
NK23060.DXF

＋
ＰｉＰｉｔ　セパレートセルコン（直付）用取付金具

パナソニック　ＮＫ２３０６０

NK23062.DXF

＋
ＰｉＰｉｔ　セパレートセルコン（直付）用防球ガード

パナソニック　ＮＫ２３０６２

NNY20005LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２０００５ＬＦ９

NNY20006LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２０００６ＬＦ９

NNY20015LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００１５ＬＦ９

NNY20016LF9.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００１６ＬＦ９

NNY20020LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１９４Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２７５００ｌｍ、消費電力２１０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２５００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２０ＬＦ２

NNY20021LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力１９４Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２７９００ｌｍ、消費電力２１０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け２５００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２１ＬＦ２

NNY20025LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４２４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２５ＬＦ２

NNY20026LF2.DXF

保護等級ＩＰ６５
防雨型・防塵型
初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４３４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　軒下・粉塵工場向け４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００２６ＬＦ２

NNY20085LF9.DXF

防雨型・防塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２００８５ＬＦ９

NNY20086LF9.DXF

防雨型・防塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２００８６ＬＦ９

NNY20090LF9.DXF

防雨型・防塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００９０ＬＦ９

NNY20091LF9.DXF

防雨型・防塵型、重耐塩害仕様、保護等級ＩＰ６５
初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井用照明器具　塩害環境向け２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２００９１ＬＦ９

NNY20500LR9.DXF

電源内蔵型（２．８ｋｇ）
落下防止ワイヤー付、約５～１００％連続調光
周囲温度：－２０℃～４０℃（一時５０℃）
直付型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１１０００ｌｍ、消費電力６４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５００ＬＲ９

NNY20500LR9_NNY28604.DXF

落下防止ワイヤー付
約５～１００％連続調光

拡散パネル本体：鋼板（ホワイト）、拡散パネル：アクリル（透明）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート（透明）、灯具アーム：亜鉛鋼板

直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
灯具：２．８ｋｇ、拡散パネル：０．８ｋｇ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力６４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　水銀灯３００形相当＋拡散パネル

パナソニック　ＮＮＹ２０５００ＬＲ９＋ＮＮＹ２８６０４

NNY20501LR9.DXF

電源内蔵型（２．８ｋｇ）
落下防止ワイヤー付、約５～１００％連続調光
周囲温度：－２０℃～４０℃（一時５０℃）
直付型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１６０００ｌｍ、消費電力９１．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５０１ＬＲ９

NNY20501LR9_NNY28604.DXF

落下防止ワイヤー付
約５～１００％連続調光

拡散パネル本体：鋼板（ホワイト）、拡散パネル：アクリル（透明）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート（透明）、灯具アーム：亜鉛鋼板

直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
灯具：２．８ｋｇ、拡散パネル：０．８ｋｇ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９１．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　水銀灯４００形相当＋拡散パネル

パナソニック　ＮＮＹ２０５０１ＬＲ９＋ＮＮＹ２８６０４

NNY20502LR9.DXF

電源内蔵型（３．２ｋｇ）
落下防止ワイヤー付、約５～１００％連続調光
周囲温度：－２０℃～４０℃（一時５０℃）
直付型、拡散タイプ
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）、アーム：亜鉛鋼板
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束２１２５０ｌｍ、消費電力１２１．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　マルチハロゲン灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５０２ＬＲ９

NNY20502LR9_NNY28614.DXF

落下防止ワイヤー付
約５～１００％連続調光

拡散パネル本体：鋼板（ホワイト）、拡散パネル：アクリル（透明）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート（透明）、灯具アーム：亜鉛鋼板

直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
灯具：３．２ｋｇ、拡散パネル：０．８ｋｇ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２１．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　マルチハロゲン灯４００形相当＋拡散パネル

パナソニック　ＮＮＹ２０５０２ＬＲ９＋ＮＮＹ２８６１４

NNY20503LR2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（３．６ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
器具光束３１５００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形拡散

パナソニック　ＮＮＹ２０５０３ＬＲ２

NNY20503LR2_NNY28614.DXF

落下防止ワイヤー付
約５～１００％連続調光

拡散パネル本体：鋼板（ホワイト）、拡散パネル：アクリル（透明）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート（透明）、灯具アーム：亜鉛鋼板

直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
灯具：３．６ｋｇ、拡散パネル：０．８ｋｇ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　水銀灯７００形相当＋拡散パネル

パナソニック　ＮＮＹ２０５０３ＬＲ２＋ＮＮＹ２８６１４

NNY20504LR2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（７．２ｋｇ）
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
器具光束４２０００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形拡散

パナソニック　ＮＮＹ２０５０４ＬＲ２

NNY20504LR2_NNY28654.DXF

落下防止ワイヤー付
約５～１００％連続調光

拡散パネル本体：鋼板（ホワイト）、拡散パネル：アクリル（透明）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート（透明）、灯具アーム：亜鉛鋼板

直付型、拡散、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
灯具：７．２ｋｇ、拡散パネル：１．２ｋｇ

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具　水銀灯１０００形相当＋拡散パネル

パナソニック　ＮＮＹ２０５０４ＬＲ２＋ＮＮＹ２８６５４

NNY20510.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
広角（ビーム角１１０度）
本体：アルミ（シルバーメタリック）
器具光束１１０００ｌｍ、消費電力８７Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
専用電源ユニット別売
直付型

ＤＢシリーズ　ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯３００型器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５１０



NNY20511.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
広角（ビーム角１１０度）
本体：アルミ（シルバーメタリック）
器具光束１６０００ｌｍ、消費電力１２９Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
専用電源ユニット別売
直付型

ＤＢシリーズ　ＬＥＤ高天井用照明器具　水銀灯４００型器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５１１

NNY20512.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
広角（ビーム角１１０度）
本体：アルミ（シルバーメタリック）

器具光束２１０００ｌｍ、消費電力１６９Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

専用電源ユニット別売
直付型

ＤＢシリーズ　ＬＥＤ高天井用照明器具　マルチハロゲン灯４００型器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０５１２

NNY20520LZ9.DXF

中角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５２００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具１３００形（メタハラ２５０形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５２０ＬＺ９

NNY20520LZ9_NNY28441.DXF

中角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具１３００形（メタハラ２５０形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５２０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８４４１

NNY20521LZ9.DXF

広角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５６００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具１３００形（メタハラ２５０形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５２１ＬＺ９

NNY20521LZ9_NNY28441.DXF

広角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具１３００形（メタハラ２５０形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５２１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８４４１

NNY20540LZ9.DXF

中角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束２３０００ｌｍ、消費電力１８４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具２０００形（メタハラ４００形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５４０ＬＺ９

NNY20540LZ9_NNY28441.DXF

中角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
消費電力１８４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具２０００形（メタハラ４００形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５４０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８４４１

NNY20540LZ9_YK06414Z.DXF

中角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
消費電力１８４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具２０００形（メタハラ４００形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５４０ＬＺ９＋ＹＫ０６４１４Ｚ

NNY20541LZ9.DXF

広角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束２３６００ｌｍ、消費電力１８４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具２０００形（メタハラ４００形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５４１ＬＺ９

NNY20541LZ9_NNY28441.DXF

広角
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
消費電力１８４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
調光可能（約１０～８５％）

ＬＥＤ高天井器具２０００形（メタハラ４００形相当）直付型

パナソニック　ＮＮＹ２０５４１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８４４１

NNY20710LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．４ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束１６１００ｌｍ、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７１０ＬＺ９

NNY20710LZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20710LZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20710LZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20710LZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20710LZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20711LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．４ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束１６１００ｌｍ、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７１１ＬＺ９

NNY20711LZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20711LZ9_NNY28605_NNY2861

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20711LZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20711LZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20711LZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力８７Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．４ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９４．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７１１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20720LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．６ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２１０００ｌｍ、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７２０ＬＺ９

NNY20720LZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５



NNY20720LZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20720LZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20720LZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20720LZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２０ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20721LZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．６ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２１０００ｌｍ、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７２１ＬＺ９

NNY20721LZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20721LZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20721LZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20721LZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20721LZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１６Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７２１ＬＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20730LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．６ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２５０００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７３０ＬＺ２

NNY20730LZ2_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20730LZ2_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20730LZ2_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20730LZ2_NNY28606_NNY2861

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20730LZ2_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20731LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．６ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２５０００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７３１ＬＺ２

NNY20731LZ2_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20731LZ2_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20731LZ2_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20731LZ2_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20731LZ2_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１３４Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．６ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20735LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（８．８ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束３２０００ｌｍ、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７３５ＬＺ２

NNY20735LZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３５ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20735LZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３５ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５



NNY20735LZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３５ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20735LZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３５ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20735LZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３５ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20736LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（８．８ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束３２０００ｌｍ、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７３６ＬＺ２

NNY20736LZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３６ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20736LZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３６ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20736LZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３６ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20736LZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３６ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20736LZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１７２Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７３６ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20740LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（８．８ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束４２０００ｌｍ、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７４０ＬＺ２

NNY20740LZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20740LZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20740LZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20740LZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20740LZ2_NNY28656_NNY2862

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20741LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（８．８ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束４２０００ｌｍ、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７４１ＬＺ２

NNY20741LZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20741LZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20741LZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20741LZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20741LZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力２２１Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２３９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７４１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20750LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（９．４ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束５００００ｌｍ、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７５０ＬＺ２

NNY20750LZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20750LZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20750LZ2_NNY28655_NNY2862

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４



NNY20750LZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20750LZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５０ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20751LZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（９．４ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束５００００ｌｍ、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７５１ＬＺ２

NNY20751LZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20751LZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20751LZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20751LZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20751LZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～８５％連続調光、初期光束補正型（平均電力１１９Ｗ）
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５１ＬＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20758RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．７ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束１６１００ｌｍ、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７５８ＲＺ９

NNY20758RZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５８ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20758RZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５８ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20758RZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５８ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20758RZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５８ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20758RZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５８ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20759RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．７ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束１６１００ｌｍ、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７５９ＲＺ９

NNY20759RZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５９ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20759RZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５９ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20759RZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５９ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20759RZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５９ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20759RZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力９５．７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型１５００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７５９ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20760RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．９ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２１０００ｌｍ、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６０ＲＺ９

NNY20760RZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６０ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20760RZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６０ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20760RZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６０ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20760RZ9_NNY28606_NNY2861

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６０ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３



NNY20760RZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６０ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20761RZ9.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．９ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２１０００ｌｍ、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６１ＲＺ９

NNY20761RZ9_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６１ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20761RZ9_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６１ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20761RZ9_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６１ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20761RZ9_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６１ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20761RZ9_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１２６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６１ＲＺ９＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20762RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．９ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２５０００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６２ＲＺ２

NNY20762RZ2_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６２ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20762RZ2_NNY28605_NNY2861

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６２ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20762RZ2_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６２ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20762RZ2_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６２ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20762RZ2_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６２ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20763RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．９ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束２５０００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６３ＲＺ２

NNY20763RZ2_NNY28605.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６３ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０５

NNY20763RZ2_NNY28605_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、下面ガード：０．７ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６３ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０５＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20763RZ2_NNY28606.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６３ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０６

NNY20763RZ2_NNY28606_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：０．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６３ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６０６＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20763RZ2_NNY28613.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：４．９ｋｇ、側面ガード：４．８ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１４６Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型２５００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６３ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６１３

NNY20764RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（８．８ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束３２０００ｌｍ、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６４ＲＺ２

NNY20764RZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６４ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20764RZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６４ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20764RZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６４ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20764RZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６４ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20764RZ2_NNY28656_NNY2862

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６４ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４



NNY20765RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（８．８ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束３２０００ｌｍ、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６５ＲＺ２

NNY20765RZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６５ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20765RZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６５ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20765RZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６５ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20765RZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６５ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20765RZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：８．８ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力１８７Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型３０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６５ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20766RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（９．１ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束４２０００ｌｍ、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６６ＲＺ２

NNY20766RZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６６ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20766RZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６６ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20766RZ2_NNY28655_NNY2862

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６６ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20766RZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６６ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20766RZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６６ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20767RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（９．１ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束４２０００ｌｍ、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６７ＲＺ２

NNY20767RZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６７ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20767RZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６７ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20767RZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６７ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20767RZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６７ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20767RZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．１ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２４０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型４０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６７ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20768RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（９．４ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束５００００ｌｍ、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６８ＲＺ２

NNY20768RZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６８ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20768RZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６８ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20768RZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６８ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20768RZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６８ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20768RZ2_NNY28656_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、中角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形中角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６８ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20769RZ2.DXF

落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（９．４ｋｇ）、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
器具光束５００００ｌｍ、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角

パナソニック　ＮＮＹ２０７６９ＲＺ２



NNY20769RZ2_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６９ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20769RZ2_NNY28655.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６９ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５

NNY20769RZ2_NNY28655_NNY28624.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、下面ガード：１．０ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６９ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５５＋ＮＮＹ２８６２４

NNY20769RZ2_NNY28656.DXF

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）

直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋拡散パネル付下面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６９ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６

NNY20769RZ2_NNY28656_NNY2862

落下防止ワイヤー付、まぶしさ低減仕様
約５～１００％連続調光
拡散パネル：アクリル（透明）、下面ガード：鋼板（ホワイト）、側面ガード：鋼材
灯具本体：アルミ、灯具パネル：ポリカーボネート、灯具アーム：亜鉛鋼板（ホワイト）
直付型、広角、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
灯具：９．４ｋｇ、拡散パネル付下面ガード：１．４ｋｇ、側面ガード：５．４ｋｇ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、消費電力２９１Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井電源内蔵型５０００形広角＋拡散パネル付下面ガード＋側面ガード

パナソニック　ＮＮＹ２０７６９ＲＺ２＋ＮＮＹ２８６５６＋ＮＮＹ２８６２４

NNY24730LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３０ＬＡ９

NNY24731LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３８００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３１ＬＡ９

NNY24732LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力９３Ｗ）
電源内蔵型、拡散タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（拡散）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１２９００ｌｍ、消費電力１０１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用１３００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３２ＬＡ９

NNY24735LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３５ＬＡ９

NNY24736LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１０００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３６ＬＡ９

NNY24737LA9.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力１４２Ｗ）
電源内蔵型、拡散タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（拡散）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１９６００ｌｍ、消費電力１５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用２０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７３７ＬＡ９

NNY24740LA2.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、中角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４２４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７４０ＬＡ２

NNY24741LA2.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、広角タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束４３４００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７４１ＬＡ２

NNY24742LA2.DXF

防雨型・防塵型、保護等級ＩＰ６５
約１０～８５％連続調光初期照度補正型（平均電力２９６Ｗ）
電源内蔵型、拡散タイプ
アーム：ステンレス（クールホワイト）
本体：アルミ（クールホワイト）、パネル：ポリカーボネート（拡散）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３９６００ｌｍ、消費電力３２０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　プール用４０００形

パナソニック　ＮＮＹ２４７４２ＬＡ２

NNY28113LE9.DXF

適合器具：ＮＮＹ２０５１０用
入力電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１１３ＬＥ９

NNY28114LE9.DXF

適合器具：ＮＮＹ２０５１１用
入力電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１１４ＬＥ９

NNY28115LE9.DXF

適合器具：ＮＮＹ２０５１２用
入力電圧：１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ高天井器具用電源ユニット

パナソニック　ＮＮＹ２８１１５ＬＥ９

NQ28841K.DXF

適合スイッチボックス：ＪＩＳ　４コ用金属製（カバー付）
操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ
調光回路数：４回路
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

ライトマネージャーＦｘ　記憶式４回路親器

パナソニック　ＮＱ２８８４１Ｋ

NQ28861K.DXF

適合スイッチボックス：ＪＩＳ　５コ用金属製（カバー付）
操作シーン数：４シーン＋ＯＦＦ
調光回路数：６回路
定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

ライトマネージャーＦｘ　記憶式６回路親器

パナソニック　ＮＱ２８８６１Ｋ


