LGB17080LB1.DXF
ペンダント

LGB17081LB1.DXF
ペンダント

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０８７ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ１７０８０ＬＢ１

LGB17087LB1.DXF
ペンダント

パナソニック ＬＧＢ１７０８１ＬＢ１

LGB17180LB1.DXF
ペンダント

ＬＧＢ１７０８７ＬＢ１

LGB17186LB1.DXF
ペンダント

LGB17187LB1.DXF
ペンダント

ＬＧＢ１７１８６ＬＢ１

LGB50603LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック

LGB50608LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ１７１８７ＬＢ１

LGB50604LB1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ５０６０８ＬＢ１

LGB50125LB1.DXF

LGB50609LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０１２５ＬＢ１

LGB50605LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０６０９ＬＢ１

ＬＧＢ１７０８５ＬＢ１

LGB17182LB1.DXF

LGB50610LB1.DXF

パナソニック

ＬＧＢ１７１８２ＬＢ１

LGB50155LE1.DXF
ＬＥＤ建築化照明 ６０形電球１灯器具相当

LGB17185LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４４３ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢ１７１８５ＬＢ１

LGB50170LG1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５７０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）

パナソニック

ＬＧＢ５０１５５ＬＥ１

LGB50606LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８５
器具光束３４４ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、埋込型
パネル：アクリル（透明つや消し）
枠：（ホワイト）
送り用端子台付、位相制御式（２線式）
埋込穴７３×６００、埋込深３５

パナソニック

ＬＧＢ５０６０６ＬＢ１

LGB50611LB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２０４６ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５４０ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０６０７ＬＢ１

LGB50612LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１９９２ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０１７０ＬＧ１

LGB50607LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４５７ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック

６０形電球１灯器具相当

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０６１０ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ１７０８６ＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１１９ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１００６ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０６０５ＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５２７ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

ペンダント

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１９３５ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、天井埋込型・壁埋込型
パネル：ポリカーボネート（プリズム）
位相制御式（２線式）
埋込穴□８５、埋込深２１０

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０３４ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０６０４ＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４４３ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１４９ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

パナソニック ＬＧＢ１７１８１ＬＢ１

LGB17086LB1.DXF
ペンダント

ペンダント

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５００ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

LGB17181LB1.DXF

ＬＥＤ建築化照明 ６０形ダイクール電球１灯器具相当

ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０６０３ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ１７０８２ＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４８６ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束９７８ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

ペンダント

ペンダント

パナソニック ＬＧＢ１７１８０ＬＢ１

LGB17085LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１１９ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１０８７ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５２７ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ペンダント

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１４９ｌｍ、消費電力１８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ９００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４８６ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
吊下型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

LGB17082LB1.DXF

ＬＧＢ５０６１１ＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４１１ｌｍ、消費電力２９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０６１２ＬＢ１

LGB50613LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

LGB50614LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５４９ｌｍ、消費電力２９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０６１３ＬＢ１

LGB50629LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０６１４ＬＢ１

LGB50630LB1.DXF

LGB50655LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０６３０ＬＢ１

LGB50659LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

ＬＧＢ５０６５５ＬＢ１

LGB54160K.DXF
ＬＥＤスポットライト

パナソニック ＬＧＢ５０６５９ＬＢ１

ＬＧＢ５４１６０Ｋ

パナソニック

LGB70086K.DXF

ＬＧＢ７００８０Ｋ

LGB70087K.DXF

ＬＥＤダウンライト １０形電球１灯器具相当

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束４２ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井埋込型
枠：プラスチック（透明つや消し）
埋込穴φ４８ 埋込高３２

パナソニック ＬＧＢ７００８６Ｋ

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５８ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
首振範囲２４度
埋込穴φ４８ 埋込高３５

パナソニック

ＬＧＢ７００８７Ｋ

ＬＧＢ５０６２４ＬＢ１

LGB50653LB1.DXF

パナソニック ＬＧＢ５０６６０ＬＢ１

パナソニック

ＬＧＢ５０６５３ＬＢ１

LGB50661LB1.DXF

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５８ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
首振範囲２４度
埋込穴φ４８ 埋込高３５

パナソニック ＬＧＢ７００８８Ｋ

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束９１６ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ５０６５４ＬＢ１

LGB54150.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．４Ｗ、電圧１００Ｖ
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）、反射板：アルミ（銀色仕上）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１７８３ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ５０６６１ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ５４１５０

LGB70084K.DXF

ＬＥＤダウンライト １０形電球１灯器具相当

ＬＥＤダウンライト

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５８ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、天井埋込型
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）
埋込穴φ４８ 埋込高３２

パナソニック ＬＧＢ７００８３Ｋ

LGB71571KLE1.DXF

ＬＥＤダウンライト １０形電球１灯器具相当

LGB50654LB1.DXF

ＬＥＤスポットライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束３５ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井埋込型
枠：プラスチック（ブラックつや消し）
埋込穴φ４８ 埋込高３２

パナソニック ＬＧＢ７００８１Ｋ

パナソニック ＬＧＢ５０６２５ＬＢ１

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８６６ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

LGB70083K.DXF

ＬＥＤダウンライト １０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束７４３ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

LGB70088K.DXF

ＬＥＤダウンライト １０形電球１灯器具相当

パナソニック

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１８３２ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束３５ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井埋込型
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）
埋込穴φ４８ 埋込高３２

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２７５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
１００Ｖ配線ダクト用
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）、反射板：アルミ（銀色仕上）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

パナソニック

LGB50660LB1.DXF

LGB70081K.DXF

ＬＥＤダウンライト １０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束７６３ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０６３１ＬＢ１

LGB50625LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４８６ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１７３２ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

LGB70080K.DXF

２５形電球１灯器具相当

LGB50631LB1.DXF

ＬＥＤ建築化照明

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８９２ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック

パナソニック ＬＧＢ５０６２３ＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５２７ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

パナソニック

ＬＥＤ建築化照明

ＬＥＤ建築化照明

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４４３ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１２００タイプ

LGB50624LB1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束７２２ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４８２ｌｍ、消費電力２９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、天井直付型・壁直付型・据置取付型
（ホワイト）
カバー（乳白つや消し）付、送り用端子台付
位相制御式（２線式）
Ｌ１５００タイプ

ＬＥＤ建築化照明

パナソニック ＬＧＢ５０６２９ＬＢ１

LGB50623LB1.DXF

ＬＥＤブラケット

１０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５８ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、壁埋込型
（ホワイト）
可動範囲上下１２０度、左右各４５度
Ｗ＝１０３ Ｈ＝１０３ 出しろ８

パナソニック ＬＧＢ７１５７１ＫＬＥ１

１０形電球１灯器具相当

電球色（３０００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５８ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、天井埋込型
枠：プラスチック（ブラックつや消し）
埋込穴φ４８ 埋込高３２

パナソニック

ＬＧＢ７００８４Ｋ

LGB71731LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１７０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
パネル：アクリル（透明つや消し）、反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ８５、埋込高８９

パナソニック ＬＧＢ７１７３１ＬＢ１

LGB71736LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

LGB71750LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
パネル：アクリル（透明つや消し）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ８５、埋込高８９

パナソニック

ＬＧＢ７１７３６ＬＢ１

LGB75002LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

ＬＧＢ７５００２ＬＢ１

LGB75011LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＢ７１７５０ＬＢ１

LGB75005LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

ＬＧＢ７５０１１ＬＢ１

LGB75040LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＢ７５００５ＬＢ１

LGB75012LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

ＬＧＢ７５０４０ＬＢ１

LGB75047LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１２３ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック

ＬＧＢ７５０４７ＬＢ１

６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３５０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０１２ＬＢ１

LGB75041LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１６６ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック

６０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３１２ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック

ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
パネル：アクリル（透明つや消し）、反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ８５、埋込高８９

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３５０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック

LGB71760LB1.DXF

４０形ミニレフ電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１６１ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０４１ＬＢ１

LGB75100LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３３３ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５１００ＬＢ１

LGB75000LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

ＬＧＢ７１７６０ＬＢ１

LGB75006LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGB75015LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGB75042LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

LGB75016LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

LGB75101LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＢ７５０１６ＬＢ１

LGB75045LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

LGB75010LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

パナソニック

ＬＧＢ７５０４５ＬＢ１

LGB75102LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３００ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック

ＬＧＢ７５１０２ＬＢ１

６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８８ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０１０ＬＢ１

LGB75017LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８７ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０１７ＬＢ１

LGB75046LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１３４ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３２２ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５１０１ＬＢ１

パナソニック ＬＧＢ７５００１ＬＢ１

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３０４ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０４２ＬＢ１

ＬＧＢ７５００７ＬＢ１

６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８７ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３１２ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０１５ＬＢ１

ＬＧＢ７５０００ＬＢ１

LGB75007LB1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３０４ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５００６ＬＢ１

ＬＥＤダウンライト

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８８ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
パネル：アクリル（透明つや消し）、反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ８５、埋込高９６

パナソニック

LGB75001LB1.DXF

４０形ミニレフ電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１３０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５０４６ＬＢ１

LGB75105LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２６７ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５１０５ＬＢ１

LGB75106LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２６０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック

ＬＧＢ７５１０６ＬＢ１

LGB80531LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２２０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型・壁埋込型、美ルック、拡散タイプ
カバー：ポリカーボネート（乳白）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）

パナソニック

ＬＧＢ８０５３１ＬＢ１

LGB80547LB1.DXF
ＬＥＤブラケット

１００形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３９５ｌｍ、消費電力１１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型・壁埋込型、美ルック、拡散タイプ
カバー：ポリカーボネート（乳白）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ８０５４７ＬＢ１

LGB80554LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２２８ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック

ＬＧＢ８０５５４ＬＢ１

LGB80621LB1.DXF
ＬＥＤブラケット

６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４１０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

パナソニック

ＬＧＢ８０６２１ＬＢ１

LGB75107LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４６ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ブラック）
位相制御式（２線式）
埋込穴φ６５ 埋込高１００

パナソニック ＬＧＢ７５１０７ＬＢ１

LGB80532LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２１５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型・壁埋込型、美ルック、拡散タイプ
カバー：ポリカーボネート（乳白）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ８０５３２ＬＢ１

LGB80550LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３００ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック ＬＧＢ８０５５０ＬＢ１

LGB80555LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２０９ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック ＬＧＢ８０５５５ＬＢ１

LGB80622LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

パナソニック ＬＧＢ８０６２２ＬＢ１

LGB80510K.DXF

LGB80515K.DXF

ＬＥＤブラケット ４０形電球１灯器具相当

ＬＥＤブラケット ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束１８２ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、ツマミネジ方式、上下面カバー付
アルミダイカスト（ホワイト）
Ｗ＝１１０ Ｈ＝１１０ 出しろ１１０

パナソニック ＬＧＢ８０５１０Ｋ

LGB80541LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

LGB80551LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGB80556LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGB80624LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

LGB80552LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＢ８０５２５Ｋ

LGB80546LB1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４３０ｌｍ、消費電力１１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型・壁埋込型、美ルック、拡散タイプ
カバー：ポリカーボネート（乳白）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）

パナソニック

パナソニック

ＬＧＢ８０５５２ＬＢ１

LGB80557LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１８９ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック

ＬＧＢ８０５５７ＬＢ１

LGB80625LB1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

パナソニック

ＬＧＢ８０６２５ＬＢ１

ＬＧＢ８０５４６ＬＢ１

LGB80553LB1.DXF
ＬＥＤブラケット

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２７１ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４１０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

パナソニック ＬＧＢ８０６２４ＬＢ１

ＬＧＢ８０５４２ＬＢ１

２５形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３６０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
壁埋込型
（ホワイト）
Ｗ＝１１５ Ｈ＝１１５ 出しろ４

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型・壁埋込型、美ルック、拡散タイプ
カバー：ポリカーボネート（乳白）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２０６ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック ＬＧＢ８０５５６ＬＢ１

ＬＧＢ８０５１５Ｋ

LGB80542LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２７６ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック ＬＧＢ８０５５１ＬＢ１

ＬＥＤフットライト

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束２６５ｌｍ、消費電力４．４Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、ツマミネジ方式、上下面開放型、入隅コーナー用
アルミダイカスト（ホワイト）
Ｗ＝１５６ Ｈ＝１１０ 出しろ１５５

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２７５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型・壁埋込型、美ルック、拡散タイプ
カバー：ポリカーボネート（乳白）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）

パナソニック ＬＧＢ８０５４１ＬＢ１

LGB80525K.DXF

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４９ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、ネジ方式
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
Ｗ＝８０ Ｈ＝８０ 出しろ７０

パナソニック ＬＧＢ８０５５３ＬＢ１

LGB80581LB1.DXF
ＬＥＤブラケット

２５形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１３０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、壁半埋込型
カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
埋込穴□８０、埋込深６５

パナソニック ＬＧＢ８０５８１ＬＢ１

LGB80631LB1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６４５ｌｍ、消費電力１１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

パナソニック ＬＧＢ８０６３１ＬＢ１

LGB80632LB1.DXF
ＬＥＤブラケット

１００形電球１灯器具相当

LGB80634LB1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５９５ｌｍ、消費電力１１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

パナソニック

ＬＧＢ８０６３２ＬＢ１

LGB81877LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明

２０形直管蛍光灯１灯器具相当

LGB84080K.DXF
ＬＥＤスポットライト

パナソニック ＬＧＢ８０６３４ＬＢ１

LGB81886LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明 ４０形直管蛍光灯１灯器具相当

パナソニック ＬＧＢ８１８８６ＬＢ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２７５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）、反射板：アルミ（銀色仕上）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２７５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井半埋込型・壁半埋込型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）、反射板：アルミ（銀色仕上）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
埋込穴φ４０、埋込高７６

パナソニック

ＬＧＢ８４０８０Ｋ

パナソニック ＬＧＢ８４０８２Ｋ

LGW45825LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形レフ電球１灯器具相当

ＬＧＷ４５８２５ＬＥ１

LGW45841LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック

ＬＧＷ４５８４１ＬＥ１

LGB81887LB1.DXF
ＬＥＤ建築化照明 ４０形直管蛍光灯１灯器具相当

ＬＥＤガーデンライト

４０形レフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック ＬＧＷ４５８２６ＬＥ１

LGW45920LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト

パナソニック ＬＧＢ８１８８７ＬＢ１

ＬＥＤフットライト

パナソニック

ＬＧＢ８１５３６ＬＥ１

LGB84070.DXF
ＬＥＤスポットライト

ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック

６０形電球１灯器具相当

ＬＧＢ８４０７０

LGW45921LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック ＬＧＷ４５９２１ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束９１６ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック

ＬＧＢ８１８７６ＬＢ１

ＬＥＤスポットライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型・据置取付型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）、反射板：アルミ（銀色仕上）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度

パナソニック ＬＧＢ８４０７２

LGW45821LE1.DXF

ＬＥＤガーデンライト ４０形ダイクール電球１灯器具相当

ＬＥＤガーデンライト ４０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック

ＬＧＷ４５８２０ＬＥ１

LGW45831LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、下方配光タイプ、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック ＬＧＷ４５８３０ＬＥ１

ＬＥＤ建築化照明 ２０形直管蛍光灯１灯器具相当

LGB84072.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８．４Ｗ、電圧１００Ｖ
天井半埋込型・壁半埋込型
セード：アルミダイカスト（ホワイト）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）、反射板：アルミ（銀色仕上）
可動範囲上下９０度、回転方向３６０度
埋込穴φ４０、埋込高７６

電球色（３０００Ｋ）、Ｒａ７０
器具光束１．４ｌｍ、消費電力０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
明るさセンサ付、拡散タイプ、壁埋込型
（ホワイト）
Ｗ＝１６２ Ｈ＝６０ 出しろ７．５

LGW45830LE1.DXF

LGB81876LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８５
器具光束２６１ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、ネジ方式
アルミダイカスト（ホワイト）
Ｗ＝１０４ Ｈ＝１６６ 出しろ３９４

LGW45820LE1.DXF

４０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ４５９２０ＬＥ１

ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１７００ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

パナソニック ＬＧＢＪ７１０００

LGW45826LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック

パナソニック ＬＧＢ８０６３５ＬＢ１

LGBJ71000.DXF

ＬＥＤスポットライト ２５形電球１灯器具相当

LGB81536LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５９５ｌｍ、消費電力１１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１７４７ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）、送り用端子台付
Ｌ１２００タイプ

LGB84082K.DXF

２５形電球１灯器具相当

ＬＥＤブラケット １００形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６４５ｌｍ、消費電力１１．１Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（ブラックレザーサテン仕上）
首振範囲上下３０度、左右各１５度、位相制御式（２線式）
Ｗ＝９５ Ｈ＝９５ 出しろ１５５

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８９２ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、美ルック、拡散タイプ
（ホワイト）、ポリカーボネートカバー（乳白）付
位相制御式（２線式）
Ｌ６００タイプ

パナソニック ＬＧＢ８１８７７ＬＢ１

LGB80635LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、下方配光タイプ、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック

ＬＧＷ４５８３１ＬＥ１

LGW45925LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形レフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック

ＬＧＷ４５９２５ＬＥ１

パナソニック ＬＧＷ４５８２１ＬＥ１

LGW45840LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック ＬＧＷ４５８４０ＬＥ１

LGW45926LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形レフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、ビーム角３６度、集光タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック ＬＧＷ４５９２６ＬＥ１

LGW45930LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

LGW45931LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、下方配光タイプ、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック

ＬＧＷ４５９３０ＬＥ１

LGW46119ZLE1.DXF
ＬＥＤスポットライト

１０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ４６１１９ＺＬＥ１

LGW71715LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ４５９３１ＬＥ１

LGW46120KLE1.DXF
ＬＥＤ表札灯 １０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５１ｌｍ、消費電力２．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：アクリル（つや消し）

パナソニック

ＬＧＷ４６１２０ＫＬＥ１

LGW71717LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８５ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、防雨型、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：アクリル（透明つや消し）
埋込穴φ８５、埋込高９６

パナソニック

ＬＧＷ７１７１５ＬＥ１

LGW76010LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、防雨型、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀色鏡面仕上）
パネル：アクリル（透明つや消し）
埋込穴φ８５、埋込高９６

パナソニック ＬＧＷ７１７１７ＬＥ１

LGW76011LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３１２ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＧＷ７６０１０ＬＥ１

LGW76022LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３３９ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＧＷ７６０２２ＬＥ１

ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１５０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、下方配光タイプ、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束４９ｌｍ、消費電力２．２Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）、パネル：アクリル（つや消し）
スティック付、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
灯具部幅５０×８０・長２５・地上高１０６

パナソニック

４０形電球１灯器具相当

LGW45940LE1.DXF

６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３０４ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０１１ＬＥ１

LGW76030LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８８ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０３０ＬＥ１

LGW45941LE1.DXF
ＬＥＤガーデンライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（オフブラック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

パナソニック ＬＧＷ４５９４０ＬＥ１

LGW46121ZLE1.DXF
ＬＥＤ表札灯

１０形電球１灯器具相当

LGW76000LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGW76012LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

ＬＥＤダウンライト

LGW76031LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ７１７０５ＬＥ１

LGW76001LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ４６１１８ＫＬＥ１

LGW71707LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７０ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、防雨型、拡散タイプ、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
反射板：アルミ（銀色仕上）
パネル：アクリル（透明つや消し）
埋込穴φ８５、埋込高８９

パナソニック ＬＧＷ７１７０７ＬＥ１

LGW76002LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７５ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＧＷ７６００１ＬＥ１

LGW76020LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ７６０２０ＬＥ１

LGW76032LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＧＷ７６０３２ＬＥ１

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６００２ＬＥ１

LGW76021LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７６ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７５ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０３１ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束４９ｌｍ、消費電力２．２Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（オフブラック）、パネル：アクリル（つや消し）
スティック付、Ｕキャップ付、キャブタイヤケーブル５ｍ付
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度
灯具部幅５０×８０・長２５・地上高１０６

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、防雨型、拡散タイプ、高気密ＳＧＩ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
反射板：アルミ（銀色仕上）
パネル：アクリル（透明つや消し）
埋込穴φ８５、埋込高８９

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８７ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０１２ＬＥ１

ＬＧＷ４５９４１ＬＥ１

LGW71705LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８８ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０００ＬＥ１

ＬＥＤスポットライト １０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１１０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
据置取付型、防雨型
美ルック、拡散タイプ、スパイク付
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
キャブタイヤケーブル５ｍ付

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９２
器具光束５１ｌｍ、消費電力２．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：アクリル（つや消し）

パナソニック ＬＧＷ４６１２１ＺＬＥ１

LGW46118KLE1.DXF

６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３６３ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０２１ＬＥ１

LGW76040LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形ダイクール電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３１２ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０４０ＬＥ１

LGW76041LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

LGW76042LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３０４ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＧＷ７６０４１ＬＥ１

LGW76060LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ７６０６０ＬＥ１

LGW76072LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ７６０４２ＬＥ１

LGW76061LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

ＬＧＷ７６０７２ＬＥ１

LGW80136SZLE1.DXF
ＬＥＤアッパーライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８５
器具光束２６１ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）

パナソニック

ＬＧＷ８０１３６ＳＺＬＥ１

LGW80625LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（オフブラック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック

ＬＧＷ８０６２５ＬＥ１

６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ７６０６１ＬＥ１

LGW76080LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ７６０５０ＬＥ１

LGW76062LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

LGW80136WLE1.DXF
ＬＥＤアッパーライト

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８５
器具光束２６１ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
本体：アルミダイカスト（ホワイト）

パナソニック ＬＧＷ８０１３６ＷＬＥ１

LGW80627LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック ＬＧＷ８０６２７ＬＥ１

ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ７６０６２ＬＥ１

LGW76081LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGW80621LE1.DXF
ＬＥＤブラケット

６０形ダイクール電球１灯器具相当

ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

LGW80628LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ７６０７０ＬＥ１

LGW76082LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２９１ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＧＷ７６０８２ＬＥ１

LGW80622LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（ホワイト）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック

ＬＧＷ８０６２２ＬＥ１

LGW80631LE1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３８０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック ＬＧＷ８０６２８ＬＥ１

ＬＥＤダウンライト

６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３３９ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０５２ＬＥ１

LGW76071LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

６０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２６７ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（ホワイト）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック ＬＧＷ８０６２１ＬＥ１

ＬＧＷ７６０５１ＬＥ１

LGW76070LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３１２ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０８１ＬＥ１

LGW76052LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３６３ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３００ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３２３ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０８０ＬＥ１

LGW76051LE1.DXF

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３７６ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
埋込穴φ６５

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３２２ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４６ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック

ＬＥＤダウンライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８７ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、ビーム角３４度、集光タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３３３ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイト）
埋込穴φ６５

パナソニック

６０形ダイクール電球１灯器具相当

LGW76050LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６００ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（ホワイト）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック

ＬＧＷ８０６３１ＬＥ１

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２６０ｌｍ、消費電力７．２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防雨型
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ブラック）
埋込穴φ６５

パナソニック ＬＧＷ７６０７１ＬＥ１

LGW80011K.DXF
ＬＥＤアッパーライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型
枠：ステンレス、パネル：強化ガラス（透明）
内面パネル：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８００１１Ｋ

LGW80624LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．９Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（オフブラック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック ＬＧＷ８０６２４ＬＥ１

LGW80632LE1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５５０ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（ホワイト）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック ＬＧＷ８０６３２ＬＥ１

LGW80634LE1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形ダイクール電球１灯器具相当

LGW80635LE1.DXF
ＬＥＤブラケット １００形ダイクール電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６００ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（オフブラック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

パナソニック

ＬＧＷ８０６３４ＬＥ１

LGW81512LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８１５１２ＬＥ１

LGW81571LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８０６３５ＬＥ１

LGW81513LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８１５１３ＬＥ１

LGW81572LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８１５７１ＬＥ１

LGWC81566WK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

SF055B.DXF

SF072B.DXF
ＬＥＤスタンド

パナソニック

ＳＦ０５５Ｂ

ＳＦ０７２Ｂ

パナソニック ＬＧＷ８１５６６ＢＫ

LGW81573LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ６０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８１５７３ＬＥ１

ＬＥＤホリゾンタルライト

パナソニック

ＬＧＷ８０６３８ＬＥ１

LGW81566SF.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ８１５６６ＳＦ

LGWC81566BK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷＣ８１５６６ＢＫ

パナソニック ＬＧＷ８１５１１ＬＥ１

LGW81566WK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
カバー：アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

パナソニック

ＬＧＷ８１５６６ＷＫ

LGWC81566SF.DXF
ＬＥＤポーチライト

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
明るさセンサ付、防雨型、ツマミネジ方式
アルミダイカスト（シルバーメタリックレザーサテン仕上）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
点灯照度調整機能付

パナソニック ＬＧＷＣ８１５６６ＳＦ

SF061W.DXF
ＬＥＤホリゾンタルライト ４０形直管蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１４０４ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、フットスイッチ付
（ブラック）
コード３ｍ付、ローリングキャップ付
Ｌ１２００タイプ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１７８３ｌｍ、消費電力２３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、フットスイッチ付
（ホワイト）
コード３ｍ付、ローリングキャップ付
Ｌ１２００タイプ

ＳＦ０６１Ｂ

パナソニック ＳＦ０６１Ｗ

SF075W.DXF
ＬＥＤスタンド

４０形ミニレフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１８５ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、フットスイッチ付
（ブラック）
コード３ｍ付
ローリングキャップ付

パナソニック ＳＦ０７５Ｂ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３４５ｌｍ、消費電力８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

ＬＥＤホリゾンタルライト ４０形直管蛍光灯１灯器具相当

パナソニック

ＬＥＤスタンド ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
明るさセンサ付、防雨型、ツマミネジ方式
アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
点灯照度調整機能付

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束８９２ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、フットスイッチ付
（ホワイト）
コード３ｍ付、ローリングキャップ付
Ｌ６００タイプ

SF075B.DXF

ＬＥＤブラケット

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
カバー：アルミダイカスト（シルバーメタリックレザーサテン仕上）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

SF061B.DXF
２０形直管蛍光灯１灯器具相当

LGW81511LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５５０ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２１３ｌｍ、消費電力８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２３０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、フットスイッチ付
（ホワイト）
コード３ｍ付
ローリングキャップ付

パナソニック ＳＦ０７２Ｗ

ＬＥＤブラケット １００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
カバー：アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

パナソニック ＳＦ０５５Ｗ

ＬＥＤスタンド ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１２５ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、フットスイッチ付
（ブラック）
コード３ｍ付
ローリングキャップ付

パナソニック

ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束７４０ｌｍ、消費電力１２．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、フットスイッチ付
（ブラック）
コード３ｍ付、ローリングキャップ付
Ｌ６００タイプ

SF072W.DXF

４０形電球１灯器具相当

LGW81566BK.DXF

SF055W.DXF

ＬＥＤホリゾンタルライト ２０形直管蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
明るさセンサ付、防雨型、ツマミネジ方式
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
下面カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）
点灯照度調整機能付

パナソニック ＬＧＷＣ８１５６６ＷＫ

パナソニック ＬＧＷ８０６３７ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５６ｌｍ、消費電力８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックレザーサテン仕上）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

パナソニック ＬＧＷ８１５７２ＬＥ１

LGW80638LE1.DXF

温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束６００ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２４５ｌｍ、消費電力８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（オフブラックレザーサテン仕上）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束３００ｌｍ、消費電力８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

パナソニック

ＬＥＤブラケット １００形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束５５０ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
美ルック、集光タイプ
カバー：ポリカーボネート（透明）、アルミダイカスト（オフブラック）
首振範囲上下３０度、左右各１５度

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２９４ｌｍ、消費電力８．５Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリックレザーサテン仕上）
カバー：ポリカーボネート（透明つや消し）

パナソニック

LGW80637LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２５５ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、集光タイプ、フットスイッチ付
（ホワイト）
コード３ｍ付
ローリングキャップ付

パナソニック

ＳＦ０７５Ｗ

