
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

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

LGW40090LE1.DXF

灯具部幅φ５７・長１１７・地上高７６
可動範囲上下９０度
スティック付、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付
本体：アルミダイカスト（オフブラック）、パネル：ガラス（透明）
集光タイプ、防雨型
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４００９０ＬＥ１

LGW40091LE1.DXF

灯具部幅φ５７・長１１７・地上高７６
可動範囲上下９０度
スティック付、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）、パネル：ガラス（透明）
集光タイプ、防雨型
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４００９１ＬＥ１

LGW40092LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４００９２ＬＥ１

LGW40093LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４００９３ＬＥ１

LGW40114.DXF

アルミダイカスト（オフブラック）
可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
防雨型
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスポットライト　１５０形ハイビーム電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１１４

LGW40115.DXF

アルミダイカスト（シルバーメタリック）
可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
防雨型
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスポットライト　１５０形ハイビーム電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１１５

LGW40116.DXF

アルミダイカスト（プラチナメタリック）
可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
防雨型
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスポットライト　１５０形ハイビーム電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１１６

LGW40117.DXF

アルミダイカスト（ホワイト）
可動範囲上下８０度、回転方向３３０度
防雨型
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスポットライト　１５０形ハイビーム電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１１７

LGW40124.DXF

幅φ１５０・地上高２１９
キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、電源プラグ付、スティック付
アルミダイカスト（オフブラック）
防雨型、ネジ込み方式、可動範囲上下８０度
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスポットライト　１５０形ハイビーム電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１２４

LGW40125.DXF

幅φ１５０・地上高２１９
キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、電源プラグ付、スティック付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ込み方式、可動範囲上下８０度
器具光束１０００ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤスポットライト　１５０形ハイビーム電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１２５

LGW40140LE1.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
パネル：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
集光タイプ、防雨型
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４０ＬＥ１

LGW40141LE1.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
パネル：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
集光タイプ、防雨型
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４１ＬＥ１

LGW40142LE1.DXF

可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
パネル：ガラス（透明）
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
集光タイプ、防雨型
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４２ＬＥ１

LGW40143LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
集光タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４３ＬＥ１

LGW40144LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
集光タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４４ＬＥ１

LGW40145LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
集光タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４５ＬＥ１

LGW40146LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
集光タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４６ＬＥ１

LGW40147LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
集光タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４７ＬＥ１

LGW40148LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
集光タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１４８ＬＥ１

LGW40180LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８０ＬＥ１



LGW40181LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８１ＬＥ１

LGW40182LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８２ＬＥ１

LGW40183LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８３ＬＥ１

LGW40184LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８４ＬＥ１

LGW40185LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８５ＬＥ１

LGW40186LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８６ＬＥ１

LGW40187LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８７ＬＥ１

LGW40188LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１８８ＬＥ１

LGW40190LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９０ＬＥ１

LGW40191LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９１ＬＥ１

LGW40192LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９２ＬＥ１

LGW40193LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９３ＬＥ１

LGW40194LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９４ＬＥ１

LGW40195LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９５ＬＥ１

LGW40196LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９６ＬＥ１

LGW40197LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９７ＬＥ１

LGW40198LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０１９８ＬＥ１

LGW40260LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２６０ＬＥ１

LGW40261LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２６１ＬＥ１

LGW40262LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２６２ＬＥ１

LGW40263LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付、電源プラグ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２６３ＬＥ１

LGW40270LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２７０ＬＥ１

LGW40271LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２７１ＬＥ１

LGW40272LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２７２ＬＥ１

LGW40273LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２７３ＬＥ１



LGW40290LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２９０ＬＥ１

LGW40291LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２９１ＬＥ１

LGW40292LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２９２ＬＥ１

LGW40293LE1.DXF

キャブタイヤケーブル５ｍ付
二重絶縁型、スティック付
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、電圧１００Ｖ、集光タイプ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０２９３ＬＥ１

LGW40360LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
集光タイプ
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６０ＬＥ１

LGW40361LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
集光タイプ
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６１ＬＥ１

LGW40362LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
集光タイプ
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６２ＬＥ１

LGW40363LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
集光タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６３ＬＥ１

LGW40364LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
集光タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６４ＬＥ１

LGW40365LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
集光タイプ
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６５ＬＥ１

LGW40366LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（オフブラック）
集光タイプ
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６６ＬＥ１

LGW40367LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
集光タイプ
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６７ＬＥ１

LGW40368LE1.DXF

回転方向３３０度
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
パネル：ガラス（透明）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
集光タイプ
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤスポットライト　８０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ４０３６８ＬＥ１

LGW51765BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束５９４ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６５ＢＣＥ１

LGW51765WCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（ホワイト）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６５ＷＣＥ１

LGW51765YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（プラチナメタリック）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６５ＹＣＥ１

LGW51766BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束５９４ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６６ＢＣＥ１

LGW51766WCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（ホワイト）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６６ＷＣＥ１

LGW51766YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（プラチナメタリック）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６６ＹＣＥ１

LGW51767BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（オフブラック）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束５９４ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６７ＢＣＥ１

LGW51767WCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（ホワイト）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６７ＷＣＥ１

LGW51767YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
プラスチック（プラチナメタリック）
天井面・壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．３、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ５１７６７ＹＣＥ１

LGW85080Z.DXF

カバー：アクリル（乳白）
拡散タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２８１ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０８０Ｚ

LGW85081BZ.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミ（オフブラック）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２１５ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０８１ＢＺ

LGW85081SF.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミ（シルバーメタリック）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２１５ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０８１ＳＦ



LGW85081WZ.DXF

アルミ（ホワイト）、カバー：アクリル（乳白）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２１５ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０８１ＷＺ

LGW85081YZ.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミ（プラチナメタリック）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２１５ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０８１ＹＺ

LGW85090Z.DXF

カバー：アクリル（乳白）
拡散タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束３３５ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０９０Ｚ

LGW85091BZ.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミ（オフブラック）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２４２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０９１ＢＺ

LGW85091SF.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミ（シルバーメタリック）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２４２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０９１ＳＦ

LGW85091WZ.DXF

アルミ（ホワイト）、カバー：アクリル（乳白）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２４２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０９１ＷＺ

LGW85091YZ.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミ（プラチナメタリック）
遮光タイプ、ツマミネジ方式、防雨型
壁面・据置取付専用
器具光束２４２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５０９１ＹＺ

LGW85230BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３０ＢＣＥ１

LGW85230SCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３０ＳＣＥ１

LGW85230YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３０ＹＣＥ１

LGW85231BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３１ＢＣＥ１

LGW85231SCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３１ＳＣＥ１

LGW85231YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３１ＹＣＥ１

LGW85232BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３２ＢＣＥ１

LGW85232SCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３２ＳＣＥ１

LGW85232YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３２ＹＣＥ１

LGW85235BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３５ＢＣＥ１

LGW85235SCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３５ＳＣＥ１

LGW85235YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３５ＹＣＥ１

LGW85236BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３６ＢＣＥ１

LGW85236SCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３６ＳＣＥ１

LGW85236YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３６ＹＣＥ１

LGW85237BCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（オフブラック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３７ＢＣＥ１

LGW85237SCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３７ＳＣＥ１

LGW85237YCE1.DXF

カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（プラチナメタリック）
拡散タイプ、ネジ方式、防雨型
壁面・天井面取付専用
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４

ＬＥＤポーチライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＷ８５２３７ＹＣＥ１



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

NND26411K_NND26841.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）１．１Ｗ

ＬＥＤカラー演出　地中埋込型照明器具

パナソニック　ＮＮＤ２６４１１Ｋ＋ＮＮＤ２６８４１

NND27000.DXF

（子器再生番号８個にカスタム登録可）
記憶再生プログラム数：１６プログラム
（うち１ｃｈはインテンシティに割り当て）
適合器具最大制御チャンネル数：１０ｃｈ／台
制御器具最大台数：２００台
出力信号：ＤＭＸ５１２信号

コントローラＡｔ　演出プログラム手動／自動再生器

パナソニック　ＮＮＤ２７０００

NND27010K.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　ＮＮＤ２７０１０Ｋ

NND27204.DXF

超狭角７\U+00B0タイプ

ダイナシューター　ＲＧＢＷ

パナソニック　ＮＮＤ２７２０４

NND27205.DXF

調色範囲：２８００Ｋ～７１００Ｋ相当
超狭角７\U+00B0タイプ

ダイナシューター　調色

パナソニック　ＮＮＤ２７２０５

NND27206.DXF

７１００Ｋ相当
超狭角７\U+00B0タイプ

ダイナシューター　昼光色

パナソニック　ＮＮＤ２７２０６

NND27207.DXF

２８００Ｋ相当
超狭角７\U+00B0タイプ

ダイナシューター　電球色

パナソニック　ＮＮＤ２７２０７

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

NND27254.DXF

超狭角３\U+00B0タイプ

ダイナシューター　ＲＧＢＷ

パナソニック　ＮＮＤ２７２５４

NND27255.DXF

調色範囲：２８００Ｋ～７４００Ｋ相当
超狭角３\U+00B0タイプ

ダイナシューター　調色

パナソニック　ＮＮＤ２７２５５

NND27256.DXF

７４００Ｋ相当
超狭角３\U+00B0タイプ

ダイナシューター　昼光色

パナソニック　ＮＮＤ２７２５６

NND27257.DXF

２８００Ｋ相当
超狭角３\U+00B0タイプ

ダイナシューター　電球色

パナソニック　ＮＮＤ２７２５７

NND27270.DXF

狭角９°タイプ

ダイナセルファー　ＲＧＢＷ

パナソニック　ＮＮＤ２７２７０

NND27274.DXF

狭角９\U+00B0タイプ

ダイナワン　ＲＧＢＷ

パナソニック　ＮＮＤ２７２７４

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

NND27670.DXF

広角３０°タイプ

ダイナセルファー　ＲＧＢＷ

パナソニック　ＮＮＤ２７６７０

NND27674.DXF

広角３０\U+00B0タイプ

ダイナワン　ＲＧＢＷ

パナソニック　ＮＮＤ２７６７４

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

NNN01672HK.DXF

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）
首振範囲約１１５度
ランプ別売、据置型

ＬＥＤスポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７２ＨＫ

NNN01672SK.DXF

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）
首振範囲約１１５度
ランプ別売、据置型

ＬＥＤスポットライト

パナソニック　ＮＮＮ０１６７２ＳＫ

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

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

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



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

NNY20323LE1.DXF

電力会社申請入力容量６．５ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサなし、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束７３０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３２３ＬＥ１

NNY20324LE1.DXF

電力会社申請入力容量６．５ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束６８０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３２４ＬＥ１

NNY20328LE1.DXF

電力会社申請入力容量６．５ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサ内蔵、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束７３０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３２８ＬＥ１

NNY20329LE1.DXF

電力会社申請入力容量６．５ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束６８０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３２９ＬＥ１

NNY20343LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサなし、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１０７０ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３４３ＬＥ１

NNY20344LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１０００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３４４ＬＥ１

NNY20348LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサ内蔵、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
前面パネル：アクリル
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１０７０ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３４８ＬＥ１

NNY20349LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１０００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３４９ＬＥ１



NNY20363LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサなし、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
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）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１１００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６３ＬＥ１

NNY20364LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１０３０ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６４ＬＥ１

NNY20368LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサ内蔵、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
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）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１１００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６８ＬＥ１

NNY20369LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１０３０ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３６９ＬＥ１

NNY20383LE7.DXF

電力会社申請入力容量１８．６ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサなし、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
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）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束２２４０ｌｍ、消費電力１７．９Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３８３ＬＥ７

NNY20384LE7.DXF

電力会社申請入力容量１８．６ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束２１００ｌｍ、消費電力１７．９Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３８４ＬＥ７

NNY20388LE7.DXF

電力会社申請入力容量１８．６ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
防雨型、明るさセンサ内蔵、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
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）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束２２４０ｌｍ、消費電力１７．９Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３８８ＬＥ７

NNY20389LE7.DXF

電力会社申請入力容量１８．６ＶＡ、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束２１００ｌｍ、消費電力１７．９Ｗ、電圧１００Ｖ／２００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０３８９ＬＥ７

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

NNY20493LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
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）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１１００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＴ４２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４９３ＬＥ１

NNY20498LE1.DXF

電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色
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）
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１１００ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＴ４２形相当

パナソニック　ＮＮＹ２０４９８ＬＥ１

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

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

NNY22195KLF9.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％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、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）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、ワイド配光タイプ
光束１５０００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１９５ＫＬＦ９

NNY22196KLF9.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％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、ワイド配光タイプ
光束１３０００ｌｍ、消費電力１２０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２１９６ＫＬＦ９

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

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

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

NNY22332KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、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）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、全周配光タイプ
光束１３２００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３３２ＫＬＦ９

NNY22333KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３３３ＫＬＦ９

NNY22337KLF9.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５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、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）
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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３３７ＫＬＦ９

NNY22338KLF9.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５～１５％、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、全周配光タイプ
光束９５００ｌｍ、消費電力１２２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２３３８ＫＬＦ９

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

NNY22532KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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、Ｒａ８０、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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３２ＫＬＦ９

NNY22536KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３６ＫＬＦ９

NNY22537KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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、Ｒａ８０、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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５３７ＫＬＦ９

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

NNY22561KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６１ＫＬＦ９

NNY22562KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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、Ｒａ８０、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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６２ＫＬＦ９

NNY22566KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６６ＫＬＦ９

NNY22567KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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、Ｒａ８０、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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５６７ＫＬＦ９

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

NNY22591KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５９１ＫＬＦ９

NNY22592KLF9.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／ｓ
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）、防雨型
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、Ｒａ８０、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形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２２５９２ＫＬＦ９

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

NNY24100HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１００ＨＫＬＥ９

NNY24100SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１００ＳＫＬＥ９

NNY24101HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０１ＨＫＬＥ９

NNY24101SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０１ＳＫＬＥ９

NNY24102HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０２ＨＫＬＥ９

NNY24102SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０２ＳＫＬＥ９

NNY24103HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束７２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０３ＨＫＬＥ９

NNY24103SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束７２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０３ＳＫＬＥ９

NNY24104HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束６３１ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０４ＨＫＬＥ９

NNY24104SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束６３１ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０４ＳＫＬＥ９

NNY24105HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６１６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０５ＨＫＬＥ９

NNY24105SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６１６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０５ＳＫＬＥ９

NNY24106HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４９４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０６ＨＫＬＥ９

NNY24106SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４９４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０６ＳＫＬＥ９

NNY24107HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４４０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０７ＨＫＬＥ９

NNY24107SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４４０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０７ＳＫＬＥ９

NNY24108HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４３８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０８ＨＫＬＥ９

NNY24108SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４３８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０８ＳＫＬＥ９

NNY24109HKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０９ＨＫＬＥ９

NNY24109SKLE9.DXF

壁面・天井面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　直付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１０９ＳＫＬＥ９

NNY24110HKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１０ＨＫＬＥ９

NNY24110SKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１０ＳＫＬＥ９

NNY24111HKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１１ＨＫＬＥ９

NNY24111SKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１１ＳＫＬＥ９



NNY24112HKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１２ＨＫＬＥ９

NNY24112SKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１２ＳＫＬＥ９

NNY24113HKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束７２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１３ＨＫＬＥ９

NNY24113SKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束７２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１３ＳＫＬＥ９

NNY24114HKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束６３１ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１４ＨＫＬＥ９

NNY24114SKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束６３１ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１４ＳＫＬＥ９

NNY24115HKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６１６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１５ＨＫＬＥ９

NNY24115SKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６１６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１５ＳＫＬＥ９

NNY24116HKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４９４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１６ＨＫＬＥ９

NNY24116SKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４９４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１６ＳＫＬＥ９

NNY24117HKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４４０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１７ＨＫＬＥ９

NNY24117SKLE9.DXF

壁面取付専用、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４４０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１７ＳＫＬＥ９

NNY24118HKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４３８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１８ＨＫＬＥ９

NNY24118SKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４３８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１８ＳＫＬＥ９

NNY24119HKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１９ＨＫＬＥ９

NNY24119SKLE9.DXF

壁面取付専用、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　アーム付タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１１９ＳＫＬＥ９

NNY24120HZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２０ＨＺＬＥ９

NNY24120SZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束８０９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２０ＳＺＬＥ９

NNY24121HZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２１ＨＺＬＥ９

NNY24121SZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２１ＳＺＬＥ９

NNY24122HZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２２ＨＺＬＥ９

NNY24122SZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２２ＳＺＬＥ９

NNY24123HZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束７２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２３ＨＺＬＥ９

NNY24123SZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束７２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２３ＳＺＬＥ９

NNY24124HZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束６３１ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２４ＨＺＬＥ９



NNY24124SZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
温白色、３５００Ｋ、Ｒａ８５
光束６３１ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２４ＳＺＬＥ９

NNY24125HZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６１６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２５ＨＺＬＥ９

NNY24125SZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束６１６ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４１２５ＳＺＬＥ９

NNY24126HZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４９４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２６ＨＺＬＥ９

NNY24126SZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４９４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２６ＳＺＬＥ９

NNY24127HZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４４０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２７ＨＺＬＥ９

NNY24127SZLE9.DXF

防雨型、広角タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４４０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２７ＳＺＬＥ９

NNY24128HZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４３８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２８ＨＺＬＥ９

NNY24128SZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４３８ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２８ＳＺＬＥ９

NNY24129HZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２９ＨＺＬＥ９

NNY24129SZLE9.DXF

防雨型、拡散タイプ、彩光色
パネル：熱処理ガラス
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト１００形　据置タイプ　ダイクール電球１３０形相当　彩光色タイプ

パナソニック　ＮＮＹ２４１２９ＳＺＬＥ９

NNY24900LE9.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５１００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９００ＬＥ９

NNY24901LE9.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５１００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９０１ＬＥ９

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

NNY24904LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束４５００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９０４ＬＥ９

NNY24905LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束４５００ｌｍ、消費電力４９．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ７０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９０５ＬＥ９

NNY24910LE9.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６４００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９１０ＬＥ９

NNY24911LE9.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６４００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９１１ＬＥ９

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

NNY24914LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束５６００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９１４ＬＥ９

NNY24915LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束５６００ｌｍ、消費電力６３．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴ１５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９１５ＬＥ９

NNY24920LE9.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９５００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９２０ＬＥ９

NNY24921LE9.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９５００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９２１ＬＥ９



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

NNY24924LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束８６００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９２４ＬＥ９

NNY24925LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束８６００ｌｍ、消費電力９１．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９２５ＬＥ９

NNY24930LE9.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１１８００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３０ＬＥ９

NNY24931LE9.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１１８００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３１ＬＥ９

NNY24932KLE9.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／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束１０８８０ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３２ＫＬＥ９

NNY24933KLE9.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／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束１０８８０ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ投光器　水銀灯４００形器具相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３３ＫＬＥ９

NNY24934LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束１０７００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３４ＬＥ９

NNY24935LE9.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）
ワイド配光、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
器具光束１０７００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３５ＬＥ９

NNY24937LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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８０％）
光束１１８００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、広角タイプ

ＬＥＤスポットライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３７ＬＦ９

NNY24939LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ、耐風速６０ｍ
アーム：ステンレス鋼板（ミディアムグレーメタリック）
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８０％）
光束１０７００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、ワイド配光

ＬＥＤモールライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２４９３９ＬＦ９

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

NNY27800ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１８８ＶＡ、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２４６００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８００ＺＬＦ２

NNY27801ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１８８ＶＡ、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２４６００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０１ＺＬＦ２

NNY27804ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１８８ＶＡ、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２４６００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０４ＺＬＦ２

NNY27805ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１８８ＶＡ、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２４６００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０５ＺＬＦ２

NNY27808ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１８８ＶＡ、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２４６００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０８ＺＬＦ２

NNY27809ZLF2.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１８８ＶＡ、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２４６００ｌｍ、消費電力１８５Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　高圧ナトリウム灯３６０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８０９ＺＬＦ２

NNY27810ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１４６ＶＡ、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１９８００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１０ＺＬＦ９

NNY27811ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１４６ＶＡ、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１９８００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１１ＺＬＦ９



NNY27814ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１４６ＶＡ、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１９８００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１４ＺＬＦ９

NNY27815ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１４６ＶＡ、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１９８００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１５ＺＬＦ９

NNY27818ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１４６ＶＡ、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１９８００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１８ＺＬＦ９

NNY27819ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１４６ＶＡ、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１９８００ｌｍ、消費電力１４５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８１９ＺＬＦ９

NNY27820ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２０ＺＬＦ９

NNY27821ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２１ＺＬＦ９

NNY27824ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２４ＺＬＦ９

NNY27825ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２５ＺＬＦ９

NNY27826ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２６ＺＬＦ９

NNY27827ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２７ＺＬＦ９

NNY27828ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２８ＺＬＦ９

NNY27829ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力１２４ＶＡ、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１６４００ｌｍ、消費電力１２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８２９ＺＬＦ９

NNY27830ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３０ＺＬＦ９

NNY27831ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３１ＺＬＦ９

NNY27834ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３４ＺＬＦ９

NNY27835ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３５ＺＬＦ９

NNY27836ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３６ＺＬＦ９

NNY27837ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３７ＺＬＦ９

NNY27838ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３８ＺＬＦ９

NNY27839ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力９４ＶＡ、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１２０００ｌｍ、消費電力９２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯４００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８３９ＺＬＦ９

NNY27840ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４０ＺＬＦ９

NNY27841ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４１ＺＬＦ９

NNY27844ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４４ＺＬＦ９

NNY27845ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４５ＺＬＦ９

NNY27846ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４６ＺＬＦ９



NNY27847ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４７ＺＬＦ９

NNY27848ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４８ＺＬＦ９

NNY27849ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力７４ＶＡ、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９９００ｌｍ、消費電力７３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８４９ＺＬＦ９

NNY27852ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力６２ＶＡ、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８２００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５２ＺＬＦ９

NNY27853ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力６２ＶＡ、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８２００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５３ＺＬＦ９

NNY27856ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力６２ＶＡ、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８２００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５６ＺＬＦ９

NNY27857ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力６２ＶＡ、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８２００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５７ＺＬＦ９

NNY27858ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力６２ＶＡ、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８２００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５８ＺＬＦ９

NNY27859ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力６２ＶＡ、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８２００ｌｍ、消費電力６２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８５９ＺＬＦ９

NNY27862ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力４８ＶＡ、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６０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６２ＺＬＦ９

NNY27863ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力４８ＶＡ、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６０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６３ＺＬＦ９

NNY27866ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力４８ＶＡ、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６０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６６ＺＬＦ９

NNY27867ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力４８ＶＡ、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６０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６７ＺＬＦ９

NNY27868ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力４８ＶＡ、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６０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６８ＺＬＦ９

NNY27869ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力４８ＶＡ、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６０００ｌｍ、消費電力４７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８６９ＺＬＦ９

NNY27872ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力３６ＶＡ、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４４００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７２ＺＬＦ９

NNY27873ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力３６ＶＡ、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４４００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７３ＺＬＦ９

NNY27876ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力３６ＶＡ、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４４００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７６ＺＬＦ９

NNY27877ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力３６ＶＡ、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４４００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７７ＺＬＦ９

NNY27878ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力３６ＶＡ、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４４００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７８ＺＬＦ９

NNY27879ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力３６ＶＡ、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４４００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、局部照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８７９ＺＬＦ９

NNY27886ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力５２ＶＡ、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６８００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
ポール取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８８６ＺＬＦ９

NNY27887ZLF9.DXF

耐風速６０ｍ、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
皮相電力５２ＶＡ、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６８００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
アーム取付型、連続照明

ＬＥＤ道路灯　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＮＹ２７８８７ＺＬＦ９

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

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

NYR10007LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
下面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
皮相電力１６．２ＶＡ、防雨型
器具光束２２００ｌｍ、消費電力１５．９Ｗ、電圧１００－２００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯　ポール式　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０００７ＬＥ７

NYR10017LE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
下面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
皮相電力３４．６ＶＡ、防雨型
器具光束４５００ｌｍ、消費電力３３．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯　ポール式　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００１７ＬＥ９

NYR10021LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力３８ＶＡ、防雨型
器具光束５２００ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明ポール式　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００２１ＬＦ９

NYR10031LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力４６ＶＡ、防雨型
器具光束６０００ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明ポール式　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００３１ＬＦ９

NYR10036LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力４６ＶＡ、防雨型
器具光束６４００ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯局部照明ポール式　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００３６ＬＦ９

NYR10042LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力５４ＶＡ、防雨型
器具光束６９５０ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明ポール式　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００４２ＬＦ９

NYR10051LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力５８ＶＡ、防雨型
器具光束７５５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明ポール式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００５１ＬＦ９

NYR10056LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力５８ＶＡ、防雨型
器具光束８０００ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯局部照明ポール式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００５６ＬＦ９

NYR10061LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力６８ＶＡ、防雨型
器具光束８４００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明ポール式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００６１ＬＦ９

NYR10066LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力６８ＶＡ、防雨型
器具光束９０００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯局部照明ポール式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１００６６ＬＦ９

NYR10107LE7.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
下面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
皮相電力１６．２ＶＡ、防雨型
器具光束２２００ｌｍ、消費電力１５．９Ｗ、電圧１００－２００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯　アーム式　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１０７ＬＥ７

NYR10117LE9.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
下面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
皮相電力３４．６ＶＡ、防雨型
器具光束４５００ｌｍ、消費電力３３．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯　アーム式　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１１７ＬＥ９

NYR10121LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力３８ＶＡ、防雨型
器具光束５２００ｌｍ、消費電力３７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明アーム式　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１２１ＬＦ９

NYR10131LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力４６ＶＡ、防雨型
器具光束６０００ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明アーム式　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１３１ＬＦ９

NYR10136LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力４６ＶＡ、防雨型
器具光束６４００ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯局部照明アーム式　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１３６ＬＦ９

NYR10142LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力５４ＶＡ、防雨型
器具光束６９５０ｌｍ、消費電力５２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明アーム式　水銀灯２５０形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１４２ＬＦ９

NYR10151LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力５８ＶＡ、防雨型
器具光束７５５０ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明アーム式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１５１ＬＦ９

NYR10156LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力５８ＶＡ、防雨型
器具光束８０００ｌｍ、消費電力５７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯局部照明アーム式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１５６ＬＦ９



NYR10161LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力６８ＶＡ、防雨型
器具光束８４００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯連続照明アーム式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１６１ＬＦ９

NYR10166LF9.DXF

光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ
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）
皮相電力６８ＶＡ、防雨型
器具光束９０００ｌｍ、消費電力６６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯局部照明アーム式　水銀灯３００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０１６６ＬＦ９

NYR10307LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
下面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
皮相電力１６．２ＶＡ、防雨型、自動点滅器内蔵
器具光束２２００ｌｍ、消費電力１５．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯　アーム式　水銀灯１００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０３０７ＬＥ１

NYR10317LE1.DXF

光源寿命６００００時間（光束維持率８０％）
耐雷サージ：１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ、落下防止ワイヤー付
下面パネル：ポリカーボネート（透明）
本体：アルミダイカスト（グレー）
皮相電力３４．４ＶＡ、防雨型、自動点滅器内蔵
器具光束４５００ｌｍ、消費電力３４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０

ＬＥＤ道路灯　アーム式　水銀灯２００形相当

パナソニック　ＮＹＲ１０３１７ＬＥ１

NYS10135LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１５７００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角５８\U+00B0

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１３５ＬＥ９

NYS10136LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３０００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角５８\U+00B0

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１３６ＬＥ９

NYS10137LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力１０７Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１５７００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１３７ＬＦ９

NYS10145LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１５９００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１４５ＬＥ９

NYS10146LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１３２００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１４６ＬＥ９

NYS10147LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力１０７Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１５９００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１４７ＬＦ９

NYS10155LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１４９００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１５５ＬＥ９

NYS10156LE9.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１２４００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１５６ＬＥ９

NYS10157LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力１０７Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１４９００ｌｍ、消費電力１１６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　水銀灯７００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０１５７ＬＦ９

NYS10235LE2.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２２６００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２３５ＬＥ２

NYS10236LE2.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１９３００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２３６ＬＥ２

NYS10237LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力１６１Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２２６００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２３７ＬＦ２

NYS10245LE2.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２２８００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２４５ＬＥ２

NYS10246LE2.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１９６００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２４６ＬＥ２

NYS10247LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力１６１Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２２８００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２４７ＬＦ２

NYS10255LE2.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１４００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２５５ＬＥ２

NYS10256LE2.DXF

落下防止ワイヤー付
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束１８４００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２５６ＬＥ２

NYS10257LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力１６１Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２１４００ｌｍ、消費電力１７４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　水銀灯１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０２５７ＬＦ２

NYS10335LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３１５００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３３５ＬＦ２

NYS10336LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２６２００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３３６ＬＦ２

NYS10337LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３１５００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角５８°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２



NYS10345LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３１８００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３４５ＬＦ２

NYS10346LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２６５００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３４６ＬＦ２

NYS10347LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束３１８００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角８６°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２

NYS10355LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２９９００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３５５ＬＦ２

NYS10356LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２４９００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３５６ＬＦ２

NYS10357LF2.DXF

落下防止ワイヤー付、初期光束補正型（平均電力２３５Ｗ）
防噴流型・耐塵型、重耐塩害仕様、耐風速６０ｍ
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
本体：アルミ（グレー）、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
光束２９９００ｌｍ、消費電力２５４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、１／１０ビーム角１２２°

ＬＥＤ投光器　マルチハロゲン灯Ｌタイプ１０００形相当

パナソニック　ＮＹＳ１０３５７ＬＦ２

NYT1021FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、狭角タイプ
器具光束１２５５ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２１ＦＬＥ９

NYT1021NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、狭角タイプ
器具光束２１２０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０２１ＮＬＥ９

NYT1021RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束１９２５ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２１ＲＬＥ９

NYT1021SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束１４１０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０２１ＳＬＥ９

NYT1021WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束２００５ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０２１ＷＬＥ９

NYT1023FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、広角タイプ
器具光束１２３０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２３ＦＬＥ９

NYT1023NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ
器具光束２０８０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２３ＮＬＥ９

NYT1023RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束１８８５ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２３ＲＬＥ９

NYT1023SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束１３８０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２３ＳＬＥ９

NYT1023WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束１９６５ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２３ＷＬＥ９

NYT1024FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、拡散タイプ
器具光束１１９０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２４ＦＬＥ９

NYT1024NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ
器具光束２０２０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２４ＮＬＥ９

NYT1024RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束１８３０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２４ＲＬＥ９

NYT1024SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束１３４０ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２４ＳＬＥ９

NYT1024WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束１９０５ｌｍ、消費電力１７．２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト２００形

パナソニック　ＮＹＴ１０２４ＷＬＥ９

NYT1031FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、狭角タイプ
器具光束２０３５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３１ＦＬＥ９

NYT1031NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、狭角タイプ
器具光束３４４５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３１ＮＬＥ９

NYT1031RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束３１２５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３１ＲＬＥ９

NYT1031SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束２２９０ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３１ＳＬＥ９



NYT1031WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束３２５５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３１ＷＬＥ９

NYT1033FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、広角タイプ
器具光束２０７５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３３ＦＬＥ９

NYT1033NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ
器具光束３５１５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３３ＮＬＥ９

NYT1033RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束３１９０ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３３ＲＬＥ９

NYT1033SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束２３３５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３３ＳＬＥ９

NYT1033WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束３３２０ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３３ＷＬＥ９

NYT1034FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、拡散タイプ
器具光束１９４０ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３４ＦＬＥ９

NYT1034NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ
器具光束３２８０ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３４ＮＬＥ９

NYT1034RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束２９７５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３４ＲＬＥ９

NYT1034SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束２１８０ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３４ＳＬＥ９

NYT1034WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束３０９５ｌｍ、消費電力３１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト３５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０３４ＷＬＥ９

NYT1071FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、狭角タイプ
器具光束４２１０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７１ＦＬＥ９

NYT1071NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、狭角タイプ
器具光束７３０５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７１ＮＬＥ９

NYT1071RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束６６３０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７１ＲＬＥ９

NYT1071SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束４７３５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７１ＳＬＥ９

NYT1071WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、狭角タイプ
器具光束６９００ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７１ＷＬＥ９

NYT1073FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、広角タイプ
器具光束４８１０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７３ＦＬＥ９

NYT1073NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ
器具光束８３５０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７３ＮＬＥ９

NYT1073RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束７５７５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７３ＲＬＥ９

NYT1073SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束５４１０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７３ＳＬＥ９

NYT1073WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
器具光束７８８５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７３ＷＬＥ９

NYT1074FLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
彩光色、電球色、３０００Ｋ、Ｒａ９３、拡散タイプ
器具光束４２１０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７４ＦＬＥ９

NYT1074NLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、拡散タイプ
器具光束７３０５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７４ＮＬＥ９

NYT1074RLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束６６３０ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７４ＲＬＥ９

NYT1074SLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束４７３５ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７４ＳＬＥ９



NYT1074WLE9.DXF

据置取付型、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
白色、４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
器具光束６９００ｌｍ、消費電力７０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト７５０形

パナソニック　ＮＹＴ１０７４ＷＬＥ９

XLGE5030BZ.DXF

幅φ８３・地上高３１２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（オフブラック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３０ＢＺ

XLGE5030SZ.DXF

幅φ８３・地上高３１２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３０ＳＺ

XLGE5030YZ.DXF

幅φ８３・地上高３１２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３０ＹＺ

XLGE5031BZ.DXF

幅φ８３・地上高４８２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（オフブラック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３１ＢＺ

XLGE5031SZ.DXF

幅φ８３・地上高４８２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３１ＳＺ

XLGE5031YZ.DXF

幅φ８３・地上高４８２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３１ＹＺ

XLGE5032BZ.DXF

幅φ８３・地上高７８２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（オフブラック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３２ＢＺ

XLGE5032SZ.DXF

幅φ８３・地上高７８２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３２ＳＺ

XLGE5032YZ.DXF

幅φ８３・地上高７８２
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
防雨型、ネジ込み方式
器具光束２８０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３２ＹＺ

XLGE5300BZ.DXF

幅φ８４・地上高３３０
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（オフブラック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３００ＢＺ

XLGE5300SZ.DXF

幅φ８４・地上高３３０
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３００ＳＺ

XLGE5300YZ.DXF

幅φ８４・地上高３３０
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３００ＹＺ

XLGE530SHU.DXF

幅φ８４・地上高８００
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３０ＳＨＵ

XLGE530SLU.DXF

幅φ８４・地上高５００
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３０ＳＬＵ

XLGE531YHU.DXF

幅φ８４・地上高８００
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３１ＹＨＵ

XLGE531YLU.DXF

幅φ８４・地上高５００
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３１ＹＬＵ

XLGE532BHZ.DXF

幅φ８４・地上高８００
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（オフブラック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３２ＢＨＺ

XLGE532BLZ.DXF

幅φ８４・地上高５００
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
ポール：ステンレス（オフブラック）
防雨型、ネジ方式
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤエントランスライト　４０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３２ＢＬＺ

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



XY2900KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９００ＫＬＥ９

XY2901KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束５９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０１ＫＬＥ９

XY2902KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４２３ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０２ＫＬＥ９

XY2903KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３７４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０３ＫＬＥ９

XY2904KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４５０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０４ＫＬＥ９

XY2905KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束３８４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０５ＫＬＥ９

XY2906KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２７２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０６ＫＬＥ９

XY2907KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２４５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０７ＫＬＥ９

XY2908KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束５２４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０８ＫＬＥ９

XY2909KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束４５２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９０９ＫＬＥ９

XY2910KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００、彩光色
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９１０ＫＬＥ９

XY2911KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：１０００、彩光色
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９１１ＫＬＥ９

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

XY2920KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２０ＫＬＥ９

XY2921KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束５９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２１ＫＬＥ９

XY2922KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４２３ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２２ＫＬＥ９

XY2923KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３７４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２３ＫＬＥ９

XY2924KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４５０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２４ＫＬＥ９

XY2925KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束３８４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２５ＫＬＥ９

XY2926KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２７２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２６ＫＬＥ９

XY2927KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２４５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２７ＫＬＥ９

XY2928KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束５２４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２８ＫＬＥ９

XY2929KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束４５２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９２９ＫＬＥ９



XY2930KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００、彩光色
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９３０ＫＬＥ９

XY2931KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：６００、彩光色
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９３１ＫＬＥ９

XY2940KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束６９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４０ＫＬＥ９

XY2941KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束５９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４１ＫＬＥ９

XY2942KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束４２３ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４２ＫＬＥ９

XY2943KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３７４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４３ＫＬＥ９

XY2944KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束４５０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４４ＫＬＥ９

XY2945KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束３８４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４５ＫＬＥ９

XY2946KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２７２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４６ＫＬＥ９

XY2947KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００、彩光色
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）、反射板：プラスチック（ブラック）
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２４５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４７ＫＬＥ９

XY2948KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０
光束５２４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４８ＫＬＥ９

XY2949KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５
光束４５２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９４９ＫＬＥ９

XY2950KLE9.DXF

ポール径：\U+03C6１３５、地上高：４００、彩光色
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８４
光束３２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９５０ＫＬＥ９

XY2951KLE9.DXF

ポール径：φ１３５、地上高：４００、彩光色
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）
光源寿命４万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８４
光束２９２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤローポールライト　パルックボール２５形器具相当

パナソニック　ローポールライトＸＹ２９５１ＫＬＥ９

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

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

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

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

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

XY4467LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ、耐風速６０ｍ
アーム：　ステンレス鋼板（ミディアムグレーメタリック）
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８０％）
光束１１８００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、広角タイプ

ＬＥＤモールライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４６７ＬＦ９

XY4469LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ、耐風速６０ｍ
アーム：　ステンレス鋼板（ミディアムグレーメタリック）
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８０％）
光束１０７００ｌｍ、消費電力９８．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、ワイド配光

ＬＥＤモールライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４６９ＬＦ９

XY4497LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ、耐風速６０ｍ
アーム：　ステンレス鋼板（ミディアムグレーメタリック）
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８０％）
光束２３６００ｌｍ、消費電力１９６．６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、広角タイプ

ＬＥＤモールライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４９７ＬＦ９

XY4499LF9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ、耐風速６０ｍ
アーム：　ステンレス鋼板（ミディアムグレーメタリック）
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８０％）
光束２１４００ｌｍ、消費電力１９６．６Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
タイマー段調光機能付、ワイド配光

ＬＥＤモールライト　水銀灯４００形相当

パナソニック　モールライトＸＹ４４９９ＬＦ９

XY5536LE1.DXF

防雨型、明るさセンサ内蔵、雷サージ１５ｋＶ、明光色
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
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：光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０
通常時：光束７３０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＬ２０形相当

パナソニック　防犯灯ＸＹ５５３６ＬＥ１

XY5537LE1.DXF

防雨型、明るさセンサ内蔵、雷サージ１５ｋＶ、明光色
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
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：光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０
通常時：光束１０７０ｌｍ、消費電力９．０Ｗ、昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　防犯灯ＸＹ５５３７ＬＥ１

XY5538LE1.DXF

防雨型、明るさセンサ内蔵、雷サージ１５ｋＶ、明光色
光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
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：光束２９０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、アカルミナホワイト色、８０００Ｋ、Ｒａ７０
通常時：光束１１００ｌｍ、消費電力９．０Ｗ、昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０

停電対応蓄電池内蔵ＬＥＤ防犯灯　蛍光灯ＦＨＰ３２形相当

パナソニック　防犯灯ＸＹ５５３８ＬＥ１

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

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

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

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

XY6810KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束４５２０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ７０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１０ＫＬＥ９

XY6811KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束４５２０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ７０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１１ＫＬＥ９

XY6812KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束４２６０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ７０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１２ＫＬＥ９

XY6813KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束４２６０ｌｍ、消費電力４４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ７０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８１３ＫＬＥ９

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

XY6820KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束６２１０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ１５０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２０ＫＬＥ９

XY6821KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束６２１０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ１５０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２１ＫＬＥ９

XY6822KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束５８４０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ１５０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２２ＫＬＥ９

XY6823KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．２ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束５８４０ｌｍ、消費電力６６．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　ＣＤＭＴＤ１５０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８２３ＫＬＥ９

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



XY6832KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．３ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束７９８０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３２ＫＬＥ９

XY6833KLE9.DXF

電源接続部灯具内収納可能、電源別置型（２．３ｋｇ）
電源別置型サイン用、耐雷サージ１５ｋＶ、耐風速６０ｍ／ｓ
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）
光源寿命６万時間（光束維持率７０％）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ配光
光束７９８０ｌｍ、消費電力７３．４Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤスポットライト　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　スポットライトＸＹ６８３３ＫＬＥ９

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

XY7660ZLE9.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ＸＹ７６６０ＺＬＥ９

XY7661ZLE9.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ＸＹ７６６１ＺＬＥ９

XY7662ZLE9.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ＸＹ７６６２ＺＬＥ９

XY7663ZLE9.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ＸＹ７６６３ＺＬＥ９

XY7664ZLE9.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ＸＹ７６６４ＺＬＥ９

XY7665ZLE9.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ＸＹ７６６５ＺＬＥ９

XY7666ZLE9.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ＸＹ７６６６ＺＬＥ９

XY7667ZLE9.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ＸＹ７６６７ＺＬＥ９

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

XY7671KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％以下、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束４１８５ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６７１ＫＬＥ９

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

XY7673KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％以下、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束４６１５ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６７３ＫＬＥ９

XY7680ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８０ＺＬＥ９

XY7681ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８１ＺＬＥ９

XY7682ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８２ＺＬＥ９

XY7683ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８３ＺＬＥ９

XY7684ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８４ＺＬＥ９

XY7685ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８５ＺＬＥ９



XY7686ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８６ＺＬＥ９

XY7687ZLE9.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）、アーム：鋼管（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\U+00D7２器具相当

パナソニック　モールライトＸＹ７６８７ＺＬＥ９

XY7750KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、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、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５０ＫＬＥ９

XY7751KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、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、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５１ＫＬＥ９

XY7752KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、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、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５２ＫＬＥ９

XY7753KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：アルミ（ミディアムグレーメタリック）、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、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５３ＫＬＥ９

XY7754KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比１５～２０％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：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）
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４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５４ＫＬＥ９

XY7755KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比１５～２０％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：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）
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５５ＫＬＥ９

XY7756KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：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）
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４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５６ＫＬＥ９

XY7757KLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：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）
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
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ＸＹ７７５７ＫＬＥ９

XY7760TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１０４３０ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６０ＴＬＥ９

XY7761TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束９０７０ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６１ＴＬＥ９

XY7762TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束７３７０ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６２ＴＬＥ９

XY7763TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束６４１０ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６３ＴＬＥ９

XY7764TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束７２１５ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６４ＴＬＥ９

XY7765TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束６２７５ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６５ＴＬＥ９

XY7766TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束６８１５ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６６ＴＬＥ９

XY7767TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束５９２５ｌｍ、消費電力８８．２Ｗ、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ＸＹ７７６７ＴＬＥ９

XY7780TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束２０８６０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８０ＴＬＥ９

XY7781TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１８１４０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８１ＴＬＥ９

XY7782TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１４７４０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８２ＴＬＥ９

XY7783TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１２８２０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８３ＴＬＥ９

XY7784TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１４４３０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８４ＴＬＥ９

XY7785TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比２０％～、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１２５５０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８５ＴＬＥ９

XY7786TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１３６３０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８６ＴＬＥ９



XY7787TLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比５～１５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
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、Ｒａ８０、光源寿命４万時間（光束維持率７５％）
光束１１８５０ｌｍ、消費電力１７６．４Ｗ、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ＸＹ７７８７ＴＬＥ９

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

XYG2021LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１５８５ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２１ＬＬＥ９

XYG2021NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１８５０ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２１ＮＬＥ９

XYG2022LKLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束４１８５ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２２ＬＫＬＥ９

XYG2022NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束４８６０ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２２ＮＬＥ９

XYG2024LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９０１５ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２４ＬＬＥ９

XYG2024NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１０５９５ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２４ＮＬＥ９

XYG2026LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３１７０ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２６ＬＬＥ９

XYG2026NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３７００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２６ＮＬＥ９

XYG2027LKLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束８３７０ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２７ＬＫＬＥ９

XYG2027NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９７２０ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２７ＮＬＥ９

XYG2029LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１８０３０ｌｍ、消費電力１９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２９ＬＬＥ９

XYG2029NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束２１１９０ｌｍ、消費電力１９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２０２９ＮＬＥ９

XYG2101LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１３００ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１０１ＬＬＥ９

XYG2101NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１５００ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１０１ＮＬＥ９

XYG2102LKLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１０２ＬＫＬＥ９

XYG2102NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束４１００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１０２ＮＬＥ９

XYG2104LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束７６００ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１０４ＬＬＥ９

XYG2104NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９０００ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１０４ＮＬＥ９

XYG2121LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１３００ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２１ＬＬＥ９

XYG2121NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１５００ｌｍ、消費電力２１Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２１ＮＬＥ９



XYG2122LKLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束３５００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２２ＬＫＬＥ９

XYG2122NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束４１００ｌｍ、消費電力５０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２２ＮＬＥ９

XYG2124LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束７６００ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２４ＬＬＥ９

XYG2124NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束９０００ｌｍ、消費電力９９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２４ＮＬＥ９

XYG2126LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束２６００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２６ＬＬＥ９

XYG2126NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束３０００ｌｍ、消費電力４２Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２６ＮＬＥ９

XYG2127LKLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
電源ユニット別置
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
光束７０００ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤ街路灯　水銀灯２５０形器具相当

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２７ＬＫＬＥ９

XYG2127NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束８２００ｌｍ、消費電力１００Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２７ＮＬＥ９

XYG2129LLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
電球色、３０００Ｋ、Ｒａ８５、光源寿命４万時間（光束維持率８５％）
光束１５２００ｌｍ、消費電力１９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２９ＬＬＥ９

XYG2129NLE9.DXF

落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：１５ＫＶ
上方光束比０～５％、耐風速６０ｍ／ｓ
天板：鋼板（オフブラック）、グローブ：アクリル（透明）
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
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１９８Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

ＬＥＤモールライト電源別置型

パナソニック　モールライトＸＹＧ２１２９ＮＬＥ９

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


