
EDL10001K.DXF

Ｗ＝２７０　Ｈ＝２８０　Ｄ＝１４０
出力：ＤＣ３０Ｖ　２系統
入力信号：ＤＭＸ５１２（アドレス設定スイッチ付）
デジタルタイプ・屋内用

ＲＧＢＰＲＯ．パワーユニット

パナソニック　ＥＤＬ１０００１Ｋ

EDL10002K.DXF

Ｗ＝３８０　Ｈ＝３７０　Ｄ＝１４０
出力：ＤＣ３０Ｖ　３色×１２系統
入力信号：ＤＭＸ５１２（アドレス設定スイッチ付）
パラレル３０タイプ・屋内用

ＲＧＢＰＲＯ．パワーユニット

パナソニック　ＥＤＬ１０００２Ｋ

EDL10008.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１８０　Ｐ（出しろ）６５
出力信号：ＤＭＸ５１２×２系統（器具３４０台）
入力信号：専用イーサネット信号（１００ＢＡＳＥ－Ｔ）

ＲＧＢＰＲＯ．信号変換ボックス

パナソニック　ＥＤＬ１０００８

EDL10011.DXF

出力信号：ＤＭＸ５１２信号
制御機器台数：１７０台
記憶再生パターン数：８パターン

ＲＧＢＰＲＯ．－ＣｏｎｔｒｏｌｌｅｒＭ　演出パターン選択器

パナソニック　ＥＤＬ１００１１

EDL10015K.DXF

出力信号：専用イーサネット信号（１００ＢＡＳＥ－Ｔ）
制御器具台数：１００００台
外部接点による再生：１６接点（同時再生最大数：ショー１＋アニメ８）
記憶再生パターン数：ショー最大６４　アニメ最大９９
ＥＩＡラック組込型

コントローラＸ　演出ショーコントローラ

パナソニック　ＥＤＬ１００１５Ｋ

EDL10016.DXF

Ｗ＝５００　Ｈ＝５００　Ｐ（出しろ）２００
出力信号：専用イーサネット信号（１００ＢＡＳＥ－Ｔ）
制御器具台数：１００００台
外部接点による再生：１６接点（同時再生最大数：ショー１＋アニメ８）
記憶再生パターン数：ショー最大６４　アニメ最大９９
壁付型

ＲＧＢＰＲＯ．－Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｘ　演出ショーコントローラ

パナソニック　ＥＤＬ１００１６

NND26011K.DXF

本体：鋼板（クールホワイト）
光束維持率５０％推定２００００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（３０個）２．９Ｗ

ＬＥＤカラー演出　屋内用ライン

パナソニック　ＮＮＤ２６０１１Ｋ

NND26041K.DXF

本体：ステンレス鋼板（オフブラック）
光束維持率５０％推定２００００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（３０個）２．９Ｗ
防雨型

ＬＥＤカラー演出　屋外用ライン

パナソニック　ＮＮＤ２６０４１Ｋ

NND26150K.DXF

水深１ｍまで設置可能
枠：ステンレス鋼板
前面パネル：硬質ガラス
本体：ステンレス鋼板
光束維持率５０％推定１５０００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（２１６個）１２．６Ｗ

ＬＥＤカラー演出　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＤ２６１５０Ｋ

NND26220Z.DXF

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消しアクリル塗装）
消費電力２３Ｗ、定格光束６００ｌｍ
小タイプ、狭角タイプ、防雨型

ＬＥＤカラー演出用照明器具　ライトアップ照明器具

パナソニック　ＮＮＤ２６２２０Ｚ

NND26221Z.DXF

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消しアクリル塗装）
器具光束６２０ｌｍ、消費電力２３Ｗ
小タイプ、広角タイプ、防雨型

ＬＥＤカラー演出用照明器具　ライトアップ照明器具

パナソニック　ＮＮＤ２６２２１Ｚ

NND26250Z.DXF

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消しアクリル塗装）
消費電力４６Ｗ、定格光束９８０ｌｍ
大タイプ、狭角タイプ、防雨型

ＬＥＤカラー演出用照明器具　ライトアップ照明器具

パナソニック　ＮＮＤ２６２５０Ｚ

NND26251Z.DXF

本体：アルミダイカスト（クールホワイトつや消しアクリル塗装）
消費電力４６Ｗ、定格光束９８０ｌｍ
大タイプ、広角タイプ、防雨型

ＬＥＤカラー演出用照明器具　ライトアップ照明器具

パナソニック　ＮＮＤ２６２５１Ｚ

NND264XA.DXF

前面パネル：強化ガラス（フロスト）
本体：ステンレス
光束半減時間：約４００００時間
赤青緑混色ＬＥＤ（１８個）２．４Ｗ

ＲＧＢＰＲＯ．－ｂｕｒｉｅｄ・屋内用

パナソニック　ＮＮＤ２６４１１＋ＮＮＤ２６８４１

NND27010.DXF

出力信号：ＤＭＸ５１２信号
制御機器台数：６８０台（制御チャンネル数３ｃｈ／台の場合）
外部接点によりプログラムを再生
記憶再生プログラム数：８プログラム　専用ソフトにて設定

コントローラＡ１　タイプａ　演出プログラム自動再生器

パナソニック　ＮＮＤ２７０１０

NND27210K.DXF

狭角タイプ

ダイナペインター２

パナソニック　ＮＮＤ２７２１０Ｋ

NND27220K.DXF

狭角タイプ

ダイナペインター４

パナソニック　ＮＮＤ２７２２０Ｋ

NND27230K.DXF

狭角タイプ

ダイナペインター６

パナソニック　ＮＮＤ２７２３０Ｋ

NND27410K.DXF

中角タイプ

ダイナペインター２

パナソニック　ＮＮＤ２７４１０Ｋ

NND27420K.DXF

中角タイプ

ダイナペインター４

パナソニック　ＮＮＤ２７４２０Ｋ

NND27430K.DXF

中角タイプ

ダイナペインター６

パナソニック　ＮＮＤ２７４３０Ｋ

NND27610K.DXF

広角タイプ

ダイナペインター２

パナソニック　ＮＮＤ２７６１０Ｋ

NND27620K.DXF

広角タイプ

ダイナペインター４

パナソニック　ＮＮＤ２７６２０Ｋ

NND27630K.DXF

広角タイプ

ダイナペインター６

パナソニック　ＮＮＤ２７６３０Ｋ

NNN01670H.DXF

首振範囲約１１５度
灯具部幅φ１１５・長２００・出しろ２４１
天井直付型・壁直付型
パネル：熱処理ガラス（透明）
灯具：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリックつや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球９．０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７０Ｈ



NNN01670S.DXF

首振範囲約１１５度
灯具部幅φ１１５・長２００・出しろ２４１
天井直付型・壁直付型
パネル：熱処理ガラス（透明）
灯具：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球９．０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７０Ｓ

NNN01671H.DXF

首振範囲約１５０度
灯具部幅φ１１５・長２００・出しろ４５３
壁直付型
パネル：熱処理ガラス（透明）
灯具：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリックつや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球９．０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７１Ｈ

NNN01671S.DXF

首振範囲約１５０度
灯具部幅φ１１５・長２００・出しろ４５３
壁直付型
パネル：熱処理ガラス（透明）
灯具：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球９．０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７１Ｓ

NNN01672H.DXF

首振範囲約１１５度
灯具部幅φ１１５・長２００
据置取付型
パネル：熱処理ガラス（透明）
灯具：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリックつや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球９．０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７２Ｈ

NNN01672S.DXF

首振範囲約１１５度
灯具部幅φ１１５・長２００
据置取付型
パネル：熱処理ガラス（透明）
灯具：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球９．０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７２Ｓ

NNN11000BLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０
光束維持率７０％推定４００００時間
本体：アルミダイカスト（オフブラック仕上）
防雨型
昼白色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１０００ＢＬＥ１

NNN11000SLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０
光束維持率７０％推定４００００時間
本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック仕上）
防雨型
昼白色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１０００ＳＬＥ１

NNN11001BLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０
光束維持率７０％推定４００００時間
本体：アルミダイカスト（オフブラック仕上）
防雨型
電球色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１００１ＢＬＥ１

NNN11001SLE1.DXF

Ｗ＝１９０　Ｈ＝１０５　出しろ７０
光束維持率７０％推定４００００時間
本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック仕上）
防雨型
電球色

ＬＥＤブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１１００１ＳＬＥ１

NNN12200B.DXF

幅１００・高１００・出しろ１３７
壁直付型・据置取付型
グローブ：アクリル（乳白つや消し）
本体：プラスチック（オフブラックつや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２００Ｂ

NNN12200W.DXF

幅１００・高１００・出しろ１３７
壁直付型・据置取付型
グローブ：アクリル（乳白つや消し）
本体：プラスチック（クールホワイトつや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２００Ｗ

NNN12201.DXF

幅１１７・高１１７・出しろ１２０
壁直付型（埋込ボックス取付専用）
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２０１

NNN12202.DXF

幅１２０・高１２０・出しろ１２０
壁直付型（埋込ボックス取付専用）
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
防湿・防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２０２

NNN12204.DXF

幅２７０・高２７０・出しろ１５３
壁直付型・天井直付型
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：鋼板（オフブラックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２０４

NNN12205.DXF

幅２９０・高２９０・出しろ１１０
壁直付型・天井直付型
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：鋼板（オフブラックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２０５

NNN12206.DXF

幅１２９・高１２５・出しろ１３０
壁直付型
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球５．２・５．８・６．４・８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２２０６

NNN12620.DXF

幅１００・高２５６・出しろ９５
壁直付型
カバー：アクリル（乳白つや消し／一部オフブラックつや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２６２０

NNN12621B.DXF

幅１１０・高２５５・出しろ１２３
壁直付型
カバー：プラスチック（オフブラックつや消し）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２６２１Ｂ

NNN12621W.DXF

幅１１０・高２５５・出しろ１２３
壁直付型
カバー：プラスチック（クールホワイトつや消し）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２６２１Ｗ

NNN12622.DXF

幅２０６・高１２５・出しろ１３０
壁直付型
パネル（上下）：強化ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮ１２６２２

NNN13600B.DXF

壁直付型
パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球ブラケット　７．１～１４．３Ｗ×１

パナソニック　ＮＮＮ１３６００Ｂ

NNN13600S.DXF

壁直付型
パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球ブラケット　７．１～１４．３Ｗ×１

パナソニック　ＮＮＮ１３６００Ｓ

NNN92900.DXF

壁埋込型
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し仕上）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　フットライト

パナソニック　ＮＮＮ９２９００

NNNS12623B.DXF

幅１１０・高２５５・出しろ１２３
壁直付型
カバー：プラスチック（オフブラックつや消し）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮＳ１２６２３Ｂ

NNNS12623W.DXF

幅１１０・高２５５・出しろ１２３
壁直付型
カバー：プラスチック（クールホワイトつや消し）
カバー：アクリル（乳白つや消し）
防雨型
ランプ別売

ＬＥＤ電球８．４Ｗ×１　ブラケット

パナソニック　ＮＮＮＳ１２６２３Ｗ



NNY20210C.DXF

カバー：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２１０Ｃ

NNY20211C.DXF

カバー：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２１１Ｃ

NNY20215C.DXF

カバー：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２１５Ｃ

NNY20216C.DXF

カバー：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２１６Ｃ

NNY20220C.DXF

前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２２０Ｃ

NNY20221C.DXF

前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２２１Ｃ

NNY20230LE1.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・対称配光
通路用
パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３０ＬＥ１

NNY20231LE1.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・対称配光
通路用
パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３１ＬＥ１

NNY20232LE1.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・非対称配光
パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３２ＬＥ１

NNY20233LE1.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
横長・非対称配光
パネル：アクリル（フロスト）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３３ＬＥ１

NNY20235LE1.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光形配光
パネル：アクリル（クリア）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３５ＬＥ１

NNY20236LE1.DXF

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１４　出しろ６５
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
集光形配光
パネル：アクリル（クリア）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、防雨型

ＬＥＤ１３．３Ｗ　ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２３６ＬＥ１

NNY20242.DXF

Ｗ＝２００　Ｈ＝２００　出しろ２３８
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束５８５ｌｍ、消費電力７．６W、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ８×１ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２４２

NNY20245LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
５０００Ｋ（昼白色）、Ｒａ８３
防湿・防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２４５ＬＥ１

NNY20246LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
２７００Ｋ（電球色）、Ｒａ８３
防湿・防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２４６ＬＥ１

NNY20247LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ガード：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
５０００Ｋ（昼白色）、Ｒａ８３
防湿・防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２４７ＬＥ１

NNY20248LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ガード：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
枠：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
２７００Ｋ（電球色）、Ｒａ８３
防湿・防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２４８ＬＥ１

NNY20250LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：鋼板（オフブラック）
５０００Ｋ（昼白色）、Ｒａ８３
防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２５０ＬＥ１

NNY20251LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：鋼板（オフブラック）
２７００Ｋ（電球色）、Ｒａ８３
防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２５１ＬＥ１

NNY20252LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ガード：アルミ（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：鋼板（オフブラック）
５０００Ｋ（昼白色）、Ｒａ８３
防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２５２ＬＥ１

NNY20253LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
ガード：アルミ（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：鋼板（オフブラック）
２７００Ｋ（電球色）、Ｒａ８３
防雨型

ＬＥＤブラケット　パルックプレミア蛍光灯３０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２０２５３ＬＥ１

NNY20256.DXF

Ｗ＝２３０　Ｈ＝２３０　出しろ２６８
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束１１２５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２５６

NNY20258.DXF

Ｗ＝１８５　Ｈ＝３７０　出しろ１３３
グローブ：ガラス（乳白つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束５４４ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４ブラケット

パナソニック　ＮＮＹ２０２５８

NNY20322LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量９．０ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
器具光束５９０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３２２ＬＥ１

NNY20327KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量９．０ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
器具光束５９０ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３２７ＫＬＥ１



NNY20342LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
器具光束１０２０ｌｍ、消費電力１２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３４２ＬＥ１

NNY20347KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
器具光束１０２０ｌｍ、消費電力１２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３４７ＫＬＥ１

NNY20360LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６０ＬＥ１

NNY20361LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６１ＬＥ１

NNY20362LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６２ＬＥ１

NNY20365KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６５ＫＬＥ１

NNY20366KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６６ＫＬＥ１

NNY20367KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６７ＫＬＥ１

NNY20390KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：　アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
明るさセンサ内蔵、Ｒａ７０、アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ保安灯

パナソニック　ＮＮＹ２０３９０ＫＬＥ１

NNY20465LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
薄明視環境配慮型、電圧１００～２００Ｖ、４０ＶＡ
Ｒａ７０、アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４６５ＬＥ７

NNY20466LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
電圧１００～２００Ｖ、４０ＶＡ
Ｒａ７０、昼白色（５０００Ｋ）

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４６６ＬＥ７

NNY20467LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
薄明視環境配慮型、電圧１００Ｖ、４０ＶＡ
Ｒａ７０、アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４６７ＬＥ１

NNY20468LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
電圧１００Ｖ、４０ＶＡ
Ｒａ７０、昼白色（５０００Ｋ）

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４６８ＬＥ１

NNY20480LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量９．０ＶＡ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７６５ｌｍ、消費電力８．０Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４８０ＬＥ１

NNY20482KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量９．０ＶＡ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７６５ｌｍ、消費電力８．０Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４８２ＫＬＥ１

NNY20485LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
器具光束１３６０ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４８５ＬＥ１

NNY20487KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
器具光束１３６０ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４８７ＫＬＥ１

NNY20490LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサなし
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＴ４２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４９０ＬＥ１

NNY20495KLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
電力会社申請入力容量１８ＶＡ、耐雷サージ：１５ＫＶ
防雨型、明るさセンサ内蔵
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１５Ｗ、電圧１００Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＴ４２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４９５ＫＬＥ１

NNY21222.DXF

パネル：ポリカーボネート（乳白）
本体：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１０個）

ＬＥＤ１．５Ｗ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２１２２２

NNY21223.DXF

パネル：ポリカーボネート（乳白）
本体：ステンレス（ＳＵＳ３０４）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（１０個）

ＬＥＤ１．５Ｗ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２１２２３

NNY21235KLE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
枠：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
昼白色（５０００Ｋ）

ＬＥＤ２．２Ｗ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２１２３５ＫＬＥ１

NNY21236KLE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
枠：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
電球色（２８００Ｋ）

ＬＥＤ２．２Ｗ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２１２３６ＫＬＥ１

NNY21237KLE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
枠：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
昼白色（５０００Ｋ）

ＬＥＤ２．２Ｗ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２１２３７ＫＬＥ１

NNY21238KLE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
枠：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス
電球色（２８００Ｋ）

ＬＥＤ２．２Ｗ　フットライト

パナソニック　ＮＮＹ２１２３８ＫＬＥ１



NNY21240.DXF

Ｗ＝３３９　Ｈ＝４５　埋込深さＤ＝４４
前面パネル：ポリカーボネート（乳白）
枠：ステンレスＳＵＳ３０４（ミディアムグレーメタリック）
送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２Ｗ　壁埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１２４０

NNY21241.DXF

Ｗ＝３３９　Ｈ＝４５　埋込深さＤ＝４４
前面パネル：ポリカーボネート（乳白）
枠：ステンレスＳＵＳ３０４（ミディアムグレーメタリック）
送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２Ｗ　壁埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１２４１

NNY21242.DXF

Ｗ＝３３９　Ｈ＝４５　埋込深さＤ＝４４
前面パネル：ポリカーボネート（プリズム）
枠：ステンレスＳＵＳ３０４（ミディアムグレーメタリック）
送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２Ｗ　壁埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１２４２

NNY21243.DXF

Ｗ＝３３９　Ｈ＝４５　埋込深さＤ＝４４
前面パネル：ポリカーボネート（プリズム）
枠：ステンレスＳＵＳ３０４（ミディアムグレーメタリック）
送り配線可能
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ２Ｗ　壁埋込器具

パナソニック　ＮＮＹ２１２４３

NNY21320KLE1_NNY28080C.DXF

φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
防雨型、輝度タイプ、昼白色（５０００Ｋ）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２０ＫＬＥ１＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21321KLE1_NNY28080C.DXF

φ６５　埋込深Ｄ＝７５
前面パネル：強化ガラス（乳白）
枠：ステンレス
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
防雨型、輝度タイプ、電球色（２７００Ｋ）

ＬＥＤ２．２Ｗ　地中埋込型

パナソニック　ＮＮＹ２１３２１ＫＬＥ１＋ＮＮＹ２８０８０Ｃ

NNY21325K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス
適合ケーブル（２．０ｍ㎡　３心）
照射方向可変機能付、１／２ビーム角５０度
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３２５Ｋ

NNY21326K.DXF

枠：ステンレス（ヘアライン仕上）
前面パネル：強化ガラス（透明）
本体：ステンレス
適合ケーブル（２．０ｍ㎡　３心）
照射方向可変機能付、１／２ビーム角５０度
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　地中・床埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２１３２６Ｋ

NNY21500KLE1.DXF

連結スタート用
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン５０クラスＬ３００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５００ＫＬＥ１

NNY21501LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ５０クラス、Ｌ３００タイプ
連結エンド用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤ１．８Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５０１ＬＥ１

NNY21502KLE1.DXF

連結エンド用
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン５０クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５０２ＫＬＥ１

NNY21503LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ５０クラス、Ｌ９００タイプ
連結スタート用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤ５．４Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５０３ＬＥ１

NNY21504KLE1.DXF

連結中間用
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン５０クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５０４ＫＬＥ１

NNY21510KLE1.DXF

連結スタート用
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン５０クラスＬ３００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５１０ＫＬＥ１

NNY21511LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ５０クラス、Ｌ３００タイプ
連結エンド用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤ１．８Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５１１ＬＥ１

NNY21512KLE1.DXF

連結エンド用
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン５０クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５１２ＫＬＥ１

NNY21513LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ５０クラス、Ｌ９００タイプ
連結スタート用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤ５．４Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５１３ＬＥ１

NNY21514KLE1.DXF

連結中間用
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン５０クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５１４ＫＬＥ１

NNY21520KLE1.DXF

連結スタート用
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン１００クラスＬ３００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５２０ＫＬＥ１

NNY21521LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ１００クラス、Ｌ３００タイプ
連結エンド用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤ３．４Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５２１ＬＥ１

NNY21522KLE1.DXF

連結エンド用
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン１００クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５２２ＫＬＥ１

NNY21523LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ１００クラス、Ｌ９００タイプ
連結スタート用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤ１０．２Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５２３ＬＥ１

NNY21524KLE1.DXF

連結中間用
本体：アルミ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６８、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン１００クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５２４ＫＬＥ１

NNY21530KLE1.DXF

連結スタート用
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン１００クラスＬ３００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５３０ＫＬＥ１

NNY21531LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ１００クラス、Ｌ３００タイプ
連結エンド用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤ３．４Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５３１ＬＥ１



NNY21532KLE1.DXF

連結エンド用
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン１００クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５３２ＫＬＥ１

NNY21533LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
線タイプ１００クラス、Ｌ９００タイプ
連結スタート用
前面パネル：アクリル
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤ１０．２Ｗ　ＬＥＤライン器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５３３ＬＥ１

NNY21534KLE1.DXF

連結中間用
本体：アルミ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ７３、防湿型・防雨型

ＬＥＤライン１００クラスＬ９００タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２１５３４ＫＬＥ１

NNY21550LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５０ＬＺ９

NNY21551LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５１ＬＺ９

NNY21552LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５２ＬＺ９

NNY21553LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５３ＬＺ９

NNY21555LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５５ＬＺ９

NNY21556LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５６ＬＺ９

NNY21557LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５７ＬＺ９

NNY21558LZ9.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５５８ＬＺ９

NNY21590LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９０ＬＥ１

NNY21591LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９１ＬＥ１

NNY21592LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９２ＬＥ１

NNY21593LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ６００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９３ＬＥ１

NNY21595LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９５ＬＥ１

NNY21596LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
広角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９６ＬＥ１

NNY21597LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
白色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９７ＬＥ１

NNY21598LE1.DXF

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｌ１２００タイプ
中角タイプ
前面パネル（レンズ）：アクリル
本体：アルミ
電球色、防湿型・防雨型

ＬＥＤベース器具

パナソニック　ＮＮＹ２１５９８ＬＥ１

NNY22117ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３４００ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１１７ＺＬＦ９

NNY22118ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２７００ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１１８ＺＬＦ９

NNY22119ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３３４０ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１１９ＺＬＦ９

NNY22120KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
全方向配光
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２０ＫＬＥ９

NNY22121KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
全方向配光
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２１ＫＬＥ９

NNY22122KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
ワイド配光
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２２ＫＬＥ９



NNY22123KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
ワイド配光
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２３ＫＬＥ９

NNY22125KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
ワイド配光（角度可変）
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２５ＫＬＥ９

NNY22126KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
ワイド配光（角度可変）
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、消費電力２５．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２６ＫＬＥ９

NNY22127ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２７ＺＬＦ９

NNY22128ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４９７０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２８ＺＬＦ９

NNY22129ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６２５０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１２９ＺＬＦ９

NNY22130KLE9.DXF

全周配光タイプ、上方光束比０～５％
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７
器具光束３９９０ｌｍ、消費電力５１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３０ＫＬＥ９

NNY22131KLE9.DXF

全周配光タイプ、上方光束比０～５％
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６
器具光束３０８０ｌｍ、消費電力５１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３１ＫＬＥ９

NNY22132KLE9.DXF

ワイド配光タイプ、上方光束比０～５％
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７
器具光束３７１０ｌｍ、消費電力５１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３２ＫＬＥ９

NNY22133KLE9.DXF

ワイド配光タイプ、上方光束比０～５％
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６
器具光束２８５０ｌｍ、消費電力５１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３３ＫＬＥ９

NNY22135KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
ワイド配光（角度可変）
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、消費電力５１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３５ＫＬＥ９

NNY22136KLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
ワイド配光（角度可変）
パネル：アクリル
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、消費電力５１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３６ＫＬＥ９

NNY22137ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３３６０ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３７ＺＬＦ９

NNY22138ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２６７０ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３８ＺＬＦ９

NNY22139ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３２００ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１３９ＺＬＦ９

NNY22140LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、消費電力７７Ｗ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４０ＬＥ７

NNY22141LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、消費電力７７Ｗ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４１ＬＥ７

NNY22142LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、消費電力７７Ｗ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４２ＬＥ７

NNY22143LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、消費電力７７Ｗ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４３ＬＥ７

NNY22147ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４７ＺＬＦ９

NNY22148ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４９７０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４８ＺＬＦ９

NNY22149ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６８７０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１４９ＺＬＦ９

NNY22155LE9.DXF

グローブ：ポリカーボネート（プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１５５ＬＥ９

NNY22156LE9.DXF

グローブ：ポリカーボネート（プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１５６ＬＥ９

NNY22187ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２９００ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１８７ＺＬＦ９



NNY22188ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２３００ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１８８ＺＬＦ９

NNY22189ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２８５０ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１８９ＺＬＦ９

NNY22195LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
パネル：強化ガラス（透明）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　横長配光タイプ（タイマー段調光機能付）

パナソニック　ＮＮＹ２２１９５ＬＦ９

NNY22196LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
パネル：強化ガラス（透明）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　横長配光タイプ（タイマー段調光機能付）

パナソニック　ＮＮＹ２２１９６ＬＦ９

NNY22197ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５４６０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１９７ＺＬＦ９

NNY22198ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４２４０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１９８ＺＬＦ９

NNY22199ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５２６０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１９９ＺＬＦ９

NNY22210C.DXF

ポール径φ８０
Ｗφ８０　Ｈ＝８００
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２１０Ｃ

NNY22211C.DXF

ポール径φ８０
Ｗφ８０　Ｈ＝８００
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２１１Ｃ

NNY22215C.DXF

ポール径φ８０
Ｗφ８０　Ｈ＝４００
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２１５Ｃ

NNY22216C.DXF

ポール径φ８０
Ｗφ８０　Ｈ＝４００
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ２．７Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２１６Ｃ

NNY22220.DXF

ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
アーム：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
セード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ９．５Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２２０

NNY22221.DXF

ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
アーム：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
セード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（６個）

ＬＥＤ９．５Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２２１

NNY22222.DXF

ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
アーム：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
セード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ４．８Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２２２

NNY22223.DXF

ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
アーム：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
セード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（３個）

ＬＥＤ４．８Ｗ　庭園灯

パナソニック　ＮＮＹ２２２２３

NNY22254.DXF

幅φ１２１・地上高１０００・ポール径φ１２０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（プリズムグローブ・乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３７４ｌｍ、消費電力７．６W、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ８Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ＮＮＹ２２２５４

NNY22267.DXF

幅φ１２０・地上高９５８・ポール径φ１２０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（プリズムグローブ・乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束４１０ｌｍ、消費電力７．６W、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ８Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ＮＮＹ２２２６７

NNY22306LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００／２００Ｖ、防雨型
器具光束２８３５ｌｍ、消費電力２９．４Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３０６ＬＥ７

NNY22308LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００Ｖ、防雨型
器具光束２８３５ｌｍ、消費電力２９．４Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３０８ＬＥ１

NNY22310ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１８８５ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３１０ＺＬＦ９

NNY22311ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１６９０ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３１１ＺＬＦ９

NNY22320ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３７３０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３２０ＺＬＦ９

NNY22321ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３３００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３２１ＺＬＦ９

NNY22330ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１９０５ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３３０ＺＬＦ９

NNY22331ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７０５ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３３１ＺＬＦ９



NNY22332LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（透明プリズム）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（タイマー段調光機能付）

パナソニック　ＮＮＹ２２３３２ＬＦ９

NNY22333LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（透明プリズム）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（タイマー段調光機能付）

パナソニック　ＮＮＹ２２３３３ＬＦ９

NNY22337LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（乳白）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（タイマー段調光機能付）

パナソニック　ＮＮＹ２２３３７ＬＦ９

NNY22338LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（乳白）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（タイマー段調光機能付）

パナソニック　ＮＮＹ２２３３８ＬＦ９

NNY22340ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４５１０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３４０ＺＬＦ９

NNY22341ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４１６０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、横長配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３４１ＺＬＦ９

NNY22380ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１６００ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３８０ＺＬＦ９

NNY22381ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１４３５ｌｍ、消費電力３３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３８１ＺＬＦ９

NNY22390ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３１６５ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３９０ＺＬＦ９

NNY22391ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２８００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４、全周配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３９１ＺＬＦ９

NNY22422.DXF

幅φ１６０・地上高１０２８・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（プリズムグローブ・乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束７６８ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４ローポールライト

パナソニック　ＮＮＹ２２４２２

NNY22424.DXF

幅φ１６０・地上高１０２８・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（プリズムグローブ・透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束９６５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４ローポールライト

パナソニック　ＮＮＹ２２４２４

NNY22511LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束３１００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１１ＬＦ９

NNY22512LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束２７００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１２ＬＦ９

NNY22513LF9.DXF

タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束１８５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１３ＬＦ９

NNY22514LF9.DXF

タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束１６５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１４ＬＦ９

NNY22515LF9.DXF

タイマー段調光機能付、明光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束２９５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１５ＬＦ９

NNY22516LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束２３００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１６ＬＦ９

NNY22517LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束２０００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５１７ＬＦ９

NNY22521LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束６０００ｌｍ、消費電６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２１ＬＦ９

NNY22522LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束５２００ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２２ＬＦ９

NNY22523LF9.DXF

タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束４０００ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２３ＬＦ９

NNY22524LF9.DXF

タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束３５５０ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２４ＬＦ９

NNY22525LF9.DXF

タイマー段調光機能付、明光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束６０００ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２５ＬＦ９

NNY22526LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束４２５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２６ＬＦ９



NNY22527LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束３６５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５２７ＬＦ９

NNY22531LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック），
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束１２０００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３１ＬＦ９

NNY22532LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束９６００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３２ＬＦ９

NNY22536LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束９０００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３６ＬＦ９

NNY22537LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束７５００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３７ＬＦ９

NNY22541LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、ワイド配光タイプ
光束３６００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４１ＬＦ９

NNY22542LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束３１００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４２ＬＦ９

NNY22543LF9.DXF

タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束２１００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４３ＬＦ９

NNY22544LF9.DXF

タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束１９００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４４ＬＦ９

NNY22545LF9.DXF

タイマー段調光機能付、明光色タイプ
落下防止ワイヤー付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、ワイド配光タイプ
光束３４５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４５ＬＦ９

NNY22546LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束２７００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４６ＬＦ９

NNY22547LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束２４００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５４７ＬＦ９

NNY22551LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、ワイド配光タイプ
光束６５００ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９

NNY22552LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束５５５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５２ＬＦ９

NNY22553LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束４３５０ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５３ＬＦ９

NNY22554LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束３８００ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５４ＬＦ９

NNY22555LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、明光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、ワイド配光タイプ
光束６５００ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５５ＬＦ９

NNY22556LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束５１００ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５６ＬＦ９

NNY22557LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束４２００ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５５７ＬＦ９

NNY22561LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、ワイド配光タイプ
光束１３０００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６１ＬＦ９

NNY22562LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、ワイド配光タイプ
光束１０８００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６２ＬＦ９

NNY22566LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束１０５００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６６ＬＦ９

NNY22567LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
光束８７００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６７ＬＦ９

NNY22571LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
光束３５００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５７１ＬＦ９

NNY22572LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束３０００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５７２ＬＦ９



NNY22573LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束２０５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５７３ＬＦ９

NNY22574LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束１８５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５７４ＬＦ９

NNY22575LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、明光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
光束３３５０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５７５ＬＦ９

NNY22581LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
光束６３５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５８１ＬＦ９

NNY22582LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束５４５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５８２ＬＦ９

NNY22583LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束４２５０ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５８３ＬＦ９

NNY22584LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、彩光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束３７５０ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５８４ＬＦ９

NNY22585LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付、明光色タイプ
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
光束６３５０ｌｍ、消費電力５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５８５ＬＦ９

NNY22591LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
光束１３０００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５９１ＬＦ９

NNY22592LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、タイマー段調光機能付
上方光束比０～５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
グローブ：（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
光束１０８００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５９２ＬＦ９

NNY22680LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束３０００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８０ＬＥ９

NNY22681LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束２５００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８１ＬＥ９

NNY22682LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束２３００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８２ＬＥ９

NNY22683LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１９００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８３ＬＥ９

NNY22684LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束３３００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８４ＬＥ９

NNY22685LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束２６００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８５ＬＥ９

NNY22686LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束２１００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８６ＬＥ９

NNY22687LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１８００ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６８７ＬＥ９

NNY22690LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８２００ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９０ＬＥ９

NNY22691LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６８００ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９１ＬＥ９

NNY22692LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６４００ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９２ＬＥ９

NNY22693LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束５４００ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９３ＬＥ９

NNY22694LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束９１００ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９４ＬＥ９

NNY22695LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束７６００ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９５ＬＥ９

NNY22696LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束７１００ｌｍ、消費電力９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９６ＬＥ９



NNY22697LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
上方光束比２０％～、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６０００ｌｍ、消費電力９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２２６９７ＬＥ９

NNY24130ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１８２０ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３０ＺＬＥ９

NNY24131ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１６０５ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３１ＺＬＥ９

NNY24132ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５６５ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３２ＺＬＥ９

NNY24133ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７１５ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３３ＺＬＥ９

NNY24134ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５１５ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３４ＺＬＥ９

NNY24135ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１４７５ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３５ＺＬＥ９

NNY24136ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２１０ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３６ＺＬＥ９

NNY24137ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０７５ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３７ＺＬＥ９

NNY24138ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１１４０ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３８ＺＬＥ９

NNY24139ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０１０ｌｍ、消費電力１８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト２００形　ＣＤＭ－Ｔ３５形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１３９ＺＬＥ９

NNY24140ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２６１０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４０ＺＬＥ９

NNY24141ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２３０５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４１ＺＬＥ９

NNY24142ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２２４５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４２ＺＬＥ９

NNY24143ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２６５５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４３ＺＬＥ９

NNY24144ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２３４５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４４ＺＬＥ９

NNY24145ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２２８５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４５ＺＬＥ９

NNY24146ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７３５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４６ＺＬＥ９

NNY24147ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４７ＺＬＥ９

NNY24148ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７６５ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４８ＺＬＥ９

NNY24149ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５７０ｌｍ、消費電力３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト３５０形　ＣＤＭ－Ｔ７０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１４９ＺＬＥ９

NNY24390ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束８０５５ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９０ＺＬＥ９

NNY24391ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７０３５ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９１ＺＬＥ９

NNY24392ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６８５０ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９２ＺＬＥ９

NNY24393ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７９００ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９３ＺＬＥ９



NNY24394ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６９００ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９４ＺＬＥ９

NNY24395ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６７２０ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８５
防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９５ＺＬＥ９

NNY24396ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４６７０ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９６ＺＬＥ９

NNY24397ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４１７５ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、中角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９７ＺＬＥ９

NNY24398ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４５８０ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９８ＺＬＥ９

NNY24399ZLE9.DXF

パネル：強化ガラス
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４０９５ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ８４
彩光色タイプ、防雨型、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト７５０形　ＣＤＭ－Ｔ１５０形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４３９９ＺＬＥ９

NNY24430.DXF

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）１０ｍ付
枠：ステンレス（梨地仕上）
前面パネル：ガラス（透明）
本体：ステンレス
光束維持率７０％推定４００００時間
白色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ１．９Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４３０

NNY24431.DXF

キャブタイヤケーブル（２．０ｍｍ２　３心）１０ｍ付
枠：ステンレス（梨地仕上）
前面パネル：ガラス（透明）
本体：ステンレス
光束維持率７０％推定４００００時間
電球色ＬＥＤ（１８個）

ＬＥＤ１．９Ｗ　水中照明器具

パナソニック　ＮＮＹ２４４３１

NNY24505ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４２０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５０５ＺＬＥ９

NNY24506ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５５３０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５０６ＺＬＥ９

NNY24507ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７１２０ｌｍ、消費電力５６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５０７ＺＬＥ９

NNY24515ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５８５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５１５ＺＬＥ９

NNY24516ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５０４０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５１６ＺＬＥ９

NNY24525ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２１８０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５２５ＺＬＥ９

NNY24526ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４９０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５２６ＺＬＥ９

NNY24527ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１３４９０ｌｍ、消費電力１１２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５２７ＺＬＥ９

NNY24535ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１１２９０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５３５ＺＬＥ９

NNY24536ZLE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型、重耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束９７２０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５３６ＺＬＥ９

NNY24540ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４２０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５４０ＺＬＦ９

NNY24541ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５５３０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５４１ＺＬＦ９

NNY24542ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７１２０ｌｍ、消費電力５６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５４２ＺＬＦ９

NNY24550ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５８５０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５５０ＺＬＦ９

NNY24551ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５０４０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５５１ＺＬＦ９

NNY24560ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２１８０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５６０ＺＬＦ９

NNY24561ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４９０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５６１ＺＬＦ９



NNY24562ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１３４９０ｌｍ、消費電力１１２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５６２ＺＬＦ９

NNY24570ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１１２９０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５７０ＺＬＦ９

NNY24571ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、タイマー段調光
防雨型、耐塩害仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束９７２０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、集光形配光

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４５７１ＺＬＦ９

NNY24600KLF9.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１８３００ｌｍ、消費電力１８８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６００ＫＬＦ９

NNY24601KLF9.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５０度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２２８００ｌｍ、消費電力１８８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６０１ＫＬＦ９

NNY24602KLF9.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約７５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２２０００ｌｍ、消費電力１８８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６０２ＫＬＦ９

NNY24605LF9.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１５８００ｌｍ、消費電力１７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６０５ＬＦ９

NNY24606LF9.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５０度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１９０００ｌｍ、消費電力１７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６０６ＬＦ９

NNY24607LF9.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約１２５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１８０００ｌｍ、消費電力１７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６０７ＬＦ９

NNY24610KLF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３２８００ｌｍ、消費電力３５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６１０ＫＬＦ２

NNY24611KLF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５０度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３９５００ｌｍ、消費電力３５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６１１ＫＬＦ２

NNY24612KLF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約７５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３８５００ｌｍ、消費電力３５４Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６１２ＫＬＦ２

NNY24625LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束５３７００ｌｍ、消費電力５９３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６２５ＬＦ２

NNY24626LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５０度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束６４２００ｌｍ、消費電力５９３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６２６ＬＦ２

NNY24627LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約７５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束６２５００ｌｍ、消費電力５９３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６２７ＬＦ２

NNY24628LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約３８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束５９０００ｌｍ、消費電力５９３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６２８ＬＦ２

NNY24640LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２７度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９８５００ｌｍ、消費電力１０７５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４０ＬＦ２

NNY24641LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５３度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１１７８００ｌｍ、消費電力１０７５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４１ＬＦ２

NNY24642LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約７５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１１５０００ｌｍ、消費電力１０７５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４２ＬＦ２

NNY24643LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約３４度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１１１４００ｌｍ、消費電力１０７５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ２０００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４３ＬＦ２

NNY24645LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約２８度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束８０６００ｌｍ、消費電力８９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４５ＬＦ２

NNY24646LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約５０度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９６４００ｌｍ、消費電力８９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４６ＬＦ２

NNY24647LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約７５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９４１００ｌｍ、消費電力８９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４７ＬＦ２

NNY24648LF2.DXF

防雨型、重耐塩害仕様、落下防止ワイヤー付
１／１０ビーム角約３５度、耐風速６０ｍ／ｓ
前面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミ
電源ユニット一体型
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９１２００ｌｍ、消費電力８９０Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｓタイプ１５００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４６４８ＬＦ２

NNY24902LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９０２ＬＥ９



NNY24903LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束４８５０ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９０３ＬＥ９

NNY24912LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束６１００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９１２ＬＥ９

NNY24913LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．３ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束６１００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９１３ＬＥ９

NNY24922LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．４ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束８９００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９２２ＬＥ９

NNY24923LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（４．４ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束８９００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９２３ＬＥ９

NNY24932LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（５．７ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束１１２５０ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３２ＬＥ９

NNY24933LE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源内蔵型（５．７ｋｇ）
耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
広角タイプ配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束１１２５０ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３３ＬＥ９

NNY27400LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４００ＬＦ９

NNY27401LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０１ＬＦ９

NNY27402KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１２４ＶＡ、防雨型
器具光束１２０００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４０２ＫＬＦ９

NNY27403KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１２４ＶＡ、防雨型
器具光束１２０００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４０３ＫＬＦ９

NNY27404LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０４ＬＦ９

NNY27405LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０５ＬＦ９

NNY27406LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０６ＬＦ９

NNY27407LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０７ＬＦ９

NNY27408LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０８ＬＦ９

NNY27409LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯

パナソニック　ＮＮＹ２７４０９ＬＦ９

NNY27410KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
皮相電力４４ＶＡ、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
器具光束４２００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、歩道照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４１０ＫＬＦ９

NNY27411KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
皮相電力４４ＶＡ、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
器具光束４２００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、歩道照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４１１ＫＬＦ９

NNY27420KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１８２ＶＡ、防雨型
器具光束１８６００ｌｍ、消費電力１７６Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２０ＫＬＦ９

NNY27421KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１８２ＶＡ、防雨型
器具光束１８６００ｌｍ、消費電力１７６Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２１ＫＬＦ９

NNY27422KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１２４ＶＡ、防雨型
器具光束１２４００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２２ＫＬＦ９

NNY27423KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１２４ＶＡ、防雨型
器具光束１２４００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２３ＫＬＦ９

NNY27424KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１２４ＶＡ、防雨型
器具光束１２４００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２４ＫＬＦ９

NNY27425KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力１２４ＶＡ、防雨型
器具光束１２４００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２５ＫＬＦ９



NNY27426KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力９２ＶＡ、防雨型
器具光束９０００ｌｍ、消費電力８８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２６ＫＬＦ９

NNY27427KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力９２ＶＡ、防雨型
器具光束９０００ｌｍ、消費電力８８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２７ＫＬＦ９

NNY27428KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力６４ＶＡ、防雨型
器具光束６２００ｌｍ、消費電力６１Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２８ＫＬＦ９

NNY27429KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
電圧１００～２４２Ｖ、皮相電力６４ＶＡ、防雨型
器具光束６２００ｌｍ、消費電力６１Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４２９ＫＬＦ９

NNY27430KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
皮相電力４４ＶＡ、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
器具光束４３００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、歩道照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４３０ＫＬＦ９

NNY27431KLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
皮相電力４４ＶＡ、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
器具光束４３００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、歩道照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４３１ＫＬＦ９

NNY27440LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４４０ＬＦ９

NNY27441LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４４１ＬＦ９

NNY27442LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４４２ＬＦ９

NNY27443LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４４３ＬＦ９

NNY27444LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４４４ＬＦ９

NNY27445LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
下面パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７４４５ＬＦ９

NNY27800LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力２０６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２４０００ｌｍ、消費電力２０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８００ＬＦ２

NNY27801LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力２０６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２４０００ｌｍ、消費電力２０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０１ＬＦ２

NNY27804LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力２０６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２４０００ｌｍ、消費電力２０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０４ＬＦ２

NNY27805LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力２０６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２４０００ｌｍ、消費電力２０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０５ＬＦ２

NNY27808LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力２０６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２４０００ｌｍ、消費電力２０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０８ＬＦ２

NNY27809LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力２０６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束２４０００ｌｍ、消費電力２０３Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０９ＬＦ２

NNY27810LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１５８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１９０００ｌｍ、消費電力１５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１０ＬＦ９

NNY27811LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１５８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１９０００ｌｍ、消費電力１５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１１ＬＦ９

NNY27814LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１５８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１９０００ｌｍ、消費電力１５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１４ＬＦ９

NNY27815LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１５８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１９０００ｌｍ、消費電力１５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１５ＬＦ９

NNY27818LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１５８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１９０００ｌｍ、消費電力１５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１８ＬＦ９

NNY27819LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１５８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１９０００ｌｍ、消費電力１５８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１９ＬＦ９

NNY27820LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２０ＬＦ９



NNY27821LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２１ＬＦ９

NNY27824LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２４ＬＦ９

NNY27825LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２５ＬＦ９

NNY27826LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２６ＬＦ９

NNY27827LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２７ＬＦ９

NNY27828LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２８ＬＦ９

NNY27829LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１６０００ｌｍ、消費電力１３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２９ＬＦ９

NNY27830LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３０ＬＦ９

NNY27831LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３１ＬＦ９

NNY27834LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３４ＬＦ９

NNY27835LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３５ＬＦ９

NNY27836LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３６ＬＦ９

NNY27837LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３７ＬＦ９

NNY27838LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３８ＬＦ９

NNY27839LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力１０４ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束１２０００ｌｍ、消費電力１０３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３９ＬＦ９

NNY27840KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４０ＫＬＦ９

NNY27841KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４１ＫＬＦ９

NNY27844KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４４ＫＬＦ９

NNY27845KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４５ＫＬＦ９

NNY27846KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４６ＫＬＦ９

NNY27847KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４７ＫＬＦ９

NNY27848KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４８ＫＬＦ９

NNY27849KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４９ＫＬＦ９

NNY27852KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力６８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５２ＫＬＦ９

NNY27853KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力６８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５３ＫＬＦ９



NNY27856KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力６８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５６ＫＬＦ９

NNY27857KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力６８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５７ＫＬＦ９

NNY27858KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力６８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５８ＫＬＦ９

NNY27859KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力６８ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５９ＫＬＦ９

NNY27862KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５２ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６２ＫＬＦ９

NNY27863KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５２ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６３ＫＬＦ９

NNY27866KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５２ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６６ＫＬＦ９

NNY27867KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５２ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６７ＫＬＦ９

NNY27868KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５２ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６８ＫＬＦ９

NNY27869KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５２ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６９ＫＬＦ９

NNY27872KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７２ＫＬＦ９

NNY27873KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７３ＫＬＦ９

NNY27876KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７６ＫＬＦ９

NNY27877KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７７ＫＬＦ９

NNY27878KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７８ＫＬＦ９

NNY27879KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力３６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７９ＫＬＦ９

NNY27886KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６６００ｌｍ、消費電力５５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ポール取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８８６ＫＬＦ９

NNY27887KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力５６ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６６００ｌｍ、消費電力５５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８８７ＫＬＦ９

NNY27947KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９４７ＫＬＦ９

NNY27949KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束９５００ｌｍ、消費電力７９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９４９ＫＬＦ９

NNY27957KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９５７ＫＬＦ９

NNY27959KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束８０００ｌｍ、消費電力６８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９５９ＫＬＦ９

NNY27967KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９６７ＫＬＦ９

NNY27969KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束６０００ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、局部照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９６９ＫＬＦ９

NNY27977KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束４０００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９７７ＫＬＦ９



NNY27987KLF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
皮相電力８０ＶＡ、防雨型、耐風速６０ｍ／ｓ
本体：アルミダイカスト（グレー）、下面パネル：強化ガラス（透明）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
薄明視環境配慮型、５５００Ｋ、Ｒａ８０
光束６６００ｌｍ、消費電力５５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アーム取付型、連続照明、取付角度可変可能

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７９８７ＫＬＦ９

NNY28434.DXF

重耐塩害仕様
本体：ステンレス（オフブラック）
マルチハロゲン灯Ｌタイプ４００形相当用

ＬＥＤ投光器モジュール型用遮光ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４３４

NNY28435.DXF

ＬＥＤ投光器モジュール型用遮光ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４３５

NNY28436.DXF

重耐塩害仕様
本体：ステンレス（オフブラック）
水銀灯１０００形相当用

ＬＥＤ投光器モジュール型用遮光ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４３６

NNY28437K.DXF

本体：ステンレス（オフブラック）

ＬＥＤ投光器モジュール型用遮光ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４３７Ｋ

NNY28438K.DXF

本体：ステンレス（オフブラック）

ＬＥＤ投光器モジュール型用遮光ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４３８Ｋ

NNY28480.DXF

本体：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
後方カット

ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４８０

NNY28481.DXF

本体：鋼板（溶融亜鉛メッキ）
前方カット

ルーバ

パナソニック　ＮＮＹ２８４８１

NQ79315Z.DXF

出力：ＤＣ３０Ｖ　１系統
入力信号：ＤＭＸ５１２

電源ボックス

パナソニック　ＮＱ７９３１５Ｚ

XY1464.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１６５ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４６４

XY1465.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１６５ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４６５

XY1466.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１６５ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４６６

XY1477.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２０４ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４７７

XY1478.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２０４ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４７８

XY1479.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２０４ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４７９

XY1484.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２６ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４８４

XY1485.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２６ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４８５

XY1486.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２６ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４８６

XY1497.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４９７

XY1498.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４９８

XY1499.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５３ｌｍ、消費電力４．８Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ１４９９

XY2800LE1.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２４２ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８００ＬＥ１

XY2801LE1.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２４２ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８０１ＬＥ１

XY2802LE1.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２４２ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８０２ＬＥ１

XY2805LE1.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１９８ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８０５ＬＥ１



XY2806LE1.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１９８ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８０６ＬＥ１

XY2807LE1.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ホワイト）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１９８ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８０７ＬＥ１

XY2810LE1.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８１０ＬＥ１

XY2811LE1.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８１１ＬＥ１

XY2812LE1.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１５４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８１２ＬＥ１

XY2815LE1.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２６ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８１５ＬＥ１

XY2816LE1.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２６ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８１６ＬＥ１

XY2817LE1.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
反射板：アルミダイカスト（ブラック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２６ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８１７ＬＥ１

XY2820LE1.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８２０ＬＥ１

XY2821LE1.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８２１ＬＥ１

XY2822LE1.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１７１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８２２ＬＥ１

XY2825LE1.DXF

幅φ１０５・地上高８９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１４４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８２５ＬＥ１

XY2826LE1.DXF

幅φ１０５・地上高４９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１４４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８２６ＬＥ１

XY2827LE1.DXF

幅φ１０５・地上高２９１
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１４４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２８００Ｋ、Ｒａ７６

ＬＥＤローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８２７ＬＥ１

XY2854.DXF

幅\U+03C6１００・地上高９２８
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２４５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８５４

XY2858.DXF

幅\U+03C6１０４・地上高９６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２２１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８５８

XY2859.DXF

幅\U+03C6１０４・地上高５６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２２１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８５９

XY2864.DXF

幅\U+03C6２００・地上高９９５
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３０７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８６４

XY2868.DXF

幅\U+03C6１０４・地上高９８０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（透明・反射板付）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８６８

XY2869.DXF

幅\U+03C6１０４・地上高５８０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（透明・反射板付）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８６９

XY2878.DXF

幅\U+03C6１００・地上高１００３
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８７８

XY2879.DXF

幅\U+03C6１００・地上高６０３
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８７９

XY2880.DXF

幅\U+03C6１００・地上高１００３
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８０

XY2881.DXF

幅\U+03C6１００・地上高６０３
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８１

XY2882.DXF

幅\U+03C6１００・地上高４０３
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８２



XY2883.DXF

幅\U+03C6１００・地上高１００３
ポール：ステンレス（白御影石目調仕上）
ガード：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８３

XY2884.DXF

幅\U+03C6１００・地上高６０３
ポール：ステンレス（白御影石目調仕上）
ガード：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８４

XY2885.DXF

幅\U+03C6１００・地上高４０３
ポール：ステンレス（白御影石目調仕上）
ガード：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８５

XY2886.DXF

幅□１００・地上高９５５
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２１５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８６

XY2887.DXF

幅□１００・地上高６０５
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２１５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８７

XY2888.DXF

幅□１００・地上高４０５
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２１５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８８

XY2889.DXF

幅□１００・地上高９５５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束２１５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８８９

XY2890.DXF

幅□１００・地上高６０５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束２１５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９０

XY2891.DXF

幅□１００・地上高４０５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束２１５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９１

XY2893.DXF

幅□１００・地上高９５５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９３

XY2894.DXF

幅□１００・地上高６０５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９４

XY2895.DXF

幅□１００・地上高４０５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９５

XY2896.DXF

幅□１００・地上高９５５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９６

XY2897.DXF

幅□１００・地上高６０５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９７

XY2898.DXF

幅□１００・地上高４０５
ポール：アルミ（オフブラック）
グローブ：ポリカーボネート（乳白）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０

ＬＤＡ３Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２８９８

XY2917.DXF

幅φ１６０・地上高１０４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３８５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９１７

XY2918.DXF

幅φ１６０・地上高６４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３８５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９１８

XY2919.DXF

幅φ１６０・地上高４４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３８５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９１９

XY2937.DXF

幅φ１６０・地上高１０４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（白御影石目調仕上）
ガード：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３８５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９３７

XY2938.DXF

幅φ１６０・地上高６４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（白御影石目調仕上）
ガード：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３８５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９３８

XY2939.DXF

幅φ１６０・地上高４４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（白御影石目調仕上）
ガード：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（白御影石目調仕上）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束３８５ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９３９

XY2967.DXF

幅φ１６０・地上高１０１５・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束８１３ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９６７

XY2968.DXF

幅φ１６０・地上高６１５・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束８１３ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９６８

XY2977.DXF

幅φ１６０・地上高１０４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束７５７ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９７７

XY2978.DXF

幅φ１６０・地上高６４７・ポール径φ１６０
ポール：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、２７００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
光束７５７ｌｍ、消費電力１４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＤＡ１４Ｘ１ローポールライト

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９７８



XY4109ZLE9.DXF

耐雷サージ：１５ＫＶ、上方光束比２０％以下
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
ポール：鋼管、プリズムカバー：ポリカーボネート（乳白）
天板：ステンレス鋼板（上面ミディアムグレーメタリック、下面ホワイト7分つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束９４０ｌｍ、消費電力２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯

パナソニック　モールライトＸＹ４１０９ＺＬＥ９

XY4110ZLE9.DXF

耐雷サージ：１５ＫＶ、上方光束比２０％以下
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
ポール：鋼管、プリズムカバー：ポリカーボネート（乳白）
天板：ステンレス鋼板（上面ミディアムグレーメタリック、下面ホワイト7分つや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７３０ｌｍ、消費電力２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯

パナソニック　モールライトＸＹ４１１０ＺＬＥ９

XY4127ZLE9.DXF

上方光束比０％
ベースプレート付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１１８５ｌｍ、消費電力２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯

パナソニック　モールライトＸＹ４１２７ＺＬＥ９

XY4128ZLE9.DXF

上方光束比０％
ベースプレート付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
ポール：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
器具光束９１５ｌｍ、消費電力２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯

パナソニック　モールライトＸＹ４１２８ＺＬＥ９

XY4129ZLE9.DXF

上方光束比０％
ベースプレート付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
ポール：ステンレス鋼管（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
器具光束９９５ｌｍ、消費電力２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯

パナソニック　モールライトＸＹ４１２９ＺＬＥ９

XY4130ZLE9.DXF

上方光束比０％
ベースプレート付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
ポール：ステンレス鋼管（ミディアムグレーメタリック）
本体：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７７５ｌｍ、消費電力２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯

パナソニック　モールライトＸＹ４１３０ＺＬＥ９

XY4207ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４２０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２０７ＺＬＦ９

XY4208ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５５３０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２０８ＺＬＦ９

XY4209ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７１２０ｌｍ、消費電力５６W、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２０９ＺＬＦ９

XY4217ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３４００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２１７ＺＬＦ９

XY4218ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２７００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２１８ＺＬＦ９

XY4219ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３３４０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２１９ＺＬＦ９

XY4227ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２８４０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形×２相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２２７ＺＬＦ９

XY4228ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１１０６０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形×２相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２２８ＺＬＦ９

XY4229ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１４２４０ｌｍ、消費電力１１２W、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形×２相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２２９ＺＬＦ９

XY4237ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３３６０ｌｍ、消費電力３３W、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２３７ＺＬＦ９

XY4238ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２６７０ｌｍ、消費電力３３W、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、横長配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２３８ＺＬＦ９

XY4239ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束３２００ｌｍ、消費電力３３W、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２３９ＺＬＦ９

XY4245LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：ガラス（透明）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
防雨型、ボルトフリー

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２４５ＬＥ７

XY4246LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：ガラス（透明）

本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
防雨型、ボルトフリー

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２４６ＬＥ７

XY4247ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２９００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２４７ＺＬＦ９

XY4248ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２３００ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２４８ＺＬＦ９

XY4249ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比５～１５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２８５０ｌｍ、消費電力３５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２４９ＺＬＦ９

XY4257ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４２０ｌｍ、消費電力６１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２５７ＺＬＦ９

XY4258ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５５３０ｌｍ、消費電力６１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２５８ＺＬＦ９



XY4259ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束７１２０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２５９ＺＬＦ９

XY4267ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２６７ＺＬＦ９

XY4268ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４９７０ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２６８ＺＬＦ９

XY4269ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４３０ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２６９ＺＬＦ９

XY4277LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
耐雷サージ強化仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　横長配光タイプ（電波式センサ・タイマー機能付）

パナソニック　モールライトＸＹ４２７７ＬＦ９

XY4278LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
防雨型
耐雷サージ強化仕様
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　横長配光タイプ（電波式センサ・タイマー機能付）

パナソニック　モールライトＸＹ４２７８ＬＦ９

XY4287ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６４００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２８７ＺＬＦ９

XY4288ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４９７０ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、横長配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２８８ＺＬＦ９

XY4289ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束６１００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、横長配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２８９ＺＬＦ９

XY4297ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５４６０ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２９７ＺＬＦ９

XY4298ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束４２４０ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２９８ＺＬＦ９

XY4299ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束５２６０ｌｍ、消費電力６３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４２９９ＺＬＦ９

XY4407ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２１８０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４０７ＺＬＦ９

XY4408ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４９０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４０８ＺＬＦ９

XY4409ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１３４９０ｌｍ、消費電力１１２W、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４０９ＺＬＦ９

XY4417LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（電波式センサ・タイマー機能付）

パナソニック　モールライトＸＹ４４１７ＬＦ９

XY4418LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（電波式センサ・タイマー機能付）

パナソニック　モールライトＸＹ４４１８ＬＦ９

XY4427ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２４３６０ｌｍ、消費電力２４０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形×２相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４２７ＺＬＦ９

XY4428ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２０９８０ｌｍ、消費電力２４０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形×２相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４２８ＺＬＦ９

XY4429ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）、アーム：鋼管
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束２６９８０ｌｍ、消費電力２２４W、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形×２相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４２９ＺＬＦ９

XY4437LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（電波式センサ・タイマー機能付）

パナソニック　モールライトＸＹ４４３７ＬＦ９

XY4438LF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ強化仕様
防雨型
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯１０００形　水銀灯４００形相当　全周配光タイプ（電波式センサ・タイマー機能付）

パナソニック　モールライトＸＹ４４３８ＬＦ９

XY4457ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１２１８０ｌｍ、消費電力１２１W、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４５７ＺＬＦ９

XY4458ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０４９０ｌｍ、消費電力１２１W、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、フロント配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４５８ＺＬＦ９

XY4459ZLF9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）、上方光束比０％
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
パネル：強化ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
器具光束１０９３０ｌｍ、消費電力１１３W、電圧１００～２４２Ｖ
アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０、フロント配光タイプ
電波式センサ、タイマー機能付

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４５９ＺＬＦ９



XY5525ZLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

保安灯本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防犯灯本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）

停電時：器具光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ
通常時：器具光束７６５ｌｍ、消費電力１０．３Ｗ

明るさセンサ内蔵、Ｒａ７０、アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）、電圧１００Ｖ

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ防犯灯

パナソニック　防犯灯ＸＹ５５２５ＺＬＥ１

XY5527ZLE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

保安灯本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防犯灯本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）

停電時：器具光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ
通常時：器具光束１３６０ｌｍ、消費電力１７．３Ｗ

明るさセンサ内蔵、Ｒａ７０、アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）、電圧１００Ｖ

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ防犯灯

パナソニック　防犯灯ＸＹ５５２７ＺＬＥ１

XY5528LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し仕上）

保安灯本体：アルミダイカスト（クールホワイト）
防犯灯本体：アルミダイカスト（クールホワイト）

停電時：器具光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ
通常時：器具光束１５００ｌｍ、消費電力１７．３Ｗ

明るさセンサ内蔵、Ｒａ７０、アカルミナホワイト色（８０００Ｋ）、電圧１００Ｖ

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ防犯灯

パナソニック　防犯灯ＸＹ５５２８ＬＥ１

XY5710LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：アクリル
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７１０ＬＥ９

XY5720LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：アクリル
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７２０ＬＥ９

XY5735LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７３５ＬＥ９

XY5736LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７３６ＬＥ９

XY5737LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７３７ＬＥ９

XY5738LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７３８ＬＥ９

XY5755LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７５５ＬＥ９

XY5756LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７５６ＬＥ９

XY5765LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７６５ＬＥ９

XY5766LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７６６ＬＥ９

XY5778LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７７８ＬＥ９

XY5779LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７７９ＬＥ９

XY5788LE9.DXF

アーム：鋼管（コーヒーブラウン）

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）、下部ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７８８ＬＥ９

XY5789LE9.DXF

アーム：鋼管（コーヒーブラウン）

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）、下部ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５７８９ＬＥ９

XY5810LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：アクリル
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８１０ＬＥ９

XY5820LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
グローブ：アクリル
本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８２０ＬＥ９

XY5831LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００／２００Ｖ、防雨型
器具光束２８３５ｌｍ、消費電力２９．４Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５８３１ＬＥ７

XY5832LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
前面パネル：アクリル（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００Ｖ、防雨型
器具光束２８３５ｌｍ、消費電力２９．４Ｗ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ　街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ５８３２ＬＥ１

XY5835LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８３５ＬＥ９

XY5836LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８３６ＬＥ９

XY5837LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８３７ＬＥ９

XY5838LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８３８ＬＥ９



XY5850LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８５０ＬＥ９

XY5851LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８５１ＬＥ９

XY5860LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８６０ＬＥ９

XY5861LE9.DXF

アーム：鋼管（ミディアムグレーメタリック）
下面パネル：強化ガラス（透明サンド消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８６１ＬＥ９

XY5868LE9.DXF

アーム：鋼管（コーヒーブラウン）

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）、下部ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８６８ＬＥ９

XY5869LE9.DXF

アーム：鋼管（コーヒーブラウン）

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）、下部ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）

ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８６９ＬＥ９

XY5878LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８７８ＬＥ９

XY5879LE9.DXF

グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）

ＬＥＤモールライト　コンパクト蛍光灯ＦＨＴ５７形相当×２

パナソニック　モールライトＸＹ５８７９ＬＥ９

XY6810LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４５８０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１０ＬＥ９

XY6811LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４５８０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１１ＬＥ９

XY6812LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４４００ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１２ＬＥ９

XY6813LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４４００ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１３ＬＥ９

XY6814LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４４４０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１４ＬＥ９

XY6815LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４４４０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１５ＬＥ９

XY6816LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４２７０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１６ＬＥ９

XY6817LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４２７０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ７０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１７ＬＥ９

XY6820LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６５４０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２０ＬＥ９

XY6821LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６５４０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２１ＬＥ９

XY6822LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６２８０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２２ＬＥ９

XY6823LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６２８０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２３ＬＥ９

XY6824LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６１６０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２４ＬＥ９

XY6825LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束６１６０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２５ＬＥ９

XY6826LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束５９１０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２６ＬＥ９

XY6827LE9.DXF

電源別置型（２．２ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束５９１０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　ＣＤＭＴＤ１５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２７ＬＥ９

XY6830LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８８４０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３０ＬＥ９



XY6831LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８８４０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３１ＬＥ９

XY6832LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８４３０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３２ＬＥ９

XY6833LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８４３０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３３ＬＥ９

XY6834LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８５４０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３４ＬＥ９

XY6835LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８５４０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３５ＬＥ９

XY6836LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８１５０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３６ＬＥ９

XY6837LE9.DXF

電源別置型（２．３ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８１５０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯２５０形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３７ＬＥ９

XY6850LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１１２１０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５０ＬＥ９

XY6851LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１１２１０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５１ＬＥ９

XY6852LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０７００ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５２ＬＥ９

XY6853LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
広角（横長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０７００ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５３ＬＥ９

XY6854LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０９２０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５４ＬＥ９

XY6855LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０９２０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５５ＬＥ９

XY6856LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０４２０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５６ＬＥ９

XY6857LE9.DXF

電源別置型（２．６ｋｇ）
電源接続部灯具内収納可能
中角（縦長）配光、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０４２０ｌｍ、消費電力１００．８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト電源別置型サイン用　水銀灯４００形相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８５７ＬＥ９

XY7520LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束３３０５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２０ＬＥ９

XY7521LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束２８８０ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２１ＬＥ９

XY7522LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束３１０５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２２ＬＥ９

XY7523LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束２７０５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２３ＬＥ９

XY7524LE9.DXF

上方光束比１５～２０％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束２６４０ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２４ＬＥ９

XY7525LE9.DXF

上方光束比１５～２０％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束２３００ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２５ＬＥ９

XY7526LE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束２５２５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２６ＬＥ９

XY7527LE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束２２００ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５２７ＬＥ９

XY7535LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束３５００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５３５ＬＥ９

XY7536LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束３１００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５３６ＬＥ９



XY7537LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束２９００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５３７ＬＥ９

XY7538LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束２６００ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５３８ＬＥ９

XY7560KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束３５８５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６０ＫＬＥ９

XY7561KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束３１２０ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６１ＫＬＥ９

XY7562KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束２３６５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６２ＫＬＥ９

XY7563KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束２０５５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６３ＫＬＥ９

XY7564KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束２３９０ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６４ＫＬＥ９

XY7565KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６５ＫＬＥ９

XY7566KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

器具光束２３１０ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６６ＫＬＥ９

XY7567KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

器具光束２００５ｌｍ、消費電力３４．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５６７ＫＬＥ９

XY7570LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１８５０ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５７０ＬＥ９

XY7571LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１５８５ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５７１ＬＥ９

XY7572LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１８９０ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５７２ＬＥ９

XY7573LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１６２０ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５７３ＬＥ９

XY7580KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７１７０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８０ＫＬＥ９

XY7581KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６２４０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８１ＫＬＥ９

XY7582KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束４７３０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８２ＫＬＥ９

XY7583KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４１１０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８３ＫＬＥ９

XY7584KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束４７８０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８４ＫＬＥ９

XY7585KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４１６０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８５ＫＬＥ９

XY7586KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

器具光束４６２０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８６ＫＬＥ９

XY7587KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

器具光束４０１０ｌｍ、消費電力６９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯１００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７５８７ＫＬＥ９

XY7600LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４６００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６００ＬＥ９

XY7601LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４０００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０１ＬＥ９

XY7602LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４０００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０２ＬＥ９



XY7603LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束３５００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０３ＬＥ９

XY7604LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束５０００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０４ＬＥ９

XY7605LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４３００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０５ＬＥ９

XY7606LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束５４００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０６ＬＥ９

XY7607LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束４６００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６０７ＬＥ９

XY7610LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束９２００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１０ＬＥ９

XY7611LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８０００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１１ＬＥ９

XY7612LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８０００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１２ＬＥ９

XY7613LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束７０００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１３ＬＥ９

XY7614LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１００００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１４ＬＥ９

XY7615LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８６００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１５ＬＥ９

XY7616LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０８００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１６ＬＥ９

XY7617LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
耐風速５０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）
アーム：アルミ鋳物（青銅色）
本体：アルミ鋳物（青銅色）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束９２００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６１７ＬＥ９

XY7620LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束５４００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２０ＬＥ９

XY7621LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束４６００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２１ＬＥ９

XY7622LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束４９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２２ＬＥ９

XY7623LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束４２００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２３ＬＥ９

XY7624LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束１０８００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２４ＬＥ９

XY7625LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束９２００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２５ＬＥ９

XY7626LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束９８００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２６ＬＥ９

XY7627LE9.DXF

落下防止ワイヤー付

耐風速６０ｍ
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装（コーヒーブラウン）

本体：アルミ（コーヒーブラウン）、パネル：ガラス（強化処理つや消し仕上）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束８４００ｌｍ、消費電力１４６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト　水銀灯２００形\U+00D7２相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６２７ＬＥ９

XY7635LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１１６００ｌｍ、消費電力９７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６３５ＬＥ９

XY7636LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（透明プリズム）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束１０４００ｌｍ、消費電力９７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６３６ＬＥ９

XY7637LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束９６００ｌｍ、消費電力９７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６３７ＬＥ９

XY7638LE9.DXF

耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ、落下防止ワイヤー付
（ミディアムグレーメタリック）、上方光束比０～５％
アーム： 鋼管： 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後塗装
下面パネル： アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
光束８６００ｌｍ、消費電力９７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯エバーライト１４０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６３８ＬＥ９



XY7650LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束５９５５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５０ＬＥ９

XY7651LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束５１７０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５１ＬＥ９

XY7652LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束５７３５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５２ＬＥ９

XY7653LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４９８０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５３ＬＥ９

XY7654LE9.DXF

上方光束比１５～２０％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束４６８５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５４ＬＥ９

XY7655LE9.DXF

上方光束比１５～２０％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４０６５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５５ＬＥ９

XY7656LE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束４９２０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５６ＬＥ９

XY7657LE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４２７０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６５７ＬＥ９

XY7660KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束６６２５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６０ＫＬＥ９

XY7661KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束５７６０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６１ＫＬＥ９

XY7662KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束４６８０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６２ＫＬＥ９

XY7663KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束４０７０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６３ＫＬＥ９

XY7664KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束４５８０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６４ＫＬＥ９

XY7665KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束３９８５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６５ＫＬＥ９

XY7666KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

器具光束４３３０ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６６ＫＬＥ９

XY7667KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

器具光束３７６５ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６６７ＫＬＥ９

XY7670LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束４８６０ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６７０ＬＥ９

XY7671LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束４１８５ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６７１ＬＥ９

XY7672LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束５３６０ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６７２ＬＥ９

XY7673LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束４６１５ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６７３ＬＥ９

XY7680KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束１３２５０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８０ＫＬＥ９

XY7681KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１１５２０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８１ＫＬＥ９

XY7682KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束９３６０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８２ＫＬＥ９

XY7683KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束８１４０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８３ＫＬＥ９

XY7684KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束９１６０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８４ＫＬＥ９



XY7685KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束７９７０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８５ＫＬＥ９

XY7686KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

器具光束８６６０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８６ＫＬＥ９

XY7687KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

器具光束７５３０ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８７ＫＬＥ９

XY7750LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束９３７５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５０ＬＥ９

XY7751LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束８１４０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５１ＬＥ９

XY7752LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束９０３０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５２ＬＥ９

XY7753LE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束７８４０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５３ＬＥ９

XY7754LE9.DXF

上方光束比１５～２０％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７３７５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５４ＬＥ９

XY7755LE9.DXF

上方光束比１５～２０％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６４００ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５５ＬＥ９

XY7756LE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７７５０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５６ＬＥ９

XY7757LE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
落下防止ワイヤー付
グローブ：アクリル（乳白）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック色）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６７２５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７５７ＬＥ９

XY7760KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束１０４３０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６０ＫＬＥ９

XY7761KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束９０７０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６１ＫＬＥ９

XY7762KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７３７０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６２ＫＬＥ９

XY7763KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６４１０ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６３ＫＬＥ９

XY7764KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束７２１５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６４ＫＬＥ９

XY7765KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束６２７５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６５ＫＬＥ９

XY7766KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

器具光束６８１５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６６ＫＬＥ９

XY7767KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

器具光束５９２５ｌｍ、消費電力９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７６７ＫＬＥ９

XY7780KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束２０８６０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８０ＫＬＥ９

XY7781KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１８１４０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８１ＫＬＥ９

XY7782KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束１４７４０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８２ＫＬＥ９

XY7783KLE9.DXF

上方光束比５～１５％
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・上半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１２８２０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８３ＫＬＥ９

XY7784KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
器具光束１４４３０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８４ＫＬＥ９

XY7785KLE9.DXF

上方光束比２０％～
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付
グローブ：ガラス（透明・縦半分アルミ真空蒸着）
本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
器具光束１２５５０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８５ＫＬＥ９



XY7786KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

器具光束１３６３０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８６ＫＬＥ９

XY7787KLE9.DXF

上方光束比５～１５％

光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
耐雷サージ：１５ｋＶ（コモンモード）、落下防止ワイヤー付

グローブ：上部アルミ（シルバーメタリック）・下部ポリカーボネート（透明）

本体：アルミダイカスト（コーヒーブラウン）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

器具光束１１８５０ｌｍ、消費電力１９６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯３００形×２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７８７ＫＬＥ９

XY7790LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１０５９５ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７９０ＬＥ９

XY7791LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束９０１５ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７９１ＬＥ９

XY7792LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束１１０１０ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７９２ＬＥ９

XY7793LE9.DXF

上方光束比０～５％以下
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
光源寿命４００００時間（光束維持率７５％）
天板：鋼板（オフブラック）、グ ローブ：アクリル
本体： アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束９３７０ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ７７９３ＬＥ９

XYSL41AB41.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル１枚
光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４１ＡＢ４１

XYSL41AB52.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル１枚
光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４１ＡＢ５２

XYSL41AB90.DXF

独立電源型
耐風速６０ｍ
蓄電池容量：５日間点灯分
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル１枚

ソーラー照明電源部

パナソニック　ソーラー照明電源部ＸＹＳＬ４１ＡＢ９０

XYSL41PB41LE7.DXF

耐風速６０ｍ、商用電源併用型

蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）

パネル：アクリル、太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）

太陽電池パネル１枚、灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００／２００Ｖ

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４１ＰＢ４１ＬＥ７

XYSL41PB52LE7.DXF

耐風速６０ｍ、商用電源併用型

蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）

パネル：アクリル、太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）

太陽電池パネル１枚、灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、電圧１００／２００Ｖ

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４１ＰＢ５２ＬＥ７

XYSL41PB90LE7.DXF

商用電源併用型
耐風速６０ｍ
蓄電池容量：５日間点灯分
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００／２００Ｖ、太陽電池パネル１枚

ソーラー照明電源部

パナソニック　ソーラー照明電源部ＸＹＳＬ４１ＰＢ９０ＬＥ７

XYSL41UB41.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル１枚
光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４１ＵＢ４１

XYSL41UB52.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル１枚
光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４１ＵＢ５２

XYSL41UB90.DXF

独立電源型
耐風速６０ｍ
蓄電池容量：５日間点灯分
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル１枚

ソーラー照明電源部

パナソニック　ソーラー照明電源部ＸＹＳＬ４１ＵＢ９０

XYSL42AB41.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル２枚
光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＡＢ４１

XYSL42AB52.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル２枚
光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＡＢ５２

XYSL42AB54.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル２枚
光束１５６０ｌｍ、消費電力２５．６Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＡＢ５４

XYSL42AB90.DXF

独立電源型
耐風速６０ｍ
蓄電池容量：５日間点灯分
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル２枚

ソーラー照明電源部

パナソニック　ソーラー照明電源部ＸＹＳＬ４２ＡＢ９０

XYSL42PB41KLE7.DXF

耐風速６０ｍ、商用電源併用型

蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）

パネル：アクリル、太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）

太陽電池パネル２枚、灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００／２００Ｖ

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＰＢ４１ＫＬＥ７

XYSL42PB52KLE7.DXF

耐風速６０ｍ、商用電源併用型

蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）

パネル：アクリル、太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）

太陽電池パネル２枚、灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、電圧１００／２００Ｖ

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＰＢ５２ＫＬＥ７

XYSL42PB54KLE7.DXF

耐風速６０ｍ、商用電源併用型

蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）

パネル：アクリル、太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）

太陽電池パネル２枚、灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７、光源寿命６万時間（光束維持率７０％）

光束１５６０ｌｍ、消費電力２５．６Ｗ、電圧１００／２００Ｖ

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＰＢ５４ＫＬＥ７

XYSL42PB90KLE7.DXF

商用電源併用型
耐風速６０ｍ
蓄電池容量：５日間点灯分
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
電圧１００／２００Ｖ、太陽電池パネル２枚

ソーラー照明電源部

パナソニック　ソーラー照明電源部ＸＹＳＬ４２ＰＢ９０ＫＬＥ７

XYSL42UB41K.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル２枚
光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＵＢ４１Ｋ

XYSL42UB52K.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル２枚
光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＵＢ５２Ｋ



XYSL42UB54K.DXF

耐風速６０ｍ、独立電源型
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、太陽電池パネル２枚
光束１５６０ｌｍ、消費電力２５．６Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

ＬＥＤソーラー街路灯

パナソニック　ソーラー街路灯ＸＹＳＬ４２ＵＢ５４Ｋ

XYSL42UB90K.DXF

独立電源型
耐風速６０ｍ
蓄電池容量：５日間点灯分
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル２枚

ソーラー照明電源部

パナソニック　ソーラー照明電源部ＸＹＳＬ４２ＵＢ９０Ｋ

XYSL51UP41.DXF

蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光、耐風速６０ｍ、独立電源型
ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装）
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後
側面・ブラケットパネル：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、リチウムイオン電池１個
光束３６０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

リチウムイオンソーラー街路灯

パナソニック　リチウムイオンソーラー街路灯ＸＹＳＬ５１ＵＰ４１

XYSL51UP90.DXF

独立電源型
蓄電池容量：４日間点灯分、耐風速６０ｍ

ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装）
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後

側面・ブラケットパネル：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
リチウムイオン電池１個

リチウムイオンソーラー照明電源部

パナソニック　リチウムイオンソーラー照明電源部ＸＹＳＬ５１ＵＰ９０

XYSL52UP52.DXF

蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光、耐風速６０ｍ、独立電源型
ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装）
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後
側面・ブラケットパネル：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、リチウムイオン電池２個
光束８０５ｌｍ、消費電力１２．８Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

リチウムイオンソーラー街路灯

パナソニック　リチウムイオンソーラー街路灯ＸＹＳＬ５２ＵＰ５２

XYSL52UP54.DXF

蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光、耐風速６０ｍ、独立電源型
ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装）
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後
側面・ブラケットパネル：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、リチウムイオン電池２個
光束１５６０ｌｍ、消費電力２５．６Ｗ、昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ６７

リチウムイオンソーラー街路灯

パナソニック　リチウムイオンソーラー街路灯ＸＹＳＬ５２ＵＰ５４

XYSL52UP90.DXF

独立電源型
蓄電池容量：４日間点灯分、耐風速６０ｍ

ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装）
ポール：鋼管（溶融亜鉛メッキ後

側面・ブラケットパネル：ステンレス（ミディアムグレーメタリック）
リチウムイオン電池２個

リチウムイオンソーラー照明電源部

パナソニック　リチウムイオンソーラー照明電源部ＸＹＳＬ５２ＵＰ９０

XYSW41PB41KLE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル１枚タイプ
昼白色（１個）、防雨型、商用電源併用型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４１ＰＢ４１ＫＬＥ７

XYSW41PB52KLE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル１枚タイプ
昼白色（２個）、防雨型、商用電源併用型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４１ＰＢ５２ＫＬＥ７

XYSW41UB41K.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル１枚タイプ
昼白色（１個）、防雨型、独立電源型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４１ＵＢ４１Ｋ

XYSW41UB52K.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：４日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル１枚タイプ
昼白色（２個）、防雨型、独立電源型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４１ＵＢ５２Ｋ

XYSW42PB41KLE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル２枚タイプ
昼白色（１個）、防雨型、商用電源併用型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４２ＰＢ４１ＫＬＥ７

XYSW42PB52KLE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル２枚タイプ
昼白色（２個）、防雨型、商用電源併用型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４２ＰＢ５２ＫＬＥ７

XYSW42PB54KLE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル２枚タイプ
昼白色（４個）、防雨型、商用電源併用型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４２ＰＢ５４ＫＬＥ７

XYSW42UB41K.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル２枚タイプ
昼白色（１個）、防雨型、独立電源型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４２ＵＢ４１Ｋ

XYSW42UB52K.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル２枚タイプ
昼白色（２個）、防雨型、独立電源型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４２ＵＢ５２Ｋ

XYSW42UB54K.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率７０％）
蓄電池容量：５日間点灯分、ワイド配光
蓄電池ボックス：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
太陽電池パネル：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
灯具本体：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、灯具パネル：アクリル
太陽電池パネル２枚タイプ
昼白色（４個）、防雨型、独立電源型

ソーラーウィンド街路灯

パナソニック　ソーラーウインド街路灯ＸＹＳＷ４２ＵＢ５４Ｋ

YA52590BK.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
Ｕキャップ付、バイス付
フード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
ランプ別売、防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９０ＢＫ

YA52590WK.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
Ｕキャップ付、バイス付
フード：アルミ（オフホワイトつや消し仕上）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し仕上）
中角タイプ
ランプ別売、防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９０ＷＫ

YA52592B.DXF

セード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９２Ｂ

YA52592W.DXF

セード：アルミ（オフホワイトつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９２Ｗ

YA52594B.DXF

セード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９４Ｂ

YA52594W.DXF

セード：アルミ（オフホワイトつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９４Ｗ

YA52596B.DXF

アーム長Ｌ＝７９９
セード：アルミ（オフブラックつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフブラックつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９６Ｂ

YA52596W.DXF

アーム長Ｌ＝７９９
セード：アルミ（オフホワイトつや消し）
本体：アルミダイカスト（オフホワイトつや消し）
中角タイプ
防雨型

ＩＬ６０～１５０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５２５９６Ｗ



YA53827K.DXF

落下防止ワイヤー付、中角タイプ
リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５３８２７Ｋ

YA53847K.DXF

落下防止ワイヤー付、広角タイプ
リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ１３０Ｗ×１　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５３８４７Ｋ

YA55827K.DXF

落下防止ワイヤー付、中角タイプ
リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ２５０～５００Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５５８２７Ｋ

YA55847K.DXF

落下防止ワイヤー付、広角タイプ
リード線２ｍ付
反射鏡：アルミ（内面梨地仕上）
前面パネル：硬質ガラス
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
防雨型

ＪＤ２５０～５００Ｗ　スポットライト

パナソニック　ＹＡ５５８４７Ｋ


