ１

LGB11605LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
セード：プラスチック（乳白）
枠：プラスチック（白木調仕上）
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束２９００ｌｍ、消費電力３２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１６０５ＬＥ１

LGB11606LE1.DXF

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
セード：プラスチック（乳白シート張り）
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束２７５０ｌｍ、消費電力３２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１６０６ＬＥ１

LGB11607LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（桐）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３０００ｌｍ、消費電力３２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１１６０７ＬＥ１

LGB12601LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３７１０ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０１ＬＥ１

LGB12602LE1.DXF

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
アクリル強化和紙張り、木製
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３６１０ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０２ＬＥ１

LGB12604LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（オイルステン仕上）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３２４０ｌｍ、消費電力４５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０４ＬＥ１

LGB12605LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
セード：プラスチック（乳白）
枠：プラスチック（白木調仕上）
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３４５０ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０５ＬＥ１

LGB12606LE1.DXF

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
セード：プラスチック（乳白シート張り）
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３３００ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０６ＬＥ１

LGB12607LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（桐）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３５５０ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０７ＬＥ１

LGB12608LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（オイルステン仕上）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束３３５０ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１２６０８ＬＥ１

LGB13603LE1.DXF

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束４１８０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１３６０３ＬＥ１

LGB14601LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束４９４０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１４６０１ＬＥ１

LGB14602LE1.DXF

丸型フランジ付、蓄光スイッチつまみ付
アクリル強化和紙張り、木製
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束４７５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１４６０２ＬＥ１

LGB14604LE1.DXF

蓄光スイッチつまみ付、丸型フランジ付
木製（オイルステン仕上）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式、プルスイッチ付
器具光束４３７０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢ１４６０４ＬＥ１

LGB15063Z.DXF

丸型フランジ付
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４２２ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０６３Ｚ

LGB15064Z.DXF

丸型フランジ付
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４０３ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０６４Ｚ

LGB15065Z.DXF

丸型フランジ付
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４２２ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０６５Ｚ

LGB15066Z.DXF

丸型フランジ付
木製（桐）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束３７８ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０６６Ｚ

LGB15067Z.DXF

丸型フランジ付
木製（ダークブラウン）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束３７８ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０６７Ｚ

LGB15068Z.DXF

丸型フランジ付
アクリル強化和紙張り（模様入り）、木製
引掛シーリング方式
器具光束３１０ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０６８Ｚ

LGB15070K.DXF

コードハンガー付、コード収納型フランジ
セード：白磁（すかし磁器）
引掛シーリング方式
器具光束１６９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　２５形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０７０Ｋ

LGB15077K.DXF

コードハンガー付、コード収納型フランジ
セード：白磁（すかし磁器）
引掛シーリング方式
器具光束２７０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０７７Ｋ



LGB15078K.DXF

コードハンガー付、コード収納型フランジ
セード：陶器（外面黒鉄ゆう・内面粉引）
引掛シーリング方式
器具光束２６３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０７８Ｋ

LGB15080Z.DXF

丸型フランジ付
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４１７ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０８０Ｚ

LGB15081Z.DXF

丸型フランジ付
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４２３ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０８１Ｚ

LGB15082Z.DXF

丸型フランジ付
セード：ガラス（乳白）
引掛シーリング方式
器具光束４５１ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５０８２Ｚ

LGB15125B.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
コードハンガー付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束７２５ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５１２５Ｂ

LGB15135B.DXF

埋込穴φ７０
カバー：アクリル（乳白つや消し）
半埋込型フランジ
半埋込吊下型
器具光束７２５ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５１３５Ｂ

LGB15320K.DXF

和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
角型フランジ付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２０Ｋ

LGB15321K.DXF

和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
角型フランジ付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束６００ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２１Ｋ

LGB15322K.DXF

ガラス内セード：（乳白つや消し）、木製（メイプル鏡面仕上）
セード：アクリル（和紙模様入り）
スイッチ付、コードハンガー付、丸型フランジ付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束７１０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２２Ｋ

LGB15323K.DXF

セード：クリーンアクリル（乳白・模様入り）、（布仕上）
コードハンガー付、コード収納型フランジ
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束６８５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２３Ｋ

LGB15324.DXF

角型フランジ付
木製（秋田杉）、和紙（本美濃紙）
引掛シーリング方式
器具光束３６５０ｌｍ、消費電力５７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　１００形電球４灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２４

LGB15325.DXF

角型フランジ付
木製（秋田杉）、和紙（本美濃紙）
引掛シーリング方式
器具光束４２５０ｌｍ、消費電力５７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　１００形電球４灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２５

LGB15326.DXF

フランジ付
和紙（ちぎり和紙）
引掛シーリング方式
器具光束５４００ｌｍ、消費電力５７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　１００形電球４灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２６

LGB15327K.DXF

和紙（ちぎり和紙）
フランジ付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束２７９０ｌｍ、消費電力３０．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球４灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３２７Ｋ

LGB15380.DXF

コードハンガー付、丸型フランジ付、コード収納型フランジ
セード：手もみ和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束１４９０ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１５３８０

LGB16077K.DXF

コードクリップ付
セード：白磁（すかし磁器）
１００Ｖ配線ダクト用
器具光束２７０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１６０７７Ｋ

LGB16078K.DXF

コードクリップ付
セード：陶器（外面黒鉄ゆう・内面粉引）
１００Ｖ配線ダクト用
器具光束２６３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１６０７８Ｋ

LGB19225B.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
コードハンガー付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束１３６０ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球２灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９２２５Ｂ

LGB19235B.DXF

埋込穴φ７０
カバー：アクリル（乳白つや消し）
半埋込型フランジ
半埋込吊下型
器具光束１３６０ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球２灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９２３５Ｂ

LGB19280.DXF

コードハンガー付、丸型フランジ付
セード：手もみ和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束２９６５ｌｍ、消費電力２８．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤペンダント　１００形電球２灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９２８０

LGB19306K.DXF

セード：和紙
器具光束１４４０ｌｍ、消費電力２１．６Ｗ、電圧１００Ｖ
ＬＥＤ内蔵：電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
ＬＥＤ電球：電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球２灯器具相当・１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９３０６Ｋ

LGB19325B.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
コードハンガー付
直付吊下型、引掛シーリング方式
器具光束１９９５ｌｍ、消費電力２３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球３灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９３２５Ｂ

LGB19335B.DXF

埋込穴φ７０
カバー：アクリル（乳白つや消し）
半埋込型フランジ
半埋込吊下型
器具光束１９９５ｌｍ、消費電力２３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤペンダント　６０形電球３灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９３３５Ｂ

LGB19625B.DXF

カバー：アクリル（乳白つや消し）
直付タイプ
器具光束４１００ｌｍ、消費電力４６．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシャンデリア　６０形電球６灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ１９６２５Ｂ

LGB53000LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
美ルック、拡散タイプ、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束１４４５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤシーリングライト　２０形丸形スリム蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３０００ＬＥ１



LGB53004LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
天井直付型、美ルック、拡散タイプ、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束１５００ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤシーリングライト　２０形丸形スリム蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３００４ＬＥ１

LGB53005LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
美ルック、拡散タイプ、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束１４００ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤシーリングライト　２０形丸形スリム蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３００５ＬＥ１

LGB53009LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
ソフトターン方式、カチットＦ
天井直付型、美ルック、拡散タイプ
器具光束１４５０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤシーリングライト　２０形丸形スリム蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３００９ＬＥ１

LGB53010LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）

木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
拡散タイプ、ソフトターン方式、カチットＦ

器具光束２０４０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト　４０形ツインパルックプレミア蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３０１０ＬＥ１

LGB53011LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）

木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
拡散タイプ、天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ

器具光束１６８５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト　４０形ツインパルックプレミア蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３０１１ＬＥ１

LGB53015LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）

木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
拡散タイプ、天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ

器具光束１９８５ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト　４０形ツインパルックプレミア蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３０１５ＬＥ１

LGB53016LE1.DXF

下面パネル：アクリル（乳白つや消し）

木製：（白木）、側面アクリル（強化和紙張り）
拡散タイプ、ソフトターン方式、カチットＦ

器具光束１６４０ｌｍ、消費電力２２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト　４０形ツインパルックプレミア蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５３０１６ＬＥ１

LGB57461K.DXF

カバー：（和紙調不織布張り）
天井直付型、Ｕ－ライト方式、引掛方式
器具光束２６５１ｌｍ、消費電力３０．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　６０形電球４灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５７４６１Ｋ

LGB58063Z.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束４０３ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０６３Ｚ

LGB58064Z.DXF

アクリル強化和紙張り
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束４０７ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０６４Ｚ

LGB58065Z.DXF

木製（白木）
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束４０７ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０６５Ｚ

LGB58066Z.DXF

木製（桐）
アクリル強化和紙張り、木製（桐）
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束３５９ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０６６Ｚ

LGB58067Z.DXF

木製（ダークブラウン仕上）
アクリル強化和紙張り、木製（ダークブラウン仕上）
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束３５９ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０６７Ｚ

LGB58077K.DXF

セード：白磁（すかし磁器）
天井直付型
器具光束２５６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンシーリング　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０７７Ｋ

LGB58078K.DXF

セード：陶器（外面黒鉄ゆう・内面粉引）
天井直付型
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンシーリング　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０７８Ｋ

LGB58079K.DXF

セード：陶器（外面粉引・内面粉引）
天井直付型
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンシーリング　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０７９Ｋ

LGB58080Z.DXF

アクリル強化和紙張り、木製（白木）
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束４１７ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０８０Ｚ

LGB58081Z.DXF

アクリル強化和紙張り、木製（白木）
天井直付型、シーリングユニ方式
器具光束４０３ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０８１Ｚ

LGB58082Z.DXF

セード：ガラス（乳白）
天井直付型、カチットユニ
器具光束４５１ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤ小型シーリングライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０８２Ｚ

LGB58083K.DXF

カバー：（和紙調不織布張り）
天井直付型
器具光束６５４ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ５８０８３Ｋ

LGB73150KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３１５０ＫＬＥ１

LGB73151KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３７０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３１５１ＫＬＥ１

LGB73152KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３１５２ＫＬＥ１

LGB73250KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３２５０ＫＬＥ１

LGB73251KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３２５１ＫＬＥ１



LGB73252KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３２５２ＫＬＥ１

LGB73310LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３９５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１０ＬＢ１

LGB73310LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３９５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１０ＬＥ１

LGB73311LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８１ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１１ＬＢ１

LGB73311LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１１ＬＥ１

LGB73312LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１２ＬＢ１

LGB73312LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１２ＬＥ１

LGB73325LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２５ＬＢ１

LGB73325LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２５ＬＥ１

LGB73326LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２４ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２６ＬＢ１

LGB73326LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２６ＬＥ１

LGB73327LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３９０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２７ＬＢ１

LGB73327LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３９０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２７ＬＥ１

LGB73330LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４９１ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３３０ＬＢ１

LGB73330LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４９１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３３０ＬＥ１

LGB73331LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４７３ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３３１ＬＢ１

LGB73331LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４７３ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３３１ＬＥ１

LGB73332LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４３５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３３２ＬＢ１

LGB73332LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４３５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３３２ＬＥ１

LGB73375LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７５ＬＢ１

LGB73375LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７５ＬＥ１

LGB73376LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３４０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７６ＬＢ１

LGB73376LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３４０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７６ＬＥ１

LGB73377LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３１５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７７ＬＢ１

LGB73377LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３１５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７７ＬＥ１



LGB73385LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８５ＬＢ１

LGB73385LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８５ＬＥ１

LGB73386LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３４０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８６ＬＢ１

LGB73386LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３４０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８６ＬＥ１

LGB73387LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３１５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８７ＬＢ１

LGB73387LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３１５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８７ＬＥ１

LGB73410LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４１０ＬＢ１

LGB73410LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４１０ＬＥ１

LGB73411LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０６ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４１１ＬＢ１

LGB73411LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０６ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４１１ＬＥ１

LGB73412LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４１２ＬＢ１

LGB73412LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミ（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４１２ＬＥ１

LGB73425LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５３０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４２５ＬＢ１

LGB73425LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５３０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４２５ＬＥ１

LGB73426LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５１１ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４２６ＬＢ１

LGB73426LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５１１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４２６ＬＥ１

LGB73427LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４７０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４２７ＬＢ１

LGB73427LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４７０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４２７ＬＥ１

LGB73430LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５４７ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４３０ＬＢ１

LGB73430LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５４７ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４３０ＬＥ１

LGB73431LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２８ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４３１ＬＢ１

LGB73431LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２８ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４３１ＬＥ１

LGB73432LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４３２ＬＢ１

LGB73432LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４３２ＬＥ１

LGB73475LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４３４ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４７５ＬＢ１



LGB73475LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４３４ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４７５ＬＥ１

LGB73476LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１９ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４７６ＬＢ１

LGB73476LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１９ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４７６ＬＥ１

LGB73477LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４７７ＬＢ１

LGB73477LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４７７ＬＥ１

LGB73485LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４３４ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４８５ＬＢ１

LGB73485LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４３４ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４８５ＬＥ１

LGB73486LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１９ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４８６ＬＢ１

LGB73486LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１９ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４８６ＬＥ１

LGB73487LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４８７ＬＢ１

LGB73487LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３４８７ＬＥ１

LGB73510LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３３５ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５１０ＬＢ１

LGB73510LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３３５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５１０ＬＥ１

LGB73511LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３２５ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５１１ＬＢ１

LGB73511LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３２５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５１１ＬＥ１

LGB73512LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３０５ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５１２ＬＢ１

LGB73512LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３０５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５１２ＬＥ１

LGB73610LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３４０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３６１０ＬＢ１

LGB73610LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３６１０ＬＥ１

LGB73611LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３３０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３６１１ＬＢ１

LGB73611LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３６１１ＬＥ１

LGB73612LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３１０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３６１２ＬＢ１

LGB73612LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３１０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３６１２ＬＥ１

LGB74150KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４１５０ＫＬＥ１

LGB74151KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４１５１ＫＬＥ１



LGB74152KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４１５２ＫＬＥ１

LGB74250KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４２５０ＫＬＥ１

LGB74251KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６３５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４２５１ＫＬＥ１

LGB74252KLE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５９５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４２５２ＫＬＥ１

LGB74310LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６７６ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１０ＬＢ１

LGB74310LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６７６ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１０ＬＥ１

LGB74311LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６５３ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１１ＬＢ１

LGB74311LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６５３ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１１ＬＥ１

LGB74312LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６００ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１２ＬＢ１

LGB74312LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６００ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１２ＬＥ１

LGB74325LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４４ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２５ＬＢ１

LGB74325LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４４ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２５ＬＥ１

LGB74326LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１９ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２６ＬＢ１

LGB74326LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１９ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２６ＬＥ１

LGB74327LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２７ＬＢ１

LGB74327LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２７ＬＥ１

LGB74330LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８４５ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３３０ＬＢ１

LGB74330LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８４５ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３３０ＬＥ１

LGB74331LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８１７ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３３１ＬＢ１

LGB74331LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８１７ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３３１ＬＥ１

LGB74332LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３３２ＬＢ１

LGB74332LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７５０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３３２ＬＥ１

LGB74375LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７５ＬＢ１

LGB74375LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５９５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７５ＬＥ１

LGB74376LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５７５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７６ＬＢ１



LGB74376LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５７５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７６ＬＥ１

LGB74377LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７７ＬＢ１

LGB74377LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７７ＬＥ１

LGB74385LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８５ＬＢ１

LGB74385LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５９５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８５ＬＥ１

LGB74386LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５７５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８６ＬＢ１

LGB74386LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５７５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８６ＬＥ１

LGB74387LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８７ＬＢ１

LGB74387LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８７ＬＥ１

LGB74410LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８５６ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１０ＬＢ１

LGB74410LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８５６ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１０ＬＥ１

LGB74411LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８２７ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１１ＬＢ１

LGB74411LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８２７ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１１ＬＥ１

LGB74412LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７６０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１２ＬＢ１

LGB74412LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７６０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１２ＬＥ１

LGB74425LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６８ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２５ＬＢ１

LGB74425LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６８ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２５ＬＥ１

LGB74426LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８３８ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２６ＬＢ１

LGB74426LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８３８ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２６ＬＥ１

LGB74427LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７７０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２７ＬＢ１

LGB74427LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７７０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２７ＬＥ１

LGB74430LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８９０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４３０ＬＢ１

LGB74430LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８９０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４３０ＬＥ１

LGB74431LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４３１ＬＢ１

LGB74431LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４３１ＬＥ１



LGB74432LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７９０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４３２ＬＢ１

LGB74432LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：木製（白木）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７９０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４３２ＬＥ１

LGB74475LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７５ＬＢ１

LGB74475LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７５ＬＥ１

LGB74476LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７６ＬＢ１

LGB74476LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８６ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７６ＬＥ１

LGB74477LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６３０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７７ＬＢ１

LGB74477LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６３０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７７ＬＥ１

LGB74485LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８５ＬＢ１

LGB74485LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８５ＬＥ１

LGB74486LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８６ＬＢ１

LGB74486LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８６ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８６ＬＥ１

LGB74487LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６３０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８７ＬＢ１

LGB74487LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６３０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８７ＬＥ１

LGB74510LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５４０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５１０ＬＢ１

LGB74510LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５４０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５１０ＬＥ１

LGB74511LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５２５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５１１ＬＢ１

LGB74511LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５２５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５１１ＬＥ１

LGB74512LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４９０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５１２ＬＢ１

LGB74512LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５１２ＬＥ１

LGB74610LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５５０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６１０ＬＢ１

LGB74610LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６１０ＬＥ１

LGB74611LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５３５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６１１ＬＢ１

LGB74611LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５３５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６１１ＬＥ１

LGB74612LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５０５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６１２ＬＢ１



LGB74612LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６１２ＬＥ１

LGB75305LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３０５ＬＢ１

LGB75305LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３０５ＬＥ１

LGB75306LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３７０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３０６ＬＢ１

LGB75306LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３７０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３０６ＬＥ１

LGB75307LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３０７ＬＢ１

LGB75307LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３０７ＬＥ１

LGB75335LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３５ＬＢ１

LGB75335LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３５ＬＥ１

LGB75336LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３６ＬＢ１

LGB75336LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３６ＬＥ１

LGB75337LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３７ＬＢ１

LGB75337LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３７ＬＥ１

LGB75345LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４５ＬＢ１

LGB75345LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４５ＬＥ１

LGB75346LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４６ＬＢ１

LGB75346LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４６ＬＥ１

LGB75347LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３７０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４７ＬＢ１

LGB75347LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３７０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４７ＬＥ１

LGB75360LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６０ＬＢ１

LGB75360LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６０ＬＥ１

LGB75361LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６１ＬＢ１

LGB75361LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６１ＬＥ１

LGB75362LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６２ＬＢ１

LGB75362LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６２ＬＥ１



LGB75365LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６５ＬＢ１

LGB75365LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６５ＬＥ１

LGB75366LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６６ＬＢ１

LGB75366LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６６ＬＥ１

LGB75367LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６７ＬＢ１

LGB75367LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３６７ＬＥ１

LGB75375LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３５０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７５ＬＢ１

LGB75375LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７５ＬＥ１

LGB75376LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７６ＬＢ１

LGB75376LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７６ＬＥ１

LGB75377LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３２０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７７ＬＢ１

LGB75377LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３２０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７７ＬＥ１

LGB75405LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４０５ＬＢ１

LGB75405LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４０５ＬＥ１

LGB75406LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４０６ＬＢ１

LGB75406LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４０６ＬＥ１

LGB75407LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４０７ＬＢ１

LGB75407LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４０７ＬＥ１

LGB75435LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４３５ＬＢ１

LGB75435LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４３５ＬＥ１

LGB75436LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４３６ＬＢ１

LGB75436LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４３６ＬＥ１

LGB75437LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４３７ＬＢ１

LGB75437LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束３５５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４３７ＬＥ１

LGB75460LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４６０ＬＢ１



LGB75460LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４６０ＬＥ１

LGB75461LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４６１ＬＢ１

LGB75461LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４６１ＬＥ１

LGB75462LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４６２ＬＢ１

LGB75462LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４６２ＬＥ１

LGB75475LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束３６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７５ＬＢ１

LGB75475LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束３６０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７５ＬＥ１

LGB75476LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束３５０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７６ＬＢ１

LGB75476LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束３５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７６ＬＥ１

LGB75477LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束３３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７７ＬＢ１

LGB75477LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度

枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束３３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７７ＬＥ１

LGB76305LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６３０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３０５ＬＢ１

LGB76305LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３０５ＬＥ１

LGB76306LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３０６ＬＢ１

LGB76306LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３０６ＬＥ１

LGB76307LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３０７ＬＢ１

LGB76307LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３０７ＬＥ１

LGB76335LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３５ＬＢ１

LGB76335LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３５ＬＥ１

LGB76336LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６３０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３６ＬＢ１

LGB76336LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３６ＬＥ１

LGB76337LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５９０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３７ＬＢ１

LGB76337LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３７ＬＥ１

LGB76345LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４５ＬＢ１

LGB76345LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６７０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４５ＬＥ１



LGB76346LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６５５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４６ＬＢ１

LGB76346LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６５５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４６ＬＥ１

LGB76347LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６１５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４７ＬＢ１

LGB76347LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６１５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４７ＬＥ１

LGB76360LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６０ＬＢ１

LGB76360LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６０ＬＥ１

LGB76361LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６１ＬＢ１

LGB76361LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６１ＬＥ１

LGB76362LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６８５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６２ＬＢ１

LGB76362LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６８５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６２ＬＥ１

LGB76365LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６５ＬＢ１

LGB76365LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６５ＬＥ１

LGB76366LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６６ＬＢ１

LGB76366LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６６ＬＥ１

LGB76367LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６９０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６７ＬＢ１

LGB76367LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３６７ＬＥ１

LGB76375LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５９５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７５ＬＢ１

LGB76375LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５９５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７５ＬＥ１

LGB76376LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７６ＬＢ１

LGB76376LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７６ＬＥ１

LGB76377LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５４５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７７ＬＢ１

LGB76377LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５４５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７７ＬＥ１

LGB76405LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４０５ＬＢ１

LGB76405LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４０５ＬＥ１

LGB76406LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６３５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４０６ＬＢ１



LGB76406LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６３５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４０６ＬＥ１

LGB76407LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５９５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４０７ＬＢ１

LGB76407LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束５９５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４０７ＬＥ１

LGB76435LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６６５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３５ＬＢ１

LGB76435LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６６５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３５ＬＥ１

LGB76436LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３６ＬＢ１

LGB76436LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３６ＬＥ１

LGB76437LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６０５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３７ＬＢ１

LGB76437LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３７ＬＥ１

LGB76460LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４６０ＬＢ１

LGB76460LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４６０ＬＥ１

LGB76461LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７３５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４６１ＬＢ１

LGB76461LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７３５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４６１ＬＥ１

LGB76462LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６９０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４６２ＬＢ１

LGB76462LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：木製（白木）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４６２ＬＥ１

LGB76475LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束６１５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７５ＬＢ１

LGB76475LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束６１５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７５ＬＥ１

LGB76476LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束６００ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７６ＬＢ１

LGB76476LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束６００ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７６ＬＥ１

LGB76477LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束５６０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７７ＬＢ１

LGB76477LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束５６０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７７ＬＥ１

LGB81650K.DXF

Ｗ＝２１０　Ｈ＝１００　出しろ１１０
カバー：和紙調不織布張り
壁直付型、簡単引掛バネ方式
器具光束６２４ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６５０Ｋ

LGB81651K.DXF

Ｗ＝２６１　Ｈ＝１００　出しろ１１０
カバー：和紙調不織布張り
壁直付型、簡単引掛バネ方式
器具光束６１９ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６５１Ｋ

LGB81679K.DXF

Ｗ＝４０８　Ｈ＝４０８　出しろ１６０
和紙（ちぎり和紙）
壁直付型
器具光束３７０ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６７９Ｋ

LGB81680K.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２４０　出しろ１１８
和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
壁直付型、上面一部開放型
器具光束２００ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６８０Ｋ



LGB81681K.DXF

Ｗ＝２８０　Ｈ＝１３０　出しろ１３２
和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
壁直付型、上面一部開放型
器具光束２３０ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６８１Ｋ

LGB81682K.DXF

Ｗ＝１７０　Ｈ＝２４０　出しろ１１８
和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
壁直付型、上面一部開放型
器具光束２４０ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６８２Ｋ

LGB81683K.DXF

Ｗ＝２８０　Ｈ＝１３０　出しろ１３２
和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
壁直付型、上面一部開放型
器具光束２４０ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１６８３Ｋ

LGB81781LE1.DXF

Ｗ＝１２６０　Ｈ＝１００　出しろ９３
カバー：和紙
壁直付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ
器具光束２０３０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤブラケット　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１７８１ＬＥ１

LGB81782LE1.DXF

Ｗ＝１２６０　Ｈ＝１００　出しろ９３
カバー：和紙
壁直付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ
器具光束１８９０ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤブラケット　３２形Ｈｆ蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１７８２ＬＥ１

LGB81784LE1.DXF

Ｗ＝１２６０　Ｈ＝１００　出しろ９３
カバー：和紙
壁直付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ
器具光束４０７５ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤブラケット　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１７８４ＬＥ１

LGB81785LE1.DXF

Ｗ＝１２６０　Ｈ＝１００　出しろ９３
カバー：和紙
壁直付型、ツマミネジ方式、拡散タイプ
器具光束３７８０ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤブラケット　３２形Ｈｆ蛍光灯２灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１７８５ＬＥ１

LGB87048K.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ１３０
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
ツマミネジ方式
器具光束２４１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８７０４８Ｋ

LGB87049K.DXF

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ１３０
木製（ダークブラウン）
アクリル強化和紙張り
ツマミネジ方式
器具光束２４１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８７０４９Ｋ

LGB87071Z.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝２５０　出しろ１１８
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
壁直付型、ツマミネジ方式
器具光束２６２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８７０７１Ｚ

LGB87073Z.DXF

Ｗ＝１４５　Ｈ＝２５０　出しろ１１８
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
壁直付型、ツマミネジ方式
器具光束２６２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８７０７３Ｚ

LGB87074Z.DXF

Ｗ＝１６０　Ｈ＝２４６　出しろ１１８
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
壁直付型、ツマミネジ方式
器具光束２８６ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８７０７４Ｚ

LGB87075Z.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝２４４　出しろ１４１
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
壁直付型、ツマミネジ方式
器具光束２５４ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤブラケット　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８７０７５Ｚ

LGBZ0528.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束３２００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０５２８

LGBZ0800.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し）、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３０１０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０８００

LGBZ0803.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
木製（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束２９００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０８０３

LGBZ0804.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
カバー：アクリル（乳白つや消し）、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束２９５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０８０４

LGBZ0805.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束３１００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０８０５

LGBZ0806.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束２９００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０８０６

LGBZ1528.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束３８００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１５２８

LGBZ1770.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３５５０ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７７０

LGBZ1773.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３４５０ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７７３

LGBZ1774.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３３００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７７４

LGBZ1779.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３４５０ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７７９

LGBZ1780.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、プッシュプル方式、カチットＦ
器具光束４０００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７８０



LGBZ1781.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３６００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７８１

LGBZ1782.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（墨色仕上）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３６００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７８２

LGBZ1784.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３４５０ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１７８４

LGBZ1800.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し）、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３４８０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１８００

LGBZ1803.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
木製（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３３００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１８０３

LGBZ1804.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
カバー：アクリル（乳白つや消し）、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３３５０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１８０４

LGBZ1805.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束３６５０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１８０５

LGBZ1806.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３３００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ１８０６

LGBZ2528.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束４４００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２５２８

LGBZ2770.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４０００ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７７０

LGBZ2773.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９００ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７７３

LGBZ2774.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４０００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７７４

LGBZ2779.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９００ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７７９

LGBZ2780.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、プッシュプル方式、カチットＦ
器具光束４５５０ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７８０

LGBZ2781.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４１００ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７８１

LGBZ2782.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（墨色仕上）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４０００ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７８２

LGBZ2784.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９００ｌｍ、消費電力４６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２７８４

LGBZ2800.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し）、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９８０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２８００

LGBZ2803.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
木製（ダークブラウン仕上）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２８０３

LGBZ2804.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
カバー：アクリル（乳白つや消し）、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９５０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２８０４

LGBZ2805.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束４２００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２８０５

LGBZ2806.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束３９００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ２８０６

LGBZ3528.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ
器具光束５２００ｌｍ、消費電力４１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３５２８

LGBZ3770.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４８００ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７７０

LGBZ3773.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４６５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７７３



LGBZ3774.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
アクリル強化和紙張り
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４５５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７７４

LGBZ3779.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
アクリル強化和紙張り、木製（白木）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４７００ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７７９

LGBZ3780.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光、カバーキャッチ付
カバー：アクリル（乳白つや消し・模様入り）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、プッシュプル方式、カチットＦ
器具光束４９００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７８０

LGBZ3781.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
木製（白木）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４９００ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７８１

LGBZ3784.DXF

リモコンで〈１００％～５％〉調光
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
竿縁天井取付アダプタ対応
天井直付型、回転金具方式、カチットＦ
器具光束４６５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ３７８４

LGBZ6200.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
引掛シーリング方式
器具光束３３００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ６２００

LGBZ6201.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
引掛シーリング方式
器具光束３３００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ６２０１

LGBZ7200.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
引掛シーリング方式
器具光束３７５０ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ７２００

LGBZ7201.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
引掛シーリング方式
器具光束３７００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ７２０１

LGBZ7205.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
木製（秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束３５５０ｌｍ、消費電力５９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ７２０５

LGBZ7206.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束３８５０ｌｍ、消費電力５９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ７２０６

LGBZ7207.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４０００ｌｍ、消費電力５９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ７２０７

LGBZ8200.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
引掛シーリング方式
器具光束４３００ｌｍ、消費電力５９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ８２００

LGBZ8201.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
側面アクリル強化和紙張り、木製（白木）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
引掛シーリング方式
器具光束４２５０ｌｍ、消費電力５９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ８２０１

LGBZ8205.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
木製（秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４２００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ８２０５

LGBZ8206.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４５００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ８２０６

LGBZ8207.DXF

丸型フランジ付、調光可能〈約１００％～５％〉
木製（秋田杉・うづくり仕上）
下面パネル：アクリル（乳白つや消し）
側面アクリル強化和紙張り
引掛シーリング方式
器具光束４６００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６５００Ｋ）、Ｒａ８５／電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５

ＬＥＤペンダント

パナソニック　ＬＧＢＺ８２０７

SF260K.DXF

ローリングキャップ付
コード２ｍ付
和紙（ちぎり和紙）
フットスイッチ付
器具光束６４０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤスタンド　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ２６０Ｋ

SF260K_SS276.DXF

ローリングキャップ付
コード２ｍ付
和紙（ちぎり和紙）
フットスイッチ付
器具光束５９５ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤスタンド　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ２６０Ｋ＋ＳＳ２７６

SF262K.DXF

和紙（本美濃紙）、木製（秋田杉）
コード２ｍ付、中間スイッチ付
据置型、中間スイッチ付
器具光束３００ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤスタンド　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ２６２Ｋ

SF996Z.DXF

コード２ｍ付、ローリングキャップ付
カバー：アクリル（乳白）、木製（白木）
中間スイッチ付
器具光束２８３ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤスタンド　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ９９６Ｚ

SF997K.DXF

コード２ｍ付、ローリングキャップ付
和紙張り、木製（白木）
中間スイッチ付
器具光束２６４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスタンド　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ９９７Ｋ

SF998K.DXF

コード２ｍ付、ローリングキャップ付
セード：和紙張り（美濃和紙・雲母摺り仕上）
中間スイッチ付
器具光束３１４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスタンド　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ９９８Ｋ

SF999K.DXF

コード２ｍ付、ローリングキャップ付
木製（ダークブラウン）
アクリル強化和紙張り
中間スイッチ付
器具光束９５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスタンド　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＳＦ９９９Ｋ


