
LGB71000LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４２０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４８５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０００ＬＵ１

LGB71001LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束３６５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４２０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００１ＬＵ１

LGB71002LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４２０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４８５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００２ＬＵ１

LGB71003LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：プラスチック（透明つや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束３８５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４４５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００３ＬＵ１

LGB71004LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４００ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４６５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００４ＬＵ１

LGB71005LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束２８５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束３３０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００５ＬＵ１

LGB71006LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４３０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４９５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００６ＬＵ１

LGB71007LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束３５０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４０５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１００７ＬＵ１

LGB71010LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４２０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４８５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０１０ＬＵ１

LGB71011LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束３４５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４００ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０１１ＬＵ１

LGB71020LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５６５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

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　ＬＧＢ７１０２０ＬＵ１

LGB71021LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４７０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５４５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

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　ＬＧＢ７１０２１ＬＵ１

LGB71022LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：プラスチック（透明つや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４７５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５４５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

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　ＬＧＢ７１０２２ＬＵ１

LGB71023LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角３０度、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４９５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５７０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０２３ＬＵ１

LGB71024LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角３０度、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４４５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５１５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０２４ＬＵ１

LGB71030LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５６５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

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　ＬＧＢ７１０３０ＬＵ１

LGB71031LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４３５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５００ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

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　ＬＧＢ７１０３１ＬＵ１

LGB71050LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束６１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５０ＬＵ１

LGB71051LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束５２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束６１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５１ＬＵ１

LGB71052LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束６１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５２ＬＵ１

LGB71053LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：プラスチック（透明つや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束５８０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束６７０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５３ＬＵ１

LGB71054LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束５９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束６９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５４ＬＵ１

LGB71055LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束４９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５５ＬＵ１

LGB71056LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束６２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５６ＬＵ１

LGB71057LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束５０５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５８５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０５７ＬＵ１



LGB71060LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束６１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０６０ＬＵ１

LGB71061LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束５００ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５８０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０６１ＬＵ１

LGB71070LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束７０５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束８１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０７０ＬＵ１

LGB71071LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束６８０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７８５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０７１ＬＵ１

LGB71072LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：プラスチック（透明つや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束６８０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７９０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０７２ＬＵ１

LGB71073LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角３０度、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束７１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束８２０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０７３ＬＵ１

LGB71074LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角３０度、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束６６５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７７０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０７４ＬＵ１

LGB71080LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束７０５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束８１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０８０ＬＵ１

LGB71081LU1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミ（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束６２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束７２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８０／電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７１０８１ＬＵ１

LGB72702LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８３ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７０２ＬＢ１

LGB72702LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８３ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７０２ＬＥ１

LGB72706LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７０６ＬＢ１

LGB72706LE1.DXF

埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６５ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７０６ＬＥ１

LGB72707LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７０７ＬＢ１

LGB72707LE1.DXF

埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７０７ＬＥ１

LGB72752LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８７ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７５２ＬＢ１

LGB72752LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８７ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７５２ＬＥ１

LGB72756LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６６５ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７５６ＬＢ１

LGB72756LE1.DXF

埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６６５ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７５６ＬＥ１

LGB72757LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６４０ｌｍ、消費電力１１Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７５７ＬＢ１

LGB72757LE1.DXF

埋込穴φ１２５
カバー：（乳白つや消し）
美ルック、高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６４０ｌｍ、消費電力９．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７２７５７ＬＥ１

LGB73300LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０２ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３００ＬＢ１

LGB73300LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０２ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３００ＬＥ１

LGB73301LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８４ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０１ＬＢ１

LGB73301LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０１ＬＥ１



LGB73302LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０２ＬＢ１

LGB73302LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０２ＬＥ１

LGB73305LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０５ＬＢ１

LGB73305LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０５ＬＥ１

LGB73306LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０６ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０６ＬＢ１

LGB73306LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０６ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０６ＬＥ１

LGB73307LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０７ＬＢ１

LGB73307LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６５ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３０７ＬＥ１

LGB73315LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３９５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１５ＬＢ１

LGB73315LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３９５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１５ＬＥ１

LGB73316LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８１ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１６ＬＢ１

LGB73316LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３８１ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１６ＬＥ１

LGB73317LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１７ＬＢ１

LGB73317LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３５０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３１７ＬＥ１

LGB73320LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５１９ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２０ＬＢ１

LGB73320LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５１９ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２０ＬＥ１

LGB73321LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０１ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２１ＬＢ１

LGB73321LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０１ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２１ＬＥ１

LGB73322LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２２ＬＢ１

LGB73322LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３２２ＬＥ１

LGB73370LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７０ＬＢ１

LGB73370LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７０ＬＥ１

LGB73371LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４０５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７１ＬＢ１

LGB73371LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７１ＬＥ１

LGB73372LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３７５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７２ＬＢ１



LGB73372LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３７２ＬＥ１

LGB73380LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８０ＬＢ１

LGB73380LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８０ＬＥ１

LGB73381LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４０５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８１ＬＢ１

LGB73381LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４０５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８１ＬＥ１

LGB73382LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３７５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８２ＬＢ１

LGB73382LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３８２ＬＥ１

LGB73390LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２３ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９０ＬＢ１

LGB73390LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２３ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９０ＬＥ１

LGB73391LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４０８ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９１ＬＢ１

LGB73391LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４０８ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９１ＬＥ１

LGB73392LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３７５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９２ＬＢ１

LGB73392LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３７５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９２ＬＥ１

LGB73395LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３１６ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９５ＬＢ１

LGB73395LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３１６ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９５ＬＥ１

LGB73396LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３０５ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９６ＬＢ１

LGB73396LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束３０５ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９６ＬＥ１

LGB73397LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束２８０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９７ＬＢ１

LGB73397LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束２８０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３３９７ＬＥ１

LGB73400LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５５３ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４００ＬＢ１

LGB73400LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５５３ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４００ＬＥ１

LGB73401LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５３３ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０１ＬＢ１

LGB73401LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５３３ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０１ＬＥ１

LGB73402LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０２ＬＢ１

LGB73402LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４９０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０２ＬＥ１



LGB73405LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５６４ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０５ＬＢ１

LGB73405LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５６４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０５ＬＥ１

LGB73406LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５４４ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０６ＬＢ１

LGB73406LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５４４ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０６ＬＥ１

LGB73407LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５００ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０７ＬＢ１

LGB73407LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５００ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４０７ＬＥ１

LGB73415LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６３ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４１５ＬＢ１

LGB73415LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６３ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４１５ＬＥ１

LGB73416LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４６ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４１６ＬＢ１

LGB73416LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４６ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４１６ＬＥ１

LGB73417LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４１７ＬＢ１

LGB73417LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４１７ＬＥ１

LGB73420LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５５３ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４２０ＬＢ１

LGB73420LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５５３ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４２０ＬＥ１

LGB73421LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５３３ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４２１ＬＢ１

LGB73421LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５３３ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４２１ＬＥ１

LGB73422LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４９０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４２２ＬＢ１

LGB73422LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４９０ｌｍ、消費電力６．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４２２ＬＥ１

LGB73470LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６３ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４７０ＬＢ１

LGB73470LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６３ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４７０ＬＥ１

LGB73471LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４６ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４７１ＬＢ１

LGB73471LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４６ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４７１ＬＥ１

LGB73472LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４７２ＬＢ１

LGB73472LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４７２ＬＥ１

LGB73480LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６３ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４８０ＬＢ１



LGB73480LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６３ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４８０ＬＥ１

LGB73481LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４６ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４８１ＬＢ１

LGB73481LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４４６ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４８１ＬＥ１

LGB73482LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１０ｌｍ、消費電力６．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４８２ＬＢ１

LGB73482LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４１０ｌｍ、消費電力５．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７３４８２ＬＥ１

LGB73500LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５００ＬＢ１

LGB73500LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５００ＬＥ１

LGB73501LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５０１ＬＢ１

LGB73501LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５０１ＬＥ１

LGB73502LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５０２ＬＢ１

LGB73502LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４２０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７３５０２ＬＥ１

LGB73600LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４７０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７３６００ＬＢ１

LGB73600LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４７０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７３６００ＬＥ１

LGB73601LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４５５ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７３６０１ＬＢ１

LGB73601LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４５５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７３６０１ＬＥ１

LGB73602LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７３６０２ＬＢ１

LGB73602LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７３６０２ＬＥ１

LGB74300LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６２ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３００ＬＢ１

LGB74300LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６２ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３００ＬＥ１

LGB74301LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８３３ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０１ＬＢ１

LGB74301LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８３３ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０１ＬＥ１

LGB74302LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０２ＬＢ１

LGB74302LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７６５ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０２ＬＥ１

LGB74305LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束９０１ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０５ＬＢ１

LGB74305LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束９０１ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０５ＬＥ１



LGB74306LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８７１ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０６ＬＢ１

LGB74306LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８７１ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０６ＬＥ１

LGB74307LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８００ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０７ＬＢ１

LGB74307LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８００ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３０７ＬＥ１

LGB74315LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８２ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１５ＬＢ１

LGB74315LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８２ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１５ＬＥ１

LGB74316LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６５９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１６ＬＢ１

LGB74316LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６５９ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１６ＬＥ１

LGB74317LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６０５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１７ＬＢ１

LGB74317LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６０５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３１７ＬＥ１

LGB74320LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８９０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２０ＬＢ１

LGB74320LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８９０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２０ＬＥ１

LGB74321LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２１ＬＢ１

LGB74321LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２１ＬＥ１

LGB74322LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７９０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２２ＬＢ１

LGB74322LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７９０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３２２ＬＥ１

LGB74370LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７０ＬＢ１

LGB74370LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７０ＬＥ１

LGB74371LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７１ＬＢ１

LGB74371LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７１ＬＥ１

LGB74372LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７２ＬＢ１

LGB74372LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３７２ＬＥ１

LGB74380LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８０ＬＢ１

LGB74380LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８０ＬＥ１

LGB74381LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８１ＬＢ１



LGB74381LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６８５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８１ＬＥ１

LGB74382LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８２ＬＢ１

LGB74382LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３８２ＬＥ１

LGB74390LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６９５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９０ＬＢ１

LGB74390LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６９５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９０ＬＥ１

LGB74391LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９１ＬＢ１

LGB74391LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９１ＬＥ１

LGB74392LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６１０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９２ＬＢ１

LGB74392LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６１０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９２ＬＥ１

LGB74395LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９５ＬＢ１

LGB74395LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５２５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９５ＬＥ１

LGB74396LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９６ＬＢ１

LGB74396LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束５０５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９６ＬＥ１

LGB74397LB1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９７ＬＢ１

LGB74397LE1.DXF

埋込穴φ１００　埋込高９０
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４６０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４３９７ＬＥ１

LGB74400LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束９０１ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４００ＬＢ１

LGB74400LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束９０１ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４００ＬＥ１

LGB74401LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８７１ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０１ＬＢ１

LGB74401LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８７１ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０１ＬＥ１

LGB74402LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８００ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０２ＬＢ１

LGB74402LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８００ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０２ＬＥ１

LGB74405LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束９１３ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０５ＬＢ１

LGB74405LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束９１３ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０５ＬＥ１

LGB74406LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８８２ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０６ＬＢ１

LGB74406LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８８２ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０６ＬＥ１



LGB74407LB1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８１０ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０７ＬＢ１

LGB74407LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８１０ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４０７ＬＥ１

LGB74415LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１５ＬＢ１

LGB74415LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４４ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１５ＬＥ１

LGB74416LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１６ＬＢ１

LGB74416LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７１９ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１６ＬＥ１

LGB74417LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６０ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１７ＬＢ１

LGB74417LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：プラスチック（透明つや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６０ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４１７ＬＥ１

LGB74420LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８９６ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２０ＬＢ１

LGB74420LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８９６ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２０ＬＥ１

LGB74421LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６６ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２１ＬＢ１

LGB74421LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束８６６ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２１ＬＥ１

LGB74422LB1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７９５ｌｍ、消費電力１１．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２２ＬＢ１

LGB74422LE1.DXF

埋込穴□１００、埋込高８０
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７９５ｌｍ、消費電力１０．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４２２ＬＥ１

LGB74470LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７０ＬＢ１

LGB74470LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４９ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７０ＬＥ１

LGB74471LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７２４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７１ＬＢ１

LGB74471LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７２４ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７１ＬＥ１

LGB74472LB1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７２ＬＢ１

LGB74472LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４７２ＬＥ１

LGB74480LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４９ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８０ＬＢ１

LGB74480LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７４９ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８０ＬＥ１

LGB74481LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７２４ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８１ＬＢ１

LGB74481LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束７２４ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８１ＬＥ１

LGB74482LB1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度、位相制御式（２線式）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６５ｌｍ、消費電力１０Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８２ＬＢ１



LGB74482LE1.DXF

埋込穴□１００　埋込高１００
首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束６６５ｌｍ、消費電力８．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４４８２ＬＥ１

LGB74500LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７４５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５００ＬＢ１

LGB74500LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７４５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５００ＬＥ１

LGB74501LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５０１ＬＢ１

LGB74501LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５０１ＬＥ１

LGB74502LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６８５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５０２ＬＢ１

LGB74502LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６８５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４５０２ＬＥ１

LGB74600LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７６０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６００ＬＢ１

LGB74600LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７６０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６００ＬＥ１

LGB74601LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７４０ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６０１ＬＢ１

LGB74601LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７４０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６０１ＬＥ１

LGB74602LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６９５ｌｍ、消費電力８．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６０２ＬＢ１

LGB74602LE1.DXF

埋込穴φ７５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束６９５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７４６０２ＬＥ１

LGB75320LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４９０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３２０ＬＢ１

LGB75320LE1.DXF

埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３２０ＬＥ１

LGB75321LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３２１ＬＢ１

LGB75321LE1.DXF

埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４７５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３２１ＬＥ１

LGB75322LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３２２ＬＢ１

LGB75322LE1.DXF

埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３２２ＬＥ１

LGB75330LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４７０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３０ＬＢ１

LGB75330LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４７０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３０ＬＥ１

LGB75331LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３１ＬＢ１

LGB75331LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３１ＬＥ１

LGB75332LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３２ＬＢ１

LGB75332LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３３２ＬＥ１



LGB75340LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４７５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４０ＬＢ１

LGB75340LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４７５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４０ＬＥ１

LGB75341LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４１ＬＢ１

LGB75341LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４１ＬＥ１

LGB75342LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４２ＬＢ１

LGB75342LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３４２ＬＥ１

LGB75350LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４９５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３５０ＬＢ１

LGB75350LE1.DXF

埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４９５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３５０ＬＥ１

LGB75351LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３５１ＬＢ１

LGB75351LE1.DXF

埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４８０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３５１ＬＥ１

LGB75352LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３５２ＬＢ１

LGB75352LE1.DXF

埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４５５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３５２ＬＥ１

LGB75370LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７０ＬＢ１

LGB75370LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７０ＬＥ１

LGB75371LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７１ＬＢ１

LGB75371LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７１ＬＥ１

LGB75372LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７２ＬＢ１

LGB75372LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３７２ＬＥ１

LGB75390LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９０ＬＢ１

LGB75390LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９０ＬＥ１

LGB75391LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９１ＬＢ１

LGB75391LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４４５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９１ＬＥ１

LGB75392LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９２ＬＢ１

LGB75392LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束４２０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９２ＬＥ１

LGB75395LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９５ＬＢ１



LGB75395LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３４５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９５ＬＥ１

LGB75396LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３３５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９６ＬＢ１

LGB75396LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３３５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９６ＬＥ１

LGB75397LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３１５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９７ＬＢ１

LGB75397LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束３１５ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５３９７ＬＥ１

LGB75430LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７５４３０ＬＢ１

LGB75430LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４６０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７５４３０ＬＥ１

LGB75431LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７５４３１ＬＢ１

LGB75431LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７５４３１ＬＥ１

LGB75432LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７５４３２ＬＢ１

LGB75432LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束４２０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７５４３２ＬＥ１

LGB75470LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７０ＬＢ１

LGB75470LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束４４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７０ＬＥ１

LGB75471LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７１ＬＢ１

LGB75471LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束４３０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７１ＬＥ１

LGB75472LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７２ＬＢ１

LGB75472LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束４００ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　６０形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７５４７２ＬＥ１

LGB76000LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４３９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束４７５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６０００ＬＱ１

LGB76001LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束３０４ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束３２９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６００１ＬＱ１

LGB76002LQ1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４３９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束４７５ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６００２ＬＱ１

LGB76010LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４９９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束５３９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７６０１０ＬＱ１

LGB76011LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４６７ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束５０４ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７６０１１ＬＱ１

LGB76050LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束７５８ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６０５０ＬＱ１

LGB76051LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４８５ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束５２５ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６０５１ＬＱ１

LGB76052LQ1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
美ルック、拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束７５８ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６０５２ＬＱ１



LGB76060LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束８００ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束８６６ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６０６０ＬＱ１

LGB76061LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
美ルック、集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束７４９ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束８１１ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、高演色Ｒａ９５／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６０６１ＬＱ１

LGB76320LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８２０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３２０ＬＢ１

LGB76320LE1.DXF

埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８２０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３２０ＬＥ１

LGB76321LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８００ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３２１ＬＢ１

LGB76321LE1.DXF

埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８００ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３２１ＬＥ１

LGB76322LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３２２ＬＢ１

LGB76322LE1.DXF

埋込穴φ１２５
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３２２ＬＥ１

LGB76330LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７８５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３０ＬＢ１

LGB76330LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７８５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３０ＬＥ１

LGB76331LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３１ＬＢ１

LGB76331LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３１ＬＥ１

LGB76332LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７２０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３２ＬＢ１

LGB76332LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７２０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３３２ＬＥ１

LGB76340LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７９０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４０ＬＢ１

LGB76340LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４０ＬＥ１

LGB76341LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４１ＬＢ１

LGB76341LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４１ＬＥ１

LGB76342LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４２ＬＢ１

LGB76342LE1.DXF

埋込穴□１２５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７２５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３４２ＬＥ１

LGB76350LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８３０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３５０ＬＢ１

LGB76350LE1.DXF

埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３５０ＬＥ１

LGB76351LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８１０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３５１ＬＢ１

LGB76351LE1.DXF

埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束８１０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３５１ＬＥ１

LGB76352LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７６０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３５２ＬＢ１



LGB76352LE1.DXF

埋込穴φ１５０
枠：（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７６０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３５２ＬＥ１

LGB76370LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７０ＬＢ１

LGB76370LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７０ＬＥ１

LGB76371LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７１ＬＢ１

LGB76371LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７３０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７１ＬＥ１

LGB76372LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６８５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７２ＬＢ１

LGB76372LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６８５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３７２ＬＥ１

LGB76390LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９０ＬＢ１

LGB76390LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９０ＬＥ１

LGB76391LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９１ＬＢ１

LGB76391LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９１ＬＥ１

LGB76392LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７０５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９２ＬＢ１

LGB76392LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束７０５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９２ＬＥ１

LGB76395LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６００ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９５ＬＢ１

LGB76395LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束６００ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９５ＬＥ１

LGB76396LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９６ＬＢ１

LGB76396LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５８５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９６ＬＥ１

LGB76397LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５４５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９７ＬＢ１

LGB76397LE1.DXF

埋込穴φ１００
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
器具光束５４５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６３９７ＬＥ１

LGB76430LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３０ＬＢ１

LGB76430LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７７０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３０ＬＥ１

LGB76431LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３１ＬＢ１

LGB76431LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７５０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３１ＬＥ１

LGB76432LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７００ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３２ＬＢ１

LGB76432LE1.DXF

埋込穴□１００
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、集光タイプ
器具光束７００ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４３２ＬＥ１



LGB76470LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７０ＬＢ１

LGB76470LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束７５５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７０ＬＥ１

LGB76471LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束７３５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７１ＬＢ１

LGB76471LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束７３５ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７１ＬＥ１

LGB76472LB1.DXF

位相制御式（２線式）、埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束６９０ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７２ＬＢ１

LGB76472LE1.DXF

埋込穴φ１００、首振範囲３０度
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
高気密ＳＢ形、ビーム角２４度、集光タイプ
器具光束６９０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤユニバーサルダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７６４７２ＬＥ１

LGB77000LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４３９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５６９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７０００ＬＱ１

LGB77001LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束３０４ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束３９４ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７００１ＬＱ１

LGB77002LQ1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４３９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束５６９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７００２ＬＱ１

LGB77010LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４９９ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束６４６ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７７０１０ＬＱ１

LGB77011LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４６７ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束６０４ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

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　ＬＧＢ７７０１１ＬＱ１

LGB77050LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束９０７ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７０５０ＬＱ１

LGB77051LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束４８５ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束６２９ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７０５１ＬＱ１

LGB77052LQ1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束７００ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束９０７ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７０５２ＬＱ１

LGB77060LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ホワイトつや消し）
集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束８００ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束９９３ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７０６０ＬＱ１

LGB77061LQ1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高８０
枠：（ブラックつや消し）
集光タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
２７００Ｋ：器具光束７４９ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
６２００Ｋ：器具光束９３０ｌｍ、消費電力１２．７Ｗ、電圧１００Ｖ
昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３／電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７７０６１ＬＱ１

LGB78000LQ1.DXF

枠：アルミ（ホワイトつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８０００ＬＱ１

LGB78001LQ1.DXF

枠：アルミ（ブラックつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束３４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束３５３ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束３６５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８００１ＬＱ１

LGB78002LQ1.DXF

枠：アルミ（ホワイトつや消し）、埋込穴φ１２５
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束４２０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束４４０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束４６０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８００２ＬＱ１

LGB78010LQ1.DXF

枠：アルミ（ホワイトつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束４９８ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束５１５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７８０１０ＬＱ１

LGB78011LQ1.DXF

枠：アルミ（ブラックつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束４５０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束４６５ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束４８０ｌｍ、消費電力５．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

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　ＬＧＢ７８０１１ＬＱ１

LGB78050LQ1.DXF

枠：アルミ（ホワイトつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束６７０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束６９５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束７２０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８０５０ＬＱ１

LGB78051LQ1.DXF

枠：アルミ（ブラックつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束５４５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束５６８ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束５９０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８０５１ＬＱ１

LGB78052LQ1.DXF

枠：アルミ（ホワイトつや消し）、埋込穴φ１２５
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
２７００Ｋ：器具光束６７０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束６９５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束７２０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８０５２ＬＱ１

LGB78060LQ1.DXF

枠：アルミ（ホワイトつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束７６０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束７９０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束８２０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８０６０ＬＱ１



LGB78061LQ1.DXF

枠：アルミ（ブラックつや消し）、埋込穴φ１００
高気密ＳＢ形、集光タイプ
２７００Ｋ：器具光束７１５ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
３５００Ｋ：器具光束７４３ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
５０００Ｋ：器具光束７７０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３／温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形ダイクール電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ７８０６１ＬＱ１

LGBC71612LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束４２３．９ｌｍ、消費電力６．１Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６１２ＬＥ１

LGBC71613LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束４７８ｌｍ、消費電力６．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６１３ＬＥ１

LGBC71622LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束４２５ｌｍ、消費電力６．１Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６２２ＬＥ１

LGBC71623LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束４８０ｌｍ、消費電力６．１Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６２３ＬＥ１

LGBC71624LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束４５５ｌｍ、消費電力６．１Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６２４ＬＥ１

LGBC71632LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６３２ＬＥ１

LGBC71633LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６３３ＬＥ１

LGBC71634LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６３４ＬＥ１

LGBC71642LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６４２ＬＥ１

LGBC71643LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６４３ＬＥ１

LGBC71644LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
消灯お知らせ機能付
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６４４ＬＥ１

LGBC71662LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６６２ＬＥ１

LGBC71663LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６６３ＬＥ１

LGBC71664LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６６４ＬＥ１

LGBC71682LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
換気扇連動型
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６８２ＬＥ１

LGBC71683LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
換気扇連動型
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６８３ＬＥ１

LGBC71684LE1.DXF

埋込穴φ１００、埋込高１００
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
換気扇連動型
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６８４ＬＥ１

LGBC71692LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
換気扇連動型
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４２５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６９２ＬＥ１

LGBC71693LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
換気扇連動型
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４８０ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６９３ＬＥ１

LGBC71694LE1.DXF

埋込穴φ１５０　埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
換気扇連動型
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７１６９４ＬＥ１

LGBC72612LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束６３０ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７２６１２ＬＥ１

LGBC72613LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束６９０ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７２６１３ＬＥ１

LGBC72614LE1.DXF

埋込穴φ１２５、埋込高８０
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、高気密ＳＢ形、熱線・明るさセンサ付、天井埋込型
器具光束６７０ｌｍ、消費電力９．８Ｗ、電圧１００Ｖ
温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢＣ７２６１４ＬＥ１

LGK02004.DXF

枠：木製（白木）
プレート：（ホワイトつや消し）
埋込穴□１５０用

リニューアルプレート

パナソニック　ＬＧＫ０２００４



LGK02005.DXF

枠：木製（ブラックつや消し）
プレート：（ブラックつや消し）
埋込穴□１５０用

リニューアルプレート

パナソニック　ＬＧＫ０２００５

LGK02010.DXF

プレート：ステンレス（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１２５用

リニューアルプレート

パナソニック　ＬＧＫ０２０１０

LGK02011.DXF

プレート：ステンレス（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１５０用

リニューアルプレート

パナソニック　ＬＧＫ０２０１１

LGK02012.DXF

プレート：ステンレス（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１５０用

リニューアルプレート

パナソニック　ＬＧＫ０２０１２

XLGD650KLE1.DXF

埋込穴φ４８　埋込高３２
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、天井埋込型
器具光束６５ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ７０

ＬＥＤダウンライト　１０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤニッチライトＸＬＧＤ６５０ＫＬＥ１

XLGD651KLE1.DXF

埋込穴φ４８　埋込高３２
枠：プラスチック（ホワイトつや消し）
拡散タイプ、天井埋込型
器具光束５０ｌｍ、消費電力２．３Ｗ、電圧１００Ｖ
電球色（２８００Ｋ）、Ｒａ７６

ＬＥＤダウンライト　１０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＥＤニッチライトＸＬＧＤ６５１ＫＬＥ１


