LB79901.DXF

LB79900.DXF
ＬＥＤダウンライト

LB79902.DXF

ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤダウンライト

ランプ別売
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ８５ 埋込高７０

パナソニック ＬＢ７９９００

ランプ別売
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）
埋込穴φ８５ 埋込高１２２

パナソニック

LB79905.DXF

ＬＢ７９９０１

ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

ランプ別売、高気密ＳＧＩ形
反射板：（ホワイトつや消し）
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１５０ 埋込高８０

パナソニック

ランプ別売
反射板：（ホワイトつや消し）
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ７５ 埋込高１２８

ＬＢ７９９０５

パナソニック ＬＢ７９９１０

LGB73506LE1.DXF

LGB73507LB1.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

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

パナソニック

ＬＧＢ７３５０６ＬＥ１

LGB74506LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト １００形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７９０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００

パナソニック

ＬＧＢ７４５０６ＬＢ１

LGW40081LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト

４０形ミニレフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３７ｌｍ、消費電力３．７Ｗ、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：ガラス（透明）
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
灯具部幅φ５７・長１１７・地上高７６

パナソニック ＬＧＷ４００８１ＬＥ１

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７３５０７ＬＢ１

LGB74506LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

ＬＢ７９９０２

LGB73505LB1.DXF

ＬＥＤダウンライト

１００形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７４５０６ＬＥ１

LGW40090LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、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：ガラス（透明）
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
灯具部幅φ５７・長１１７・地上高７６

パナソニック ＬＧＷ４００９０ＬＥ１

LB79904.DXF

ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤダウンライト

ランプ別売
反射板：アルミ（銀色仕上）
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００ 埋込高６０

パナソニック

LB79910.DXF

LB79903.DXF

ランプ別売
反射板：プラスチック（ホワイト）
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１２５ 埋込高９０

パナソニック

LGB73505LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７３５０５ＬＢ１

LGB73507LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト ６０形電球１灯器具相当

LGB74507LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト １００形電球１灯器具相当

パナソニック

LGW40091LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

ＬＥＤダウンライト １００形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００

パナソニック

ＬＧＢ７４５０５ＬＢ１

LGB74507LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト １００形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７４０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

パナソニック

ＬＧＢ７４５０７ＬＥ１

LGW40130LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、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：ガラス（透明）
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
灯具部幅φ５７・長１１７・地上高７６

パナソニック ＬＧＷ４００９１ＬＥ１

ＬＧＢ７３５０５ＬＥ１

LGB74505LB1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７４０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７４５０７ＬＢ１

パナソニック ＬＢ７９９０４

LGB73506LB1.DXF
ＬＥＤダウンライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７３５０７ＬＥ１

ＬＢ７９９０３

ランプ別売、高気密ＳＧＩ形
反射板：プラスチック（ホワイト）
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１２５ 埋込高１００

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３７ｌｍ、消費電力３．７Ｗ、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：ガラス（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

パナソニック

ＬＧＷ４０１３０ＬＥ１

６０形電球１灯器具相当

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７３５０６ＬＢ１

LGB74505LE1.DXF
ＬＥＤダウンライト

１００形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８１０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

パナソニック ＬＧＢ７４５０５ＬＥ１

LGW40080LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３７ｌｍ、消費電力３．７Ｗ、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：ガラス（透明）
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
灯具部幅φ５７・長１１７・地上高７６

パナソニック ＬＧＷ４００８０ＬＥ１

LGW40131LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３７ｌｍ、消費電力３．７Ｗ、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：ガラス（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

パナソニック ＬＧＷ４０１３１ＬＥ１

LGW40132LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト ４０形ミニレフ電球１灯器具相当

LGW40140LE1.DXF
ＬＥＤスポットライト

ＬＧＷ４０１３２ＬＥ１

LGW45001SF.DXF
ＬＥＤスポットライト ５０形電球１灯器具相当

ＬＥＤスポットライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

ＬＥＤスポットライト ６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、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：ガラス（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２６ｌｍ、消費電力５．９Ｗ、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：ガラス（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

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

パナソニック ＬＧＷ４０１４０ＬＥ１

LGW45001YK.DXF
ＬＥＤスポットライト

５０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２８１ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、防雨型
ネジ込み方式
カバー：ガラス、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

パナソニック

ＬＧＷ４５００１ＳＦ

LGW50620K.DXF

パナソニック ＬＧＷ４５００１ＹＫ

ＬＧＷ５０６２０Ｋ

LGW50631K.DXF

パナソニック ＬＧＷ５０６２１Ｋ

LGW51662LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１４．６Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

LGW51663LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ５１６６２ＬＥ１

ＬＧＷ５０６３２Ｋ

２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６７６ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型
天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ５１６６３ＬＥ１

パナソニック

ＬＧＷ４０１４２ＬＥ１

LGW45030SF.DXF
ＬＥＤスポットライト

５０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、防雨型
ネジ込み方式
パネル：ガラス（透明）、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

パナソニック ＬＧＷ４５０３０ＢＺ

ＬＥＤ小型シーリングライト ４０形電球２灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ４５０３０ＳＦ

ＬＥＤ小型シーリングライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束４５８ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５０６２２Ｋ

LGW51664LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

パナソニック

４０形電球２灯器具相当

ＬＧＷ５０６２３Ｋ

ＬＥＤシーリングライト

パナソニック ＬＧＷ４５００１ＢＫ

LGW45030YZ.DXF
ＬＥＤスポットライト ５０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、防雨型
ネジ込み方式
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）
可動範囲上下８０度、回転方向３３０度

パナソニック ＬＧＷ４５０３０ＹＺ

ＬＥＤ小型シーリングライト ６０形電球２灯器具相当

３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束８５５ｌｍ、消費電力１４．６Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

パナソニック

ＬＧＷ５１６６０ＬＥ１

LGW51665LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８３２ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ５１６６５ＬＥ１

ＬＧＷ５０６３０Ｋ

LGW51661LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８５１ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８７３ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５１６６４ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２８１ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、防雨型
ネジ込み方式
カバー：ガラス、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

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束４５８ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５０６３３Ｋ

ＬＥＤスポットライト ５０形電球１灯器具相当

LGW50630K.DXF

LGW51660LE1.DXF

ＬＥＤシーリングライト ６０形電球２灯器具相当

LGW45001BK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、防雨型
ネジ込み方式
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）
可動範囲上下８０度、回転方向３３０度

LGW50623K.DXF

LGW50633K.DXF

ＬＥＤ小型シーリングライト ６０形電球２灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束８５５ｌｍ、消費電力１５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５０６３１Ｋ

ＬＥＤスポットライト ５０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束５１２ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

LGW50632K.DXF

ＬＥＤ小型シーリングライト ６０形電球２灯器具相当

LGW45030BZ.DXF

LGW50622K.DXF

ＬＥＤ小型シーリングライト ４０形電球２灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束５１２ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

パナソニック ＬＧＷ４０１４１ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２８１ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型、防雨型
ネジ込み方式
カバー：ガラス、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

LGW50621K.DXF

ＬＥＤ小型シーリングライト ４０形電球２灯器具相当

LGW40142LE1.DXF

６０形ダイクール電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２３７ｌｍ、消費電力３．７Ｗ、電圧１００Ｖ
集光タイプ、防雨型
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
パネル：ガラス（透明）
可動範囲上下９０度、回転方向３３０度

パナソニック

LGW40141LE1.DXF

２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７４９ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型
天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ５１６６１ＬＥ１

LGW51666LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８２７ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５１６６６ＬＥ１

LGW51667LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７１７ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

LGW51668LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６６６ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：アルミ（ブロンズメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

LGW51669LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ５１６６８ＬＥ１

パナソニック ＬＧＷ５１６６９ＬＥ１

LGW51692LE1.DXF

LGW51693LE1.DXF

LGW51700LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６２８ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型
本体：アルミダイカスト（ホワイト）

パナソニック

ＬＧＷ５１６９２ＬＥ１

LGW51703LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９０５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ５１７０３ＬＥ１

LGW56908BK.DXF
ＬＥＤ門柱灯

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、壁直付型・据置取付型、ネジ込み方式
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

パナソニック

ＬＧＷ５６９０８ＢＫ

LGW80168LE1.DXF
ＬＥＤブラケット

２０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８５５ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ８０１６８ＬＥ１

ＬＥＤダウンシーリング １００形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６２８ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

パナソニック ＬＧＷ５１６９３ＬＥ１

LGW51710LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７７２ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５１７１０ＬＥ１

LGW56908SK.DXF
ＬＥＤ門柱灯 ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、壁直付型・据置取付型、ネジ込み方式
本体：アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

パナソニック ＬＧＷ５６９０８ＳＫ

LGW80169LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ２０形直管蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束８１５ｌｍ、消費電力９．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８０１６９ＬＥ１

ＬＥＤダウンシーリング ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６３５ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：アルミ（ブロンズメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

ＬＧＷ５１６６７ＬＥ１

ＬＥＤダウンシーリング １００形電球１灯器具相当

LGW51690LE1.DXF

ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

LGW51711LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ５１６９０ＬＥ１

LGW51701LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト

LGW75000K.DXF
ＬＥＤフットライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック

LGW80190LE1.DXF
ＬＥＤブラケット ２０形直管蛍光灯１灯器具相当

LGW51702LE1.DXF
ＬＥＤシーリングライト ３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９９３ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５１７０２ＬＥ１

LGW51712LE1.DXF

LGW51713LE1.DXF

ＬＥＤシーリングライト

２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

ＬＥＤシーリングライト ２０形丸形蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７２４ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６６０ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

ＬＧＷ５１７１２ＬＥ１

パナソニック ＬＧＷ５１７１３ＬＥ１

LGW80158LE1.DXF

LGW80159LE1.DXF

ＬＥＤブラケット

１０形直管蛍光灯１灯器具相当

ＬＥＤブラケット １０形直管蛍光灯１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４１９ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８０１５８ＬＥ１

LGW80230LE1.DXF
ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０６２ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８０１９０ＬＥ１

パナソニック ＬＧＷ５１６９１ＬＥ１

ＬＧＷ５１７０１ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１０４ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
枠：アルミダイカスト（オフブラック）
パネル：強化ガラス（乳白）

パナソニック ＬＧＷ７５０００Ｋ

３０形丸形蛍光灯１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束９６４ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７０３ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５１７１１ＬＥ１

ＬＥＤダウンシーリング ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型
本体：アルミダイカスト（ホワイト）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１０５８ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ５１７００ＬＥ１

LGW51691LE1.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２６３ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、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（オフブラック）
カバー：アクリル（透明）

パナソニック

ＬＧＷ８０２３０ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３８３ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８０１５９ＬＥ１

LGW80232LE1.DXF
ＬＥＤポーチライト

６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、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（オフブラック）
カバー：アクリル（アンバー）

パナソニック ＬＧＷ８０２３２ＬＥ１

LGW85004BK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

LGW85004YK.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１８０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

パナソニック

ＬＧＷ８５００４ＢＫ

LGW85015SK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０１５ＳＫ

LGW85020YK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８５００４ＹＫ

LGW85016K.DXF
ＬＥＤポーチライト

ＬＧＷ８５０２０ＹＫ

LGW85023YK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８５０１６Ｋ

LGW85021BK.DXF
ＬＥＤポーチライト

ＬＧＷ８５０２３ＹＫ

LGW85031F.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１５８ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）
（オフブラック）

パナソニック

４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８５０２１ＢＫ

LGW85030BK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８５０３０ＢＫ

ＬＧＷ８５０３１Ｆ

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２０５ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）
（オフブラック）

パナソニック ＬＧＷ８５０３２ＢＦ

ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８５０１８ＢＫ

LGW85021YK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ８５００５ＹＫ

LGW85019K.DXF

LGW85030SF.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック

ＬＧＷ８５０３０ＳＦ

LGW85040AK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック ＬＧＷ８５０１４ＳＫ

ＬＥＤポーチライト

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１３０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８５０２０ＢＫ

ＬＥＤポーチライト

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

ＬＧＷ８５０２２Ｋ

LGW85030WK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０３０ＷＫ

LGW85040SF.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１７６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、壁直付型・据置取付型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

パナソニック

ＬＧＷ８５０４０ＳＦ

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７６ｌｍ、消費電力５．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８５０２３ＳＺ

LGW85030YK.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１７７ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
ツマミネジ方式
パネル：アクリル（乳白）、アルミダイカスト（ホワイト）

パナソニック

４０形電球１灯器具相当

LGW85023SZ.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１７６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、壁直付型・据置取付型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

パナソニック ＬＧＷ８５０４０ＡＫ

ＬＧＷ８５０１９Ｋ

LGW85022K.DXF

パナソニック

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス（乳白）
カバーキャッチ付

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１４２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ方式
枠：アルミダイカスト（オフブラック、イタリア製）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７７ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
ツマミネジ方式
パネル：アクリル（乳白）、アルミダイカスト（シルバーメタリック）

パナソニック

ＬＥＤポーチライト

LGW85020BK.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１４１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８５０２１ＹＫ

LGW85014SK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ方式
枠：アルミダイカスト（オフブラック、イタリア製）
カバー：高拡散クリーンアクリル（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７７ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
ツマミネジ方式
パネル：アクリル（乳白）、アルミダイカスト（オフブラック）

LGW85032BF.DXF

ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

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１４１ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７６ｌｍ、消費電力５．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

パナソニック ＬＧＷ８５００５ＢＫ

LGW85018BK.DXF

４０形電球１灯器具相当

LGW85005YK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２９９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白）
カバーキャッチ付

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１３０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

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）、Ｒａ８０
器具光束１８０ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２６３ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
本体：プラスチック（シルバーグレーメタリック）
カバー：ガラス（乳白）
カバーキャッチ付

パナソニック

LGW85005BK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１７７ｌｍ、消費電力４．７Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型、防雨型
ツマミネジ方式
パネル：アクリル（乳白）、アルミダイカスト（プラチナメタリック）

パナソニック ＬＧＷ８５０３０ＹＫ

LGW85040YK.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１７６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、壁直付型・据置取付型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：ガラス（乳白つや消し）

パナソニック ＬＧＷ８５０４０ＹＫ

LGW85044AK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

LGW85044BK.DXF
ＬＥＤポーチライト

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２７９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（ダークブラウン多色塗装）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）

パナソニック

ＬＧＷ８５０４４ＡＫ

LGW85067LE1.DXF
ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当

ＬＧＷ８５０６７ＬＥ１

XLGE500SHF.DXF
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 ＬＧＷ８５０４４ＢＫ

LGW85075BK.DXF
ＬＥＤポーチライト ４０形電球１灯器具相当

パナソニック

XLGE5030SK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

XLGE500SLF.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

XLGE5032BK.DXF
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ＸＬＧＥ５００ＳＬＦ

XLGE5030YK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

LGW85075YK.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８２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８５０７５ＹＫ

XLGE500YHK.DXF
ＬＥＤエントランスライト

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３０ＹＫ

XLGE5032SK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高７８２

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３２ＳＫ

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８０・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５００ＹＨＫ

XLGE5031BK.DXF
ＬＥＤエントランスライト

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高３１２

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高７８２

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３２ＢＫ

パナソニック ＬＧＷ８５０５５ＢＫ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８０・地上高６２５

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高３１２

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３０ＳＫ

ＬＧＷ８５０７５ＢＫ

LGW85055WK.DXF
ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束２５９ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
枠：プラスチック（オフブラック）
カバー：ガラス（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束８２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：アクリル（乳白）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８０・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５００ＳＨＦ

ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２７９ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ツマミネジ方式
枠：アルミダイカスト（オフブラック）
カバー：ガラス（透明石目模様入り）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック

４０形電球１灯器具相当

LGW85055BK.DXF

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高４８２

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３１ＢＫ

XLGE5032YK.DXF
ＬＥＤエントランスライト

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高７８２

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３２ＹＫ

LGW85066LE1.DXF
ＬＥＤポーチライト ６０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束２５９ｌｍ、消費電力７．８Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
枠：プラスチック（ホワイト）
カバー：ガラス（乳白）

パナソニック

ＬＧＷ８５０５５ＷＫ

XLGE500BHK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５０ｌｍ、消費電力６．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防湿型・防雨型、天井直付型・壁直付型、ネジ込み方式
カバー：アクリル（乳白）

パナソニック ＬＧＷ８５０６６ＬＥ１

XLGE500BLK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８０・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５００ＢＨＫ

XLGE500YLK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８０・地上高６２５

パナソニック

XLGE5030BK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２５２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８０・地上高６２５

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５００ＹＬＫ

XLGE5031SK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高３１２

パナソニック

XLGE5040BK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高４８２

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３１ＹＫ

XLGE5040SK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（オフブラック）
幅φ８６・地上高３１４

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４０ＢＫ

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３０ＢＫ

XLGE5031YK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束２２７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ８３・地上高４８２

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０３１ＳＫ

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５００ＢＬＫ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（シルバーメタリック）
幅φ８６・地上高３１４

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４０ＳＫ

XLGE5040YK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

XLGE5041BK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（プラチナメタリック）
幅φ８６・地上高３１４

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４０ＹＫ

XLGE5042SK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

XLGE530SHF.DXF
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

XLGE532BLK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

XLGE7310LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ８１・地上高３３０

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３１０ＬＥ１

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（シルバーメタリック）
幅φ８６・地上高４８４

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４１ＳＫ

XLGE5300BK.DXF
ＬＥＤエントランスライト

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（プラチナメタリック）
幅φ８６・地上高７８４

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４２ＹＫ

XLGE530SLF.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ８４・地上高３３０

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３００ＢＫ

XLGE531YHF.DXF
ＬＥＤエントランスライト

４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
幅φ８４・地上高５００

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３０ＳＬＦ

XLGE551HZ.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束３７７ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ１００・地上高９８７

パナソニック

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８４・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３１ＹＨＦ

XLGE551LZ.DXF

ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ８４・地上高５００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３２ＢＬＫ

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４１ＢＫ

XLGE5042YK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
幅φ８４・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３０ＳＨＦ

ＬＥＤエントランスライト

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（オフブラック）
幅φ８６・地上高４８４

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（シルバーメタリック）
幅φ８６・地上高７８４

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４２ＳＫ

XLGE5041SK.DXF

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５５１ＨＺ

XLGE7311LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ８１・地上高５００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３１１ＬＥ１

ＬＥＤエントランスライト

XLGE5041YK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８４
器具光束３７７ｌｍ、消費電力４．９Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
幅φ１００・地上高５８７

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５５１ＬＺ

XLGE7312LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ８１・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３１２ＬＥ１

ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（プラチナメタリック）
幅φ８６・地上高４８４

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４１ＹＫ

XLGE5300SK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１６２ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
遮光板：アルミ（オフブラック）
幅φ８６・地上高７８４

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５０４２ＢＫ

XLGE5300YK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
幅φ８４・地上高３３０

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３００ＳＫ

XLGE531YLF.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８４・地上高３３０

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３００ＹＫ

XLGE532BHK.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８４・地上高５００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３１ＹＬＦ

XLGE552HK.DXF

４０形電球１灯器具相当

XLGE5042BK.DXF

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１１７ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ８４・地上高８００

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５３２ＢＨＫ

XLGE552LK.DXF

ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１３６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ１１４・地上高１０００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５５２ＨＫ

XLGE7320LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１３６ｌｍ、消費電力３．４Ｗ、電圧１００Ｖ
防雨型、ネジ、ネジ込み方式
ポール：ステンレス（オフブラック）
グローブ：ガラス（乳白つや消し）
ガード：アルミダイカスト（オフブラック）
幅φ１１４・地上高６００

パナソニック

XLGE7321LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
幅φ８１・地上高３３０

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３２０ＬＥ１

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ５５２ＬＫ

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
幅φ８１・地上高５００

パナソニック

ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３２１ＬＥ１

XLGE7322LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（シルバーメタリック）
ガード：アルミダイカスト（シルバーメタリック）
幅φ８１・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３２２ＬＥ１

XLGE7330LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８１・地上高３３０

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３３０ＬＥ１

XLGE7331LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８１・地上高５００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３３１ＬＥ１

XLGE7332LE1.DXF
ＬＥＤエントランスライト ４０形電球１灯器具相当

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束２８１ｌｍ、消費電力７．９Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８１・地上高８００

パナソニック ＬＥＤエントランスライトＸＬＧＥ７３３２ＬＥ１

