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活発に
議論する

集中する

安心して
働ける

加速する変化、働き手が力を発揮できるオフィスへ

近年、やりがいを高めるために「働き手」が「働き方」に応じて「働く場所」を決めるABW※が主流になりつつあります。

またコミュニケーションがとりやすく安心して働ける、心と体が健康で快適に働ける 

well-beingな空間づくりが求められています。

パナソニックはこのような多様な働き方に対し、「人起点」の発想に立ち、 
働き手がクリエイティビティを発揮できるオフィス環境づくりをご提案します。

※ ABW（Activity-based working）： 働く内容に応じて時間と場所を選択する働き方。コミュニケーションの活性化やワークライフバランス向上が期待できます。

コミュニケーションスペース
新たな発想を生むコラボ空間
創造性の向上につながるような 
空間演出が望まれます。

テレワークスペース
快適にWEB会議ができる空間
ICTを快適に活用できる設備と清潔環境の
維持に配慮された環境が望まれます。

ソロワークスペース
集中して作業できる空間
落ち着いた包まれた光の中で 
集中して作業ができる環境が望まれます。
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創造性を
膨らませる

リラックス
気分転換
する

コミュニ
ケーションを
誘発する

 

多様な
働き方

心と体の
健康

［人起点に立った環境づくり］

活発に
議論する

リラックス
気分転換
する

安心して
働ける

集中する
コミュニ
ケーションを
誘発する

創造性を
膨らませる

リフレッシュスペース
気分転換できる落ち着いた空間
カフェ風の落ち着いた雰囲気や自然を感じる 
癒しの演出が望まれます。

コワーキングスペース
交流と共創を行う、活気あふれる空間
自由で闊達なコミュニケーションを誘発する環境が 
望まれます。

マグネットスペース
人が自然と集まる空間
人が自然と集まり会話が弾む環境が望まれます。

Nacása & Partners Inc.

Nacása & Partners Inc.

人に寄り添い、「働く意欲が高まる空間」で 
働き手の「心の豊かさ」「安心感」向上を実現
パナソニックは、当社独自の照明ノウハウを
生かし、さまざまなワークスペースやワークケースに
応じた適切な照明設計をご提案いたします。
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照明に映像と音をプラス。
日常生活に自然の情景を取り込むことでより豊かな暮らしを演出します。

映像・音
▶P.26

短工期・省施工を実現し、 
簡単にリニューアルが可能です。

簡単リニューアル
▶P.25

全般照明

スポットライト

ペンダント

シーリングライト

映像＋音

配線ダクトの採用により、
レイアウト変更にもフレキシブルに対応可能です。

配線ダクト
▶P.23

「レイアウト変更に合わせて」 アップデート

「働き方に合わせて」アップデート

「グレアを抑えて心地よく」アップデート

ニューノーマル時代の
Office Lighting

多様な働き方（ABW※）に
フレキシブルに
アップデートできるあかり

アップデート

簡単にリニューアルできる
あかり設備リニューアル

配線ダクト商品群を
用途別スタイル別に展開

在来工法の配線はそのままで
手軽にオフィスのイメージを一新

Well-Being
（心と体の健康）な
空間価値のご提供

あかりに
プラスα

天井のスペースを活用、
光に映像や音、
清潔機能などをプラス

※ABW（Activity-based working）： 働く内容に応じて時間と場所を選択する働き方。
コミュニケーションの活性化やワークライフバランス向上が期待できます。

「カジュアルな空間に」
簡単リニューアル

「省エネ空間に」
簡単リニューアル

「自然を感じる映像」を
プラスα

「心地よいサウンド」を
プラスα

「清浄効果」をプラスα

「消臭効果」をプラスα

付着臭の分解、空気の清浄度アップ、 
ON/OFFスイッチのタッチレスを実現し、清潔環境の維持に貢献します。

清潔・安心
▶P.27
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光のスペクトルを制御して
対象物の見え方をより美しく引き立てます。

緑や人を
活き活き見せる
▶P.25

建築に同化するノイズレスデザインの
照明器具シリーズ。

▶P.29

明るさと色温度をコントロールし、
時間やシーンに応じて思いのままの空間演出を可能にします。

調光・調色
▶P.28

少ない灯数でしっかり照度を確保し、
すっきりした高天井空間を創造します。

コンパクト・ハイパワー
ダウンライト
▶P.30

「緑を活き活きさせる光」を
プラスα

「人の顔を美しく見せる光」を
プラスα

「建築に自由を与える光」を
プラスα

「自然のリズム」をプラスα 「コンパクト・ハイパワー」を
プラスα

「建築に同化する光」を
プラスα

「備えのあかり」を
プラスα

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計の間接照明。
さまざまなシーンに対応します。

建築化照明
▶P.27

万が一に備えのあかり。災害などによる停電時に
避難経路の照度を確保します。

防災照明
▶P.30

スマートアーキ

Nacása & Partners Inc.
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コワーキングスペース
交流と共創を行う、活気あふれる空間

オフィスをシェアして効率的にスペースを利用したり、多様なメンバーが集まり共同作業を進めるのに適した空間です。
自由で闊達なコミュニケーションを誘発する環境が望まれます。

光の位置と広がりを自由に変更可能。
あかりにより人が自然と集まる空間
を創り出します。

用途別のレイアウトに応じ、全般
照明から手元のあかりと自在に組み
合わせて使えるあかりです。

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

LEDペンダント

▶P.24

一体型LEDベースライト sBシリーズ
配線ダクト用

▶P.23

一体型LEDベースライト sBシリーズ
配線ダクト用

▶P.23

LEDグレアレスペンダント
セミスタンダード

▶P.24
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フレキシブル性と共に、グレアへの
配慮とヒーリング音楽による心地よい
空間を創造します。

配線ダクトに設置可能な全般照明と、スポットライトやペンダントによる
アクセント照明により、多様なデスク配置やレイアウト変更にも、光の位置
や方向を柔軟に調整・変更することができます。

　照明設計ポイント

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

グレアセーブライン

▶P.23

グレアカットフード付

ワイヤレススピーカー スポットライト型
（配線ダクト用）

▶P.24

Space Player その他使用例 ▶P.10

無線制御ができるスポットライト・スペース
プレーヤー・ワイヤレススピーカーなら配線
ダクトでも機能的でスッキリとした空間
づくりができます。

ワイヤレススピーカー スポットライト型
（配線ダクト用）

▶P.24

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
WiLIA無線調光
▶P.23

WiLIA無線調光なら配線ダクト 
でも 個別に制御が可能です。

スポットライト型プロジェクター
 

スペースプレーヤー〈配線ダクト取付け型〉

▶P.24
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  導光パネルシリーズ
600グリットシステム
アーキテクチャル スクエアプラスタイプ
▶P.29

 
グレアレスユニバーサルダウンライト

▶P.29

一体型LEDベースライト sBシリーズ 
直付型 ※配線ダクト用もご用意

▶P.23

コワーキングスペース

在庫区分： A…工場在庫品　
希望小売価格には消費税は含まれておりません。

スリム×シンプルな角形デザイン 
だから、建築に同化し、納まりの 
良い空間を演出します。

リズム感ある光の天井で明るさ感を
しっかり確保しつつ、グレアも抑えた
空間です。



10：00 13：00

15：00 18：00
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1日のサイクルに沿って明るさと
色温度を変えることで、時間帯に
合わせた居心地の良さを提供。
生産性の向上につなげます。

5000K　 午前中はさわやかな高色温度で明るめに点灯。 
イキイキとした環境で一日をスタート。

4000K　 午後から夕方にかけて色温度と照度を徐々に変化させることで 
快適性を維持しながら節電。

3000K　 夕方から夜間は色温度と照度をさらに落とし節電を実現しながら 
壁側を明るくすることで、空間の明るさ感を上げ、快適性も維持。

5000K　 昼食後も高色温度を維持して午後をスタート。 
窓側は外光を活用し照度を落として節電。

（%）

75

50

25

0

100

8時 22時10時 12時 14時 17時 18時 20時

始
業
後

始
業
前

夕方から夜間は、色温度を落としながら、ベース
の照度を落として節電。壁側を明るくすること
で明るさ感を確保し、快適性を維持しながら
節電に貢献。

午前中から昼間は、高
色温度を維持。窓側は
外光の活用で照度を落と
して節電。

アレンジ調色
アレンジ調色 
マルミナLEDダウンライト
▶P.28

ベースライトやダウンライトで構成する場合も、配灯を工夫したり、朝夕の時間
に合わせて調色することで、空間や時間にリズム感を生み出し、メリハリの
ある職場環境を創り出します。

　照明設計ポイント

ライトマネージャーFx
記憶式6回路（親器）

NQ28861KA 
希望小売価格130,000円（税抜）
●調光回路数： 6回路
●接続負荷台数： 電源ユニット最大36台 

まで（6回路合計）

ライトマネージャーFx
タイマー子器

NK28891A

希望小売価格60,000円（税抜）
●設定方式： 24時間式
●設定数： 3スケジュール＋自動再生1、 

7日間スケジュール
●動作数： 最大32動作／スケジュール
● 7日間スケジュール：3スケジュール選択

色
温
度
操
作

明
る
さ
操
作

照明器具A 照明器具B 照明器具C
色
温
度
操
作

明
る
さ
操
作

色
温
度
操
作

明
る
さ
操
作

ライトマネージャーFx
親器

信号変換インターフェース
アレンジ調色用

アレンジ調色LED照明器具（起動方式DK）

調光信号線
調色信号線

PDCL（ピディクル）
（器具通信線）

■システム構成図 ■オフィスでの制御パターンの一例ライトマネージャーFx
ワイヤレスリモコン操作器

NK28658A 
希望小売価格8,500円（税抜）
●制御チャンネル数： 最大8チャンネル
●記憶シーン数： 最大8シーン
●操作シーン数： 最大8シーン＋全消灯

ライトマネージャーFx
信号変換インターフェース 
アレンジ調色用

NQL10151A

希望小売価格42,000円（税抜）
●定格電圧：ＡＣ１００～ 242V
●入力電流：0.1A以下
●接続負荷台数： 32台
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コミュニケーションスペース
新たな発想を生むコラボ空間

グループワークや打ち合わせ、創造性の向上につながる自由な空間として、 
カフェのような演出で気軽にコミュニケーションができる環境が望まれます。

木漏れ日の映像と小鳥のさえずりで
リラックス空間を演出。創造性の
向上につなげます。

グレアレスダウンライト

▶P.29

スポットライト型プロジェクター
 

スペースプレーヤー 
〈床置き型（電源コードタイプ）〉

▶P.26

スピーカー付ダウンライト

▶P.26

LEDsウェーブ®（電源別置タイプ）

▶P.27

自然の情景を映し出す照明で、活気
とリラックス感を共に感じられる空間
を創り出します。

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）
▶P.27

▶P.24
LEDペンダント MODIFY

ワイヤレススピーカー 
ダウンライト型

▶P.26

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー
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ペンダントやシーリングライトの
アクセント光でカフェ風な雰囲気
を演出した空間です。

LEDペンダント
▶P.24

小型シーリングライト 
配線ダクト用

▶P.24

LEDペンダント
▶P.24

パソコンやスマートフォンの画面をワイヤレスで簡単に投映できます。
（配線レスでデスク面がすっきり）

打ち合わせに行き詰った時や会議に使っていない時は、
環境ビデオや音楽を流してリラックスできる空間を創り出します。

スポットライト型プロジェクター
 

スペースプレーヤー〈配線ダクト取付け型〉

▶P.24

ペンダントやスポットライトを主体に、落ち着いた空間の中にもメリハリを演出。
また映像や音による演出もプラスし、会話が弾む空間を創り出します。

　照明設計ポイント

ワイヤレススピーカー スポットライト型
（配線ダクト用）

▶P.24

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

ワイヤレス機能に 
ついて詳しくは▶

オフィス使用例に 
ついて詳しくは▶
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マグネットスペース
人が自然と集まる空間

他部署のワーカーが自然と集まる空間は、そこでのコミュニケーションが新たなアイデアを生むきっかけとなり得ます。
リラックスできる雰囲気で会話が弾む環境が社内の活性化につながります。

カフェのような空間を創り出すことで、
人が集まりコミュニケーションを誘発
する演出を施しています。

ペンダント照明で人を誘引する光
だまりを創造し、映像と音でリラッ
クスできる雰囲気を演出します。

LEDペンダント
▶P.24

ワイヤレススピーカー スポットライト型
（配線ダクト用）

▶P.24

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

 LEDスポットライト
▶P.25

グレアレスダウンライト

▶P.29

小型シーリングライト 
配線ダクト用

▶P.24

▶P.23

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト

グレアカットフード付

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー
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Nacása & Partners Inc.

人が自然と誘引される光だまりをペンダントやスポットライトで演出すると
共に、映像や音によってカフェのような心地よさを演出します。

　照明設計ポイント

 LEDスポットライト

植栽の「緑」を鮮やかに演出する“光”
と、多様な「デスク配置」にいつでも
配光が調整できる“光”を配線ダクト
に両設した、自由度の高い空間です。

 LEDスポットライト

▶P.25

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

グレアカットフード付

全般照明とスポット光の使い分けで、
仕切りのない各空間をリズミカルに
つなぎます。執務エリアは時間毎の
調光調色制御、マグネットスペース
では光だまりをつくり、演出します。

事例： KADOKAWA所沢キャンパス 
 （ところざわサクラタウン内）

事例： point 0 marunouchi

ライトマネージャーFx
記憶式6回路（親器）
▶P.08

ライトマネージャーFx
信号変換インターフェース アレンジ調色用
▶P.08

ライトマネージャーFx タイマー子器

▶P.08

WiLIA無線アレンジ調色
アレンジ調色 LEDダウンライト
▶P.28
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リフレッシュスペース
気分転換ができる落ち着いた空間

カフェ風の落ち着いた雰囲気や、自然を感じる癒しの演出が望まれます。

窓のない空間でも自然の情景を映す
プロジェクターとスピーカーで外部空間
の想起により開放感を演出します。

LEDペンダント
▶P.24

LEDシーリンググレアレス
配線ダクトタイプ セミスタンダード
▶P.24

働き手の確保を背景に、オフィスに限らず工場や物流施設、病院など、 
従業員に向けた休憩スペースを充実させる事例が増えています。

外光や植栽、映像や音を使って、自然の移ろいが感じ
られる環境を演出。開放感や活気とリラックス感が共
に感じられる空間を創り出します。

　照明設計ポイント

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー

スピーカー付ダウンライト

▶P.26

間接照明などのやわらかいベース照明で
開放的で落ち着いた空間を創り出します。 
彩光色スポットライトは、植栽を美しく見せ
つつ必要な光を補うことにも効果的です。

LEDスポットライト
▶P.25

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）

▶P.27

▶P.24

LEDペンダント MODIFY
※配線ダクトタイプもご用意
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会議室
打ち合わせに集中できる空間

ミーティングに集中できる落ち着いた雰囲気と快適性を追求した 
上質な空間が望まれます。

間接光やグレアレスの全般照明で落ち着いた雰囲気を
創りつつ、ペンダントで机上面をしっかり明るくする 
ことで、ミーティングに集中できる空間を演出します。

　照明設計ポイント

▶331頁

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）

上下配光を実現した導光ペンダントを
センターに配置し、中心感のある空間
を演出します。

 
導光パネルシリーズ 
ペンダント
▶P.29

 
グレアレスユニバーサルダウンライト

▶P.29

LEDダウンライト
非常用照明器具

▶P.30

グレアを抑えたやわらかな間接光で
落ち着きのあるハイグレードな空間を
演出します。また、シーンに応じて複数の
あかりをワンクリックで切り替えできます。

ワイヤレス
リモコン操作器

ライトマネージャーFx
記憶式4回路（親器）
▶P.08

LEDペンダント 
▶P.24

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）
▶P.27

LEDリニアグレアレスダウンライト
配線ダクト用

▶P.23
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ソロワークスペース
集中して作業できる空間

落ち着いた包まれた光の中で集中して作業できる環境が望まれます。

ペンダントの光が空間にアクセントを
与え、手元はしっかり明るく、集中力
を高めます。

リラックスからさわやかなシーンまで
気分に応じて明るさと色温度を同時
にコントロール。仕事の効率化を 
サポートします。

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 LEDスポットライト
▶P.23

 
グレアレスダウンライト

▶P.29

照度を抑えた暖かい光色から明るいさわやかな光色へ簡単に
変えられるシンクロ調色

0％
2200K 5000K2700K2500K 4500K3500K

100％

明るさ

90％

6200K
色温度

自然光のように
光色変化

白熱灯のように
明るさと光色が

変化

電球色（暗め） 2500K 昼光色 6200K

シンクロ調色ベースダウンライト

▶P.28

LED  調光スイッチ（逆位相タイプ）
▶P.28

LEDデスクスタンド

SQ436 （白）A　SQ437 （黒）A

希望小売価格26,000円（税抜）
1025 lm・11.1W・92.3 lm/W

● LED内蔵・ 電源アダプタ
● 調光ボリューム付（100％～約20％）
● 入力電圧：100V

手元までしっかりと明るいLEDデスクスタンド。 
文字が見やすい色温度（6200K）

在庫区分： A…工場在庫品　　
商品仕様の（lm ・ lm/W）内数値は、LED器具から放出される光束、固有エネルギー消費効率を表しております。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。

LEDグレアレスペンダント 
ユニバーサルタイプ

▶P.24



16

「ナノイー」が付着臭を分解し、センサ
で清潔かつムダな点灯をなくします。
美光色はWEB会議の際の顔の表情 
を鮮やかに活き活きと見せます。

作業面と周囲の明るさにメリハリを付けることで没入感を生み出します。また、
気分や作業内容に応じて明るさと色温度を調整し、仕事の効率化に貢献 
できる環境づくりが大切です。

　照明設計ポイント

テレワークスペース
快適にWEB会議ができる空間

ICTを快適に活用できる設備と清潔環境の維持に配慮された環境が
望まれます。

カメラ越しでも肌の色を活き活きと見せる光やタッチ 
レス、付着臭の分解でWEB会議を快適に行える環境
が重要です。

　照明設計ポイント

 LEDミラーライト
▶P.25

「ナノイー」搭載 
小型シーリングライト

▶P.27

一体型LEDベースライト sBシリーズ
配線ダクト用

▶P.23

心地よい自然の映像と音で、落ち
着きのある集中しやすい環境を創り
出します。

LEDペンダント
▶P.24

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー

ワイヤレススピーカー スポットライト型
（配線ダクト用）

▶P.24



片手で簡単に
明るさ調整

器具交換だけで、簡単個別調光を実現！

リラックス

XNT0007W

ワイヤレススピーカー
スポットライト型
（配線ダクト用）
▶P.24

ソロワークスペース集 中

信号線工事が不要で、短工期・省施工です。初期設定・
チャンネル設定・ペアリングなどの難しい設定も不要。
明るさを調整したいウィズリモ照明器具に送信器を向け、
ボタンを押すだけ。直感的に操作することができます。
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簡単リニューアル 在来工法の配線そのまま、オフィスの部分改修を簡単に実現可能

NTS01502W LE1

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 
LEDスポットライト
▶P.23

NTS01502W LE1

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 
LEDスポットライト
▶P.23

一体型LEDベースライト  
iDシリーズ「ウィズリモ」
▶P.25

スポット光で
没入感を演出

さらに 
「音」をプラス

BeforeAfter

ウィズリモ用送信器

人がいない 
ところは
間引き点灯

在宅勤務による空きスペースが発生

執務空間



■施工手順

既設器具を 
外す

既設のボルト・
開口に枠を 
取り付ける

配線ダクト 配線ダクトを 
取り付ける

電源線を 
接続する
結線方法を 
確認

既設の埋込穴・配線を利用し、簡単カジュアルオフィスを実現！

ミーティングスペース会 議

NTS01502W LE1

 

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

配光調整機能付 
LEDスポットライト
▶P.23

ヒーリング音楽や多彩な映像コンテンツで
さらに心地よさを高める空間演出も可能です。

リラックス

XNT0007W

ワイヤレススピーカー
スポットライト型
（配線ダクト用）
▶P.24

マグネットスペース交 流

木漏れ日演出：木漏れ日1

季節の演出：窓から見える四季 ポスター演出：都会の風景

壁面アート演出：ロンドンの街

※スペースプレーヤー1000 ｌｍタイプはBluetooth機能は付いていません。別途Bluetooth発信機が必要になります。 
※スペースプレーヤー2000 ｌｍタイプは、「イージーアップ配線ダクト 入力200V・出力100Vタイプ」には、容量が不足しているためご使用いただけません。
● Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

ユーザー様向け
無料コンテンツに 
ついて詳しくは▼
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既設ベースライトの埋込穴と配線をそのまま活用して簡単に
リニューアルできます。天井を張り替える必要がないため、
低コスト・短工期でオフィスの用途変更を実現します。

イージーアップ配線ダクト 
（フラットタイプ）
▶P.25

LEDペンダント

XLGB1709 CE1

▶P.24

NTN91000W
※1000 lmタイプ

スポットライト型プロジェクター
 

スペースプレーヤー 
〈配線ダクト取付け型〉
▶P.24

LEDペンダント

XLGB1604 CE1

▶P.24

会議に集中できる
照度を 
しっかり確保

さらに 
「音」「映像」を 
プラス

賑わい光で
活気を演出

 映像コンテンツ例

After
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多目的スペース／食堂
多用途に対応できる空間

食事や休憩はもちろん、多人数が集まれる場として朝礼や講演会に
使われたり、お客様との打ち合わせなど、多用途に利用されます。

時間と用途に応じて明るさと色温度
を調整し、あかりで表情を変える
空間です。

4000K　朝～昼（さわやか、活気）

Space Playerによる木漏れ日の映像とスピーカー付ダウンライトからの小鳥のさえずり
でリフレッシュ空間を創造。

3500K　休憩時～夕方（やすらぎ、リフレッシュ）

3000K　夜（癒し・落ち着き感）

低

高

照
度

8時 14時30分 17時

出勤時間［4000K］
活気を与える光

休憩時間［3500K］
やすらぎの光

退社時間［3000K］
癒しの時間

生体リズムに調和した空間演出■時刻に合わせた演出

調光·調色制御とスペース
プレーヤーによる映像演出
をタイムスケジュールに合わ
せて自動再生します。

在庫区分： A…工場在庫品　D…ランプ付希望小売価格でランプ同梱包
商品仕様の（lm ・ lm/W）内数値は、LED器具から放出される光束、固有エネルギー消費効率を表しております。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。

設定操作用タブレットEx
▶P.28

スポットライト型プロジェクター
 

スペースプレーヤー 
〈床置き型（電源コードタイプ）〉

▶P.26

スピーカー付ダウンライト

▶P.26

WiLIA無線アレンジ調色
アレンジ調色 LEDダウンライト
▶P.28

LSCL（ラスクル）
Lighting-System Communication Line
EM-CPEE（CPEV相当） φ0.9mm
またはφ1.2mm　1ペア　総配線長600mまで

EM-CPEE（CPEV相当） φ0.9mm
またはφ1.2mm　2ペア　総配線長50mまで

スイッチ通信線

MF連動通信線
EM-CPEE（CPEV相当） φ0.9ｍｍ 
またはφ1.2ｍｍ　1ペア　総配線長500ｍまで

照明器具の色温度と明るさをデジタル通信で個別にコントロールできるシステムです。

PDCL（ピディクル）（器具通信）
Panasonic Digital Communication Line
EM-CPEE（CPEV相当） φ0.9mm
またはφ1.2mm　1ペア
総配線長300mまで（1系統あたり）

LSCL
MF連動
通信線

照明制御
伝送

ス
イ
ッ
チ
通
信
線

マルチ
マネージャーEx

Wi-Fi
WiLIA

設定操作用
タブレットEx

LS/無線信号変換
インターフェース

スイッチ子器

AC100V～242V AC100V～242V

器具電源

AC100V～242V
外部接点入力×2

マルチマネージャー用
拡張端末器

照明制御システム
・FreeFitシリーズ
・フル2線式リモコン

マルチマネージャーExシステム 商品詳細 ▶P.28

アレンジ調色照明器具
WiLIA無線タイプ
（起動方式RK）

アレンジ調色LED照明器具
デジタル有線タイプ（起動方式DK）

器具電源

LS/PD信号変換
インターフェース
Plus

ス
イ
ッ
チ
通
信
線

スイッチ子器

PDCL

もちろん 
有線でも 
調光可能

■システム構成図

殺菌灯ジョキーン（殺菌線遮光方式）

▶P.27
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肌を美しく見せるあかりや、自然の 
情景や音を取り入れることで気分を
リフレッシュさせます。

LEDシンプルセルコンひとセンサ
ダウンライト タイプ

▶P.27

 LEDミラーライト
▶P.25

和のテイストを採り入れた居心地
のよい空間で、コミュニケーションを
誘発します。

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）
▶P.27

和風LEDペンダント

LGB11600ZA

希望小売価格50,000円（税抜）★
2075 lm・23.4W・88.6 lm/W

● LED電球7.8W3灯（E26）
● 60形電球3灯器具相当

ドレッシングルーム／パウダールーム
ワーカーのモチベーションを向上させる快適空間

女性が活き活きと働ける職場作りのための空間です。
ワーカーのモチベーションをアップさせる快適な空間創りが望まれます。

 ダウンライトなどでベースのあかりをしっかり確保しつつ、手元で照明の
明るさや光色、そして他の機器も切り替えることで、食事以外の用途に
対応することができます。

　照明設計ポイント

  美光色で肌をキレイに、ミラーライトで自然で美しい陰影
を映し出します。またセンサにより節電を図ります。

　照明設計ポイント

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー

スピーカー付ダウンライト

▶P.26
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最大30台

PWM信号

伝送信号線
EM-CPEE-S
（CPEV-S相当）
φ0.9または1.2

AC100V
～240V

出勤時（朝）

エレベーターの床 エレベーターの床

退社時（夕方）

エントランス／エレベーターホール
心地よく導く、お出迎えの空間

やわらかく心地よい上質な光と映像による演出でお客様をもてなし、お出迎えします。

コンパクト・ハイパワーなダウンライト
で、すっきりした高天井を実現。また、
映像による演出でお客様をあたた
かくお出迎えしつつ、フロントへと導き
ます。

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）
▶P.27

LEDダウンライト 高Wタイプ
▶P.30

タイマー子器

▶P.08

バイオシャドーのコンテンツを切り替え
ることで出勤時（朝）の活気と、退社時
（夕方）のリラックス感を演出します。

お客様をおもてなしする場には、照明による空間演出
だけでなく、ダウンライト型プロジェクター「バイオシャドー」
により自然の情景を採り込むことで、開放感を感じられる
空間を創り出します。

　照明設計ポイント

■システム構成図
AC100V

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー

時間による演出例
について詳しくは▶

ライトマネージャーFx
記憶式6回路（親器）
▶P.08
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レセプション
企業の第一印象を高める空間

お客様に好印象とブランドイメージを高める演出が必要です。

企業の顔となる受付で、映像と音に
よる演出を施し、お客様に好印象を
与えます。

ロゴ看板へプロジェクションマッピング
を施し、企業イメージのPR効果を
高めます。

不快なグレアを抑えた落ち着いた
光でお客様をお出迎え。映像演出で
企業メッセージもアピール。

事例： セブン銀行  丸の内 共同出張所

スポットライト型プロジェクター
Space Player スペースプレーヤー
〈配線ダクト取付け型〉
▶P.24

 
グレアレスユニバーサルダウンライト/ 
グレアレスダウンライト

▶P.29

シームレス建築部材照明器具
C-Slim S（電源別置タイプ）
▶P.27

「スペースプレーヤー」や「バイオシャドー」による映像や、
音を使った個性的な演出で、お客様への第一印象を 
高めます。

　照明設計ポイント

シームレスマルチペンダント

加工対応品

▶P.29

ワイヤレススピーカー ダウンライト型
▶P.26

▶P.26

ダウンライト型プロジェクター

バイオシャドー

納入事例
について詳しくは▶

スポットライト型プロジェクター
 

スペースプレーヤー 
〈天井直付け型〉

▶P.26



…省エネ・デザイン性・配光制御など様 な々ご要望にお応えできる商品群です。　　在庫区分： A…工場在庫品　B…受注品　C…ランプ付希望小売価格でランプ別梱包　D…ランプ付希望小売価格でランプ同梱包
商品仕様の（lm ・ lm/W）内数値は、LED器具から放出される光束、固有エネルギー消費効率を表しております。　　希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
※  Pから始まる品名（P****）は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではありませんのでご注意ください。納期、価格、仕様についてはお取引先までお問い合わせください。

おすすめ商品

配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト

配線ダクトとの距離を最小限に抑えた
設計で空間意匠性に配慮しました。

工事不要、簡単操作で取り付け可能です。

● LED内蔵
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V
●100V配線ダクト用

4800 lm・30.6W・156.8 lm/W
［ホワイト/5000K］

NNN56053 LE1 B NNN56063 LE1 A 3000K 電球色
NNN56052 LE1 B NNN56062 LE1 A 3500K 温白色
NNN56051 LE1 A NNN56061 LE1 B4000K 白 色

非調光
一般光色 Ra83

希望小売価格39,500円（税抜）

NNN56050 LE1 A 5000K 昼白色

【その他ラインアップ】
低光束タイプ　  直付型

【代表器具】

専用 
サイト

NEW
L1200タイプ ［高光束タイプ］

NNN56060 LE1 B

他アイテムとの組み合わせで用途に応じた使用が可能。

かんたん取り付け

意匠性

ブラック

ホワイト

一体型LEDベースライト sBシリーズ 配線ダクト用   全般照明

250形
LED
HID35形器具相当

● LED内蔵
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V
●100V配線ダクト用
● 首振角90°
● 直下近接限度30cm ※ NTS91029W適合灯具： 

ホワイト 
NTS91029B適合灯具： 
ホワイト・ブラック

1835 lm・19.4W・94.5 lm/W
［34°/5000K］

NTS02503W LE1 A NTS02503B LE1 A 3000K 電球色
NTS02502W LE1 A NTS02502B LE1 A 3500K 温白色
NTS02501W LE1 A NTS02501B LE1 A 4000K 白 色

非調光
一般光色 Ra85

希望小売価格23,800円（税抜）

NTS02500W LE1 A 5000K 昼白色

 14～34°  
配光調整機能付

【その他ラインアップ】
550形/350形/200形/150形/100形　美光色 Ra95/高演色 Ra95
位相調光/無線調光（PiPit調光）/無線調光（WiLIA調光）

【代表器具】

狭角から広角まで 
自由に配光を 
調整可能

簡単に配光を調整、 
思い通りの空間へ

簡単・わかりやすい操作
専用 
サイト

  

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

 配光調整機能付 LEDスポットライト   

W B

NTS91029W A

NTS91029B A

希望小売価格
3,800円（税抜）

［ グレアカットフード ］

スポットライト

グレアセーブライン   全般照明

グレアを配慮しながら、細断面・ノイズレスデザインを実現した配線ダクトベース照明
下面パネルタイプ

A方向のグレアを
さらに抑えるための
プリズム

拡大イメージ

A方向グレアカット15°

乳白パネル

● LED内蔵
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V
● 100V配線ダクト用

2900 lm・30.6W・94.7lm/W
［ホワイト/5000K］

NNN35003W LE1 A NNN35003B LE1 A3000K 電球色
NNN35002W LE1 A NNN35002B LE1 A3500K 温白色
NNN35001W LE1 A NNN35001B LE1 B4000K 白 色

非調光
一般光色 Ra83

希望小売価格47,500円（税抜）

 5000K 昼白色 NNN35000W LE1 A NNN35000B LE1 B

【代表器具】

L1200タイプ
2021年9月発売予定NEW

LEDリニアグレアレスダウンライト 配線ダクト用   全般照明

光源遮光角40°

光源が
視界に
入りにくい

光源遮光角40°を確保
グレアレス空間演出に対応
遮光角40°を確保。枠端面に
光が当たらない構造で、器具
の存在感を抑えます。

建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト

代表品名： PA82261HD/W/30 （銀面） 
PA82262HD/W/30 （黒）

● 電源ユニット内蔵

トルソーシリーズ
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配線ダクト
配線ダクトの採用により、レイアウト変更にもフレキシブルに対応可能です。

「働き方に合わせて」アップデート 「グレアを抑えて心地よく」アップデート「レイアウト変更に合わせて」 アップデート



● Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
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WEBサイトより設計資料作りにご活用いただけるデータが入手できます。 パナソニック 照明器具検索 検 索

一般光色 Ra80

4.3W1灯（E17）／ 
40形電球1灯器具相当
338 lm・4.3W・78.6 lm/W
［LGB16710］

 LGB16710A

希望小売価格 
19,800円（税抜）★

 LGB16016ZA

希望小売価格 
28,500円（税抜）★

7.4W1灯（E26）／ 
60形電球1灯器具相当   

●ランプ同梱包　●入力電圧：100V　 
●100V配線ダクト用　● LED電球専用商品

729 lm・7.4W・98.5 lm/W
［LGB15061BF］

LED電球

非調光

高演色 Ra90

 LGB15152WF A

希望小売価格 
44,000円（税抜）★

 LGB15061BF A

希望小売価格 
44,000円（税抜）★

LEDグレアレスペンダント 
ユニバーサルタイプ

ペンダント

照らしたい方向に照らせる
グレアレスなペンダント

LEDペンダント   ペンダント

LED

欲しかったのは
人をひきつける空間

専用 
サイト

【その他ラインアップ】
1000 lmタイプ 
［天井直付け型、床置き型、壁面・天井直付け型▶P.26］

NTN91002W A NTN91002B A

［配線ダクト取付け型］2000 lmタイプ

2,000 lm・240W

オープン価格

【代表器具】

 【スポットライト型プロジェクター】映像＋音

100形

505 lm・8.0W・63.1 lm/W
［42°］

【代表器具】

● LED内蔵　
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V　
●光源遮光角30°
● 100V配線ダクト用
● 首振角20°
● 直下近接限度 

30cm

専用 
サイト

LEDフラットランプ
●ランプ別梱包　●入力電圧：100V　
●100V配線ダクト用

一般光色 Ra83
非調光

LED内蔵

非調光
美ルック Ra95

拡散

430 lm・6.4W・67.1 lm/W［LGB16235 LE1］

60形電球1灯器具相当

● 電源ユニット内蔵　
● 入力電圧：100V　
●100V配線ダクト用

 LGB16245LE1 A

希望小売価格 
32,000円（税抜）

 LGB16235LE1 A

専用
サイト

…2700K 電球色…3500K 温白色

スペースプレーヤー

【その他ラインアップ】　ブラック　［スポットライト（直付）、ダウンライト▶P.26］

照射方向の 
 調整が可能

【その他ラインアップ】　
4000K/3000K/2700K

PA20102PD/M/35（黒） A

PA20102PD/W/35（黒） A

PA20102PD/VW/35（黒） A

一般光色 Ra85
3500K 温白色

非調光

中角16°

広角30°

広角42°

PA20101PD/M/35（白） A

PA20101PD/W/35（白） A

PA20101PD/VW/35（白） A

【その他ラインアップ】　3500K

400 lm・5W・80.0 lm/W［XLGB1610 CE1］

φ70 クラス500 1灯（口金GX53-1）／60形電球1灯器具相当 NEW

 XLGB1610 CE1 （ベージュ） A

 XLGB1614 CE1 （ライトグレー） A
希望小売価格40,800円（税抜）C

 XLGB1612 CE1 （ピンクベージュ） A
 XLGB1616 CE1 （ダークグレー） A

希望小売価格39,800円（税抜）C

ワイヤレススピーカー   映像＋音

対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込む

NTN88005 A
希望小売価格
14,000円（税抜）

［ワイヤレス送信機］
NEW

スポットライト（配線ダクト用）

● ランプ別売　
● 入力電圧：100V　
● 首振角92°　
● 直下近接限度 

10cm

NEW

LED照明器具 ワイヤレススピーカー
対応タイプ（口金GX53-1）

NTN88007W A
希望小売価格10,500円（税抜）

NEW
［ワイヤレススピーカー］

NTN88004W A
希望小売価格
29,000円（税抜）

組み合わせ 希望小売価格 
39,500円（税抜）

XNT0007W A

（NTN88004W＋NTN88007W）

スポットライト

NEW

モディファイ

LEDシーリンググレアレス   シーリングライト

照らしたい方向に照らせる
グレアレスなシーリング

手で首振り角
調整可能約20°

360°

一般光色 Ra85 3500K 温白色非調光

小型シーリングライト 配線ダクト用   シーリングライト

● LED内蔵　
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V　
●光源遮光角30°
● 100V配線ダクト用
● 直下近接限度30cm

1950 lm・16.8W・116.0 lm/W
［ホワイト反射板/80°］

200形
LED

コンパクト形蛍光灯 
FHT42形器具相当

【代表器具】NEW 2021年8月発売予定

広角45°
NCN29302S LE1 A

広角45°
NCN29312S LE1 A

拡散80°
NCN29302W LE1 A

希望小売価格29,800円（税抜）
【その他ラインアップ】　150形/100形　5000K/4000K/3000K

銀色鏡面反射板 銀色鏡面反射板 ホワイト反射板

代表品名： PA84141CHD/N/30 （白） 
PA84142CHD/N/30 （黒）

● 電源ユニット内蔵

 XLGB1608 CE1 （スモークグレー） A
希望小売価格46,800円（税抜）C

 XLGB1604 CE1 （透明） A

希望小売価格39,800円（税抜）C

 XLGB1638 CE1 （スモークブラウン） A
希望小売価格27,800円（税抜）C

 XLGB1636 CE1 （透明） A

希望小売価格25,800円（税抜）C

530 lm・7.7W・68.8 lm/W［XLGB1706 CE1］

φ70 クラス700 1灯（口金GX53-1）／100形電球1灯器具相当 NEW

 XLGB1708 CE1 （グレー） A

希望小売価格59,800円（税抜）C

 XLGB1706 CE1 （ホワイト） A

【その他ラインアップ】　3500K

 XLGB1704 CE1 （メタリックブラウン） A
希望小売価格49,800円（税抜）C

 XLGB1702 CE1 （シャンパンゴールド） A

拡散

集光

拡散

拡散

拡散

拡散
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 LEDスポットライト   

 LEDミラーライト   
肌や髪の色を美しく引き立て、 
ドレッシングルームをより明るく華やかな印象に

380 430 730480 530 580 630 680 780
長波長短波長（nm）

波長

一般LED
彩光色LED

分
光
パ
ワ
ー

植栽の生長を助け、緑を鮮やかに演出 特許取得済

※「テイツ／ザイガー 植物生理学・発生学 原著第6版」

※スペクトルは
イメージです。

植栽の生長に作用する波長成分を多く含みます
赤色波長（600～700nm）の成分は植栽の
生長に作用します。※

肌や髪の色を 
美しく見せる美光色

肌の色は美しく、モノの色は自然
に引き立てる、パナソニック独自
の光のスペクトル制御技術。

波長580nm前後の光の成分を調整し
緑を鮮やかに見せます

一般LED LED

非調光

3500Kタイプ 温白色

専用 
サイト

【その他ラインアップ】
550形/400形/150形　2700Kタイプ　透過セードタイプ

250形
LED
HID35形器具相当

● LED内蔵
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V
●100V配線ダクト用
● 首振角90°
● 直下近接限度30cm

2155 lm・22.4W・96.2 lm/W
［19°］

希望小売価格30,500円（税抜）

NSN05082WLE1 A NSN05082BLE1 A 

NSN05072BLE1 ANSN05072WLE1 A

広角34°

中角19°

【代表器具】

【その他ラインアップ】　5000K/4000K/3000K

【代表器具】 スリムタイプ
FL20形器具相当 620mm
1315 lm・19.2W・68.4 lm/W

Hf32形 定格出力型器具相当 1210mm
2655 lm・38.1W・69.6 lm/W

FL20形器具相当 540mm
860 lm・11.2W・76.7 lm/W

NNN13207 LE1 A

希望小売価格 
38,000円（税抜）

NNN15407 LE1 A

希望小売価格 
58,000円（税抜）

NNN12297 LE1 A

希望小売価格 
22,800円（税抜）

非調光
 Ra95

3500K 温白色

● LED内蔵
● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V

標準タイプ

一体型LEDベースライト iDシリーズ 「ウィズリモ」   

専用 
サイト

片手でらくらく、すぐに使える明るさ調整

●器具交換だけでかんたん！

● 一台ずつ明るさ調整で 
かんたん！

●設定不要でかんたん！

希望小売価格 
2,900円（税抜）

NQ55000 A

［ウィズリモ用送信器］

Dスタイル iスタイル 下面開放型

緑や人を活き活き見せる
光のスペクトルを制御して対象物の見え方をより美しく引き立てます。

「人の顔を美しく見せる光」をプラスα「緑を活き活きさせる光」をプラスα

簡単リニューアル
短工期・省施工を実現し、簡単にリニューアルが可能です。

「省エネ空間に」簡単リニューアル「カジュアルな空間に」簡単リニューアル

イージーアップ配線ダクト   
既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル

省施工でカジュアルオフィスへ簡単リニューアル

既設器具の開口・配線を利用してイージーアップ配線
ダクトを取り付け。ペンダントやスポットライトなどを
設置し、コミュ二ケーションを促す空間へ。

入力200V・
出力100Vタイプ

入力200V・
出力100Vタイプ

●  入力100V・出力100Vタイプ 
出力負荷容量：100V15Aまで　

●  入力200V・出力100Vタイプ 
出力負荷容量： 100V1.4Aまで 

（ヒューズ付き）　
● 負荷質量：15kgまで

NEW

フラットタイプ 深型タイプ
W150 W220 W300 W220 W300

［入力100V・出力100Vタイプ］ DH02300 A DH02301 A DH02302 A DH02303 A DH02304 A

希望小売価格（税抜） 16,800円 16,800円 17,800円 18,800円 19,800円
入力200V・出力100Vタイプ
（ダウントランス搭載） DH02305 A DH02306 A DH02307 A DH02308 A DH02309 A

希望小売価格（税抜） 32,600円 32,600円 33,600円 34,600円 35,600円

フラットタイプ
（スポットライト設置例）

専用 
サイト

NNL4300EVT RC9 B

NNL4300EWT RC9 B

NNL4300ENT RC9 A

3500K 温白色

4000K 白 色

 5000K 昼白色

希望小売価格18,700円（税抜）
【その他ラインアップ】　 
6900 lm タイプ/5200 lm タイプ

3200 lm タイプ
Hf32形×1灯高出力型器具相当

【代表器具】 【代表器具】

一般光色 Ra83
● 100%～約10%→OFF

［ウィズリモライトバー］ ［ウィズリモ照明器具］

【その他ラインアップ】　
リニューアル専用器具本体/システム天井用照明器具ラインシリーズ
反射笠付型/スリムベース/ 
コーナーライト/ウォールウォッシャ/ 
下面開放型 Cチャンネル回避型/ 
スクールコンフォート

…省エネ・デザイン性・配光制御など様 な々ご要望にお応えできる商品群です。  …長寿命・省電力のＬＥＤを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
在庫区分： A…工場在庫品　B…受注品　商品仕様の（lm ・ lm/W）内数値は、LED器具から放出される光束、固有エネルギー消費効率を表しております。　　
希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
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 【スポットライト型プロジェクター】   
欲しかったのは人をひきつける空間

【その他ラインアップ】　1000 lmタイプ  ［配線ダクト取付け型▶P.24］ 専用 
サイト

［床置き型（電源コードタイプ）］［天井直付け型］ ［壁面・天井直付け型（電源コードタイプ）］

NTN91003W A

NTN98000W A

（ベース本体）

（天井直付けボックス）

＋

NTN91003B A

NTN98000B A

（ベース本体）

（天井直付けボックス）

＋

NTN91003W A

NTN98003W A

（ベース本体）

（床置き台座）

＋

NTN91003B A

NTN98003B A

（ベース本体）

（床置き台座）

＋

NTN91003W A

NTN98002W A

（ベース本体）

（壁面・天井直付けボックス）

＋

NTN91003B A

NTN98002B A

（ベース本体）

（壁面・天井直付けボックス）

＋

2000 lmタイプ 2,000 lm・240Wオープン価格

【代表器具】

スピーカー付ダウンライト   

プラス環境音楽で癒しの空間を演出

照明とスピーカーが一体化。あかりと音の演出が可能

【その他ラインアップ】　
5000K/2700K　ブラック　集光

専用 
サイト

● LED内蔵　
● 電源ユニット内蔵　
● スピーカー消費電力：7.0W
● 入力電圧：100V
● 直下近接限度10cm

希望小売価格 
38,500円（税抜）

LGD1118VLB1 A

希望小売価格 
41,000円（税抜）

LGD3118VLB1 A

希望小売価格 
39,500円（税抜）

LGD1116VLB1 A

希望小売価格 
42,000円（税抜）

LGD3116VLB1 A

希望小売価格 
39,500円（税抜）

LGD1117VLB1 A

希望小売価格 
42,000円（税抜）

LGD3117VLB1 A

ペア用 子器 
（単独使用不可） 
同軸ケーブル同梱

親器
多灯用 子器 
（単独使用不可） 
同軸ケーブル別売

拡散106°100

430 lm・6.9W・62.3 lm/W

60 形電球 器具相当

705 lm・10.9W・64.6 lm/W

100 形電球 器具相当

【代表器具】

● Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its 
subsidiaries.Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, 
registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of 
Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States 
and other countries.

ワイヤレススピーカー   
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込む

専用 
サイト

専用 
サイト

 【ダウンライト型プロジェクター】   
日常生活に、自然の情景を

木漏れ日 水面 
（みなも）

海中 

本物の自然をモチーフにした、 
映像と音をプリインストール

486 lm・47.5W
（スタンバイ時 ３W）

NEW

中角タイプ 広角タイプ
ホワイト ブラック ホワイト ブラック

組み合わせ品番 XNT9101W A XNT9101B A XNT9102W A XNT9102B A

灯具
品番 NTN91011A NTN91011A NTN91012A NTN91012A

希望小売価格（税抜） 210,000円 210,000円 210,000円 210,000円

埋込枠
品番 NTN98011WA NTN98011BA NTN98011WA NTN98011BA

希望小売価格（税抜） 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

組み合わせ希望小売価格（税抜） 220,000円 220,000円 220,000円 220,000円

映像・音
照明に映像と音をプラス。日常生活に自然の情景を取り込むことでより豊かな暮らしを演出します。

「心地よいサウンド」をプラスα「自然を感じる映像」をプラスα

NTN88005 A
希望小売価格
14,000円（税抜）

［ワイヤレス送信機］
NEW

スペースプレーヤー

バイオシャドー

【その他ラインアップ】　ブラック  ［スポットライト（配線ダクト用）▶P.24］

NEW
［ワイヤレススピーカー］

NTN88004W A
希望小売価格
29,000円（税抜）

組み合わせ 希望小売価格 
31,500円（税抜）

XNT0006W A NEW
（NTN88004W＋NTN88006W）

ダウンライト

組み合わせ 希望小売価格 
39,500円（税抜）

XNT0008W A NEW
（NTN88004W＋NTN88008W）

スポットライト

［LED照明器具 ワイヤレススピーカー対応タイプ（口金GX53-1）］

NEWダウンライト
高気密SB100

NTN88006W A
希望小売価格2,500円（税抜）

● ランプ別売　● 入力電圧：100V
● 直下近接限度10cm

スポットライト（直付）
● ランプ別売　
● 入力電圧：100V　
● 首振角92°　 
● 直下近接限度10cm

NTN88008W A
希望小売価格10,500円（税抜）

NEW

● Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
注）新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索WEBサイトにて公開予定です。　注）調光タイプを調光する場合、適合ライトコントロール（別売）と組み合わせてご使用ください。
注）掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。　　注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

美ルック Ra95
位相調光［約1～100%］

3500K 温白色

高気密SB
スピーカー付
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LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト   

「ナノイー」搭載 小型シーリングライト   殺菌灯「ジョキーン」（殺菌線遮光方式）   
人やモノにもやさしい安心設計、クリーンな清浄空間を実現

必要な時だけ点灯するセンサ搭載の
ダウンライトワンコア（ひと粒）タイプ

掃除だけでは、取れないニオイを元から分解
コンパクトでさまざまな空間にぴったり

C-Slim S（電源別置タイプ）   

LEDsウェーブ®（電源別置タイプ） 屋内外兼用     森山産業株式会社製品

横方向に曲がる 
フレキシブルなボディ

狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性を拡大

【その他ラインアップ】
5000K　
LEDsカーブ

［L1464タイプ］

600 lm・11.6W・51.7 lm/W

［L1224タイプ］

500 lm・9.6W・52.0 lm/W
NTN83374 NTN83354

［L864タイプ］

350 lm・6.8W・51.4 lm/W

［L624タイプ］

250 lm・4.8W・52.0 lm/W
NTN83324 NTN83304

［L264タイプ］

100 lm・2.0W・50.0 lm/W

［L144タイプ］

50 lm・1.0W・50.0 lm/W
NTN83274 NTN83264

● LED内蔵　● 電源ユニット別売　● 施工パーツ別売　● 電源ケーブル別売　●入力電圧：100～242V　● 定格電圧：24V　●IP65150
拡散

150
拡散

34,800円 30,000円 28,800円 24,000円 20,400円 13,200円 10,800円 7,200円

8mm

8mm幅のコンパクト断面

【代表器具】

NTN81052 A NTN81082 A NTN81042 A NTN81062 A NTN81032 A NTN81022 A NTN81012 A NTN81002 A

C-Slim S08［L1501タイプ］

1475 lm・32.2W・45.8 lm/W

定格 21.6W
［L844タイプ］

825 lm・21.9W・37.6 lm/W

定格 12.1W
［L1238タイプ］

1215 lm・28.1W・43.2 lm/W

定格 17.8W
［L494タイプ］

475 lm・16.3W・29.1 lm/W

定格 7.0W
［L1151タイプ］

1130 lm・26.7W・42.3 lm/W

定格 16.5W
［L276タイプ］

260 lm・12.8W・20.3 lm/W

定格 3.8W

955 lm・24.0W・39.7 lm/W

［L976タイプ］
定格 14.0W

［L101タイプ］

87 lm・10.1W・8.6 lm/W

定格 1.3W

● LED内蔵　● 電源ユニット別売　● 入力電圧：100～242V　3500K 温白色一般光色 Ra83調光［約3～100%］

【その他ラインアップ】　C-Slim S15　5000K/4000K/3000K/2700K

専用 
サイト

希望小売価格（税抜）

● 定格：28W以下

NTN81993 LI9 A

希望小売価格16,000円（税抜）

［電源ユニット（別売）］
28W調光タイプ
調光［約3～100％］

● 定格：168W以下
希望小売価格24,000円（税抜）
NTN81997 LI9 A

168W調光タイプ
調光［約3～100％］

人がいない時 約20％ 
自動調光点灯

人がいるとき 人がいない時 
自動0％（消灯）

室内空気を循環させ殺菌灯を照射

室内の空気をファンで器具内部に取り込み、
殺菌灯を照射し循環させます。薬品と比べて
残留性なく、クリーンな清浄空間を実現する
ことができます。

（イメージ図）

【その他ラインアップ】　200形/100形/60形　φ150　一般光色 Ra85

専用 
サイト

専用 
サイト

WEB 
カタログ

【その他ラインアップ】　60形　引掛シーリング方式　 希望小売価格99,800円（税抜）★ 希望小売価格119,800円（税抜）★

［天井直付型］ ［埋込型］

● LED内蔵　● 電源ユニット内蔵　
● 入力電圧：100～ 242V　
● ひと（熱線）センサ付（人がいない時消灯/20%点灯）
● 点灯照度・点灯保持時間調整機能付
● 直下近接限度30cm

【代表器具】

1230 lm・12.4W・99.1 lm/W［5000K］

150形
LED

コンパクト形蛍光灯
FHT32形器具相当 ダウンライト

ダウンライト

ダウンライト

ダウンライト

3500K 温白色

4000K 白 色

3000K 電球色

XND1534WB LE9 B

5000K 昼白色 XND1534WA LE9 B

XND1534WE LE9 B

XND1534WC LE9 B

組み合わせ 希望小売価格
37,600円（税抜）

拡散100

 Ra95
非調光

【代表器具】

797 lm・14W・56.9 lm/W［5000K］

100形電球相当

● LED内蔵　● 電源ユニット内蔵
● 入力電圧：100V　
● NaPiOn・明るさセンサ付／ 
点灯照度・点灯保持時間調整
機能付／「ナノイー」

3500K 温白色 LGBC55010 LE1 A

2700K 電球色 LGBC55012 LE1 A

LGBC55011 LE1 A

希望小売価格
56,000円（税抜）

3500K 温白色

5000K 昼白色

一般光色 Ra83
非調光

ソフトターン方式

直付タイプ

拡散

●15形殺菌ランプ1灯ファン循環タイプ
GL15形×1 注）殺菌線は、室内へ放射しません。

注）湿度の高い場所には使用しないでください。

殺菌エリア殺菌ランプ殺菌線ファンエアー
フィルター

室内空気 清潔な空気殺菌ランプ点灯確認窓

…浮遊細菌

NEW NEW

NTN88002 GL A NTN88003 GL A

清潔・安心
付着臭の分解、空気の清浄度アップ、ON/OFFスイッチのタッチレスを実現し、清潔環境の維持に貢献します。

「清浄効果」をプラスα 「消臭効果」をプラスα

建築化照明
狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計の間接照明。さまざまなシーンに対応します。

「建築に同化する光」をプラスα

［電源ユニット（別売）］

● IP67　
● 定格：105W以下

● 屋内外兼用　 ● 屋外用　

途切れの無い美しい「連続光」

シームレスな連続光 フラットで柔らかい光8

10

専用 
サイト

2700K 電球色一般光色 Ra82非調光 調光［約4～100%］

NTN87020
非調光 調光［約4～100％］

PA00008PWM

…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。  …省エネ・デザイン性・配光制御など様 な々ご要望にお応えできる商品群です。　　在庫区分： A…工場在庫品　B…受注品　
商品仕様の（lm ・ lm/W）内数値は、LED器具から放出される光束、固有エネルギー消費効率を表しております。　　希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
※  Pから始まる品名（P****）は、カスタム対応や使用環境を一部制限したセミスタンダード商品です。発注可能な品番ではありませんのでご注意ください。納期、価格、仕様についてはお取引先までお問い合わせください。
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アレンジ調色   

 ベースダウンライト   
明るさを変えると連

シンクロ

動して、心地よい光の色（電球色～昼光色）に変化。人が快適と感じるあかりを簡単に再現

照明器具を個別に制御してさまざまなシーンを演出

1日のサイクルに沿って明るさと色温度を変えることで、時間帯に合わせた居心地の良さを提供します。
時刻に合わせた演出に

かんたん導入
無線で調光するので調光信号線の工事が不要です。施工後に専用タブレット
で自由に照明器具のグルーピングが設定可能。再設定もできるレイアウト
フリーです。

一般的な有線調光システム

調光信号線電源線

調光信号線の配線工事が必要

WiLIA無線調光シリーズ

電源線

照明器具の交換だけで施工完了

0％
2200K 5000K2700K2500K 4500K3500K

100％
明るさ

90％

6200K
色温度

自然光のように
光色変化

白熱灯のように
明るさと光色が

変化

電球色（暗め）
2500K

電球色（明るめ）
2700K

温白色
3500K

昼白色
5000K

昼光色
6200K

「学習のあかり」で
読みやすさ感アップ。
昼光色
（約6200K）

写真はイメージです。

人が快適と感じる光色
と明るさの領域「クルイ
トフ※の快適領域」を活
用し、「光の色」と「明る
さ」を心地よいバランス
で変化させられるあかり
を実現しました。
※オランダの物理学者。
（A.A.Kruithof, 1909-1992）

照度を抑えた暖かい光色から明るいさわやかな光色へ簡単に変えられます
※写真はダウンライトでの例です。

午前中から昼間は、高色温度を維持。窓側
は外光の活用で照度を落として節電。

オフィスでの制御パターンの一例
夕方から夜間は、色温度を落としながら、ベースの照度を落として節電。壁側を
明るくすることで明るさ感を確保し、快適性を維持しながら節電に貢献。

〈オフィスでの制御例〉

10:00

5000K 

13:00

5000K 

15:00

4000K 

18:00

3000K 

（%）

75
50
25
0

100

8時 22時10時 12時 14時 17時 18時 20時

始
業
後

始
業
前

専用 
サイト

● LED（調色）内蔵　● 電源ユニット（調色）内蔵　● 入力電圧：100V　
※ 調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

100形電球1灯器具相当
昼光色：700 lm・9.0W・77.7 lm/W
電球色：610 lm・7.9W・77.2 lm/W

【その他ラインアップ】　
60形　φ100/□100　ブラック/透明つや消し　集光

LGD3200LU1  A

125

シンクロ調色
調光［約1～100%］

2700K 電球色～6200K 昼光色

一般光色 Ra80

希望小売価格
16,800円（税抜）

拡散

［ LED  調光スイッチ（逆位相タイプ）］

調光・調色
明るさと色温度をコントロールし、時間やシーンに応じて思いのままの空間演出を可能にします。

「自然のリズム」をプラスα

希望小売価格8,500円（税抜）
WTC57582W （2A）

●プレート別売

専用 
サイト

マルチマネージャーExシステム 専用コントローラ  
［設定操作用タブレットEx］［マルチマネージャーEx］

● 機能：スケジュール運転 
（年間カレンダー）、 
シーン演出制御、接点制御など
● 定格電圧：AC100V～ 242V

オープン価格 希望小売価格120,000円（税抜）
NQ51181U A NQ51101K A

100

［LS／無線信号変換インターフェース］

● 定格電圧：AC100V～ 242V
● 信号入力：LSCL信号×1
● 信号出力：無線信号
（WiLIA920MHz帯）
● センサ：明るさセンサ

希望小売価格
48,000円（税抜）

NK51113 A

100
WiLIA無線

［LS／ PD信号変換インターフェースPlus］
● 定格電圧：AC100V～ 242V
● 信号入力：LSCL信号×1
●  信号出力： PDCL信号×2

希望小売価格
40,000円（税抜）

NK51111 A

100
デジタル有線

コンフォート

● 光源遮光角30°　● 直下近接限度30cm ● 光源遮光角30°　● 直下近接限度10cm

5075 lm・48.5W・104.6 lm/W

550形
LED

希望小売価格75,000円（税抜）
NDN66690SRK9／DK9 B

広角45°150

RK9：WiLIA無線／DK9：デジタル有線

4300 lm・48.5W・88.6 lm/W

550形
LED

希望小売価格129,000円（税抜）
NYY56590RK9／DK9 B

拡散90°450

RK9：WiLIA無線／DK9：デジタル有線

1605 lm・21.0W・76.4 lm/W

200形
LED

希望小売価格48,500円（税抜）
NDN22690RK9／DK9 B

拡散95°150

RK9：WiLIA無線／DK9：デジタル有線

● 直下近接限度10cm

アレンジ調色 LEDダウンライト アレンジ調色 マルミナLEDダウンライト アレンジ調色 ソフトライト LEDラウンドタイプ

【その他ラインアップ】　 350形（φ125）/ 
200形（φ100）

【その他ラインアップ】　200形（φ200）

【代表器具】

● LED内蔵　
● 電源ユニット内蔵　
● 入力電圧：100～242V
※ 調色器具は白色
（4000K）時の数値です。 
性能値は点灯時の光源
色によって変化します。

調光［約1～100%］

RK9
WiLIA無線

DK9

調色［約6500K～2700K］
一般光色 Ra82～ Ra92

デジタル有線

● 首振角45°　● 直下近接限度30cm

2360 lm・26.5W・89.0 lm/W ［35°］

250形
LED

希望小売価格43,800円（税抜）
NTS62590RK9／DK9 B

125

RK9：WiLIA無線／DK9：デジタル有線

01_B（太い） _CMYK

スミ・・・100％

Y・・・100％ + M・・・10％

18～35° 配光調整機能付

【その他ラインアップ】　350形/150形

アレンジ調色 配光調整機能付  
LEDユニバーサルダウンライト

1905 lm・26.5W・71.8 lm/W

250形
LED

希望小売価格
42,300円（税抜）

NTS52930RK9／DK9 B

広角35°125

RK9：WiLIA無線／DK9：デジタル有線 希望小売価格
7,500円（税抜）

NTS91057W A

《枠ユニット》

アレンジ調色 LEDユニバーサルダウンライト コンフォート

● 光源遮光角30°　● 首振角30°　● 直下近接限度30cm

【その他ラインアップ】　 350形/150形　 
シルバーメタリック反射板/ホワイト反射板 
ブラック枠　φ100　中角16°

49,800円（税抜）
組み合わせ希望小売価格

NEW

高気密SB

注）新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索WEBサイトにて公開予定です。　
注）調光タイプを調光する場合、適合ライトコントロール（別売）と組み合わせてご使用ください。　　注）掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。　　
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
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600グリッド天井を活かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム
機能性とインテリア性を両立した照明環境を目指し、多様なオフィスの空間づくりをサポート

天井面と机上面の明るさを両立する導光パネルペンダント。光だけが存在しているような薄型フォルム

［1枚タイプ］ ［2枚タイプ］ ［ウォールウォッシャタイプ］

【その他ラインアップ】　5000K/4000K/3000K

【その他ラインアップ】　4000K　連結用器具

一般光色 Ra83定格出力型 3500K 温白色調光［約10～100%］
● LED内蔵　● 電源ユニット内蔵　● 入力電圧：100～242V

FYY22120 LA9 B

希望小売価格 
60,000円（税抜）

1190 lm・16W・74.3 lm/W

FYY22220 LA9 B

希望小売価格 
90,000円（税抜）

2360 lm・30W・78.6 lm/W

FYY22720 LA9 B

希望小売価格 
53,000円（税抜）

920 lm・16W・57.5 lm/W

専用 
サイト

定格出力型

一般光色 Ra83

 5000K 昼白色

調光 
［約25％～100％］

特注品（図番：T3AB32441-K）
5600 lm・47W・119.1 lm/W

反射板への
写り込みのない
表面仕上げ塗装

導光パネルにより 
間接照明と 
ベース照明を両立

1枚タイプ

空間と一体となる建築化照明のしつらいを
600グリッドのシステム天井対応照明器具で実現

拡大イメージパネルイメージ（点灯時）

理想的な配光をつくるマイクロレンズの成型

 導光パネルシリーズ ペンダントタイプ  

 導光パネルシリーズ  600グリッドシステム  アーキテクチャル スクエアプラスタイプ  

建築に同化するノイズレスデザインの照明器具シリーズです。

専用 
サイト

●プレート別売

● LED内蔵　● 電源ユニット別売　
● 入力電圧：100～ 242V　
●光源遮光角30°　
● 直下近接限度30cm

調光［0～100%］

一般光色 Ra85

［グレアレスユニバーサルダウンライト］

［グレアレスユニバーサルダウンライト］

［グレアレスダウンライト］

［グレアレスダウンライト］

【代表器具】

専用 
サイト

専用 
サイト

200形
LED

970 lm・15.4W・62.9 lm/W
［28°］

100形
LED

535 lm・7.2W・74.3 lm/W
［28°］

コンパクト＆ハイパワーを両立した美しい配光

【その他ラインアップ】　150形　φ75/φ100/φ125　4000K/3000K/2700K【その他ラインアップ】　
非調光/調光［約1～100%］/位相調光［約5～100%］

φ55、φ75のコンパクトさで、
器具の存在感を極限に抑えながら 
ハイパワーを実現

同じ埋込径で中心光度が約2.2倍（グレアレスユニバーサルダウンライト）/平均照度が約2.3倍（グレアレスダウンライト）にアップ

255

φ538 1040

φ1076 260

115 lx

2310

575

φ1613m／m3
m

2

1

0

555

1245

φ1608m／m3
m

2

1

0

φ536

φ1072

4985
2245

560

250 lx

φ55（埋込径）

希望小売価格20,800円（税抜）  

3500K 温白色 NYY62102 B NYY62112 B NYY62122 A NYY62132 A

狭角9°

狭角9°

中角17°

中角17°

広角40°中角28°

中角28°
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【その他ラインアップ】　150形　φ75　4000K/3000K/2700K

希望小売価格21,800円（税抜）  

3500K 温白色 NYY72102 B NYY72112 A NYY72122 A

［電源ユニット（別売）］ ［適合調光器（別売）］

NTS90201 LD9 A

希望小売価格 
19,800円（税抜）

調光［0%～100%］

200形用 ライトコントロール100形用

NTS90101 LD9 A

希望小売価格 
17,800円（税抜）

調光［0%～100%］

NQ21505 A

希望小売価格 
34,000円（税抜）

信号線式ライコン

・設置条件：  器具取付高さ 3m　間口 3m　奥行 3m　取付台数 1台　保守率 1.0

従来品 φ75 従来品 φ75新商品 φ75 新商品 φ75
（単位： lx）

10

10 10

10

30

50
150100

200
250

256 60形（広角30°） 
NYY16590 LE1
　
平均照度 66.8 lx

60形（広角30°）
NYY16190 LE1

中心光度 2310cd

250形（広角30°）
NYY73221+ 
NTS90200 LE9
中心光度 4985cd

（単位： lx）

30

30 30

30

50
100

300200 400
500

556 250形（広角30°） 
NYY63221+ 
NTS90200 LE9
平均照度 154 lx

  グレアレスユニバーサルダウンライト／グレアレスダウンライト   

「建築に自由を与える光」をプラスα

2021年7月発売予定NEW

下方向への光
（タスクライト）

DC24V
ダクトレール

上方向への光
（アンビエントライト）

シームレスマルチペンダント

加工対応品

※   別途、お取引先までお問い合わせ
ください。

タスクとアンビエントのあかりを創出。ミニマムサイズのペンダント

32mm

スマートアーキ

スマートアーキ

スマートアーキ

スマートアーキ

…先端技術・優れたデザイン性などを持ち合わせた商品群です。  …長寿命・省電力のＬＥＤを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
在庫区分： A…工場在庫品　B…受注品　　商品仕様の（lm ・ lm/W）内数値は、LED器具から放出される光束、固有エネルギー消費効率を表しております。　　
希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
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豊富なラインアップで 
さまざまな用途に対応する 
高効率LEDダウンライト

【その他ラインアップ】　
ホワイト反射板　750形/550形/350形　
φ100/φ125/φ175/φ200/φ250/φ300 
5000K/4000K/3000K　美光色 Ra95

組み合わせ 希望小売価格 
88,000円（税抜）

● LED内蔵　
● 電源ユニット内蔵　
● 入力電圧：100～242V

1000形
LED
セラメタ150形器具相当

10055 lm・75.5W・133.1 lm/W
［ダウンライトXND9061SV LZ9］

一般光色 Ra85

3500K 温白色

調光非調光兼用型 
［約5％～100％］150

広角45°

拡散75°

XND9060SV LZ9 A
本体：NDN96632S＋ 
電源ユニット：NNK99001N LZ9

ダウンライト

XND9061SV LZ9 A

本体：NDN96637S＋ 
電源ユニット：NNK99001N LZ9

ダウンライト

銀色鏡面反射板

◦  プレーン（一般タイプ）

 ◆  プレーン（一般タイプ）& 
コンフォート 銀色鏡面反射板 ホワイト反射板

100 125 150 175 200 250 300 100 125 150

広角

LED1000形 ◆ ◦ ◦ ◦ ◦
LED 750形 ◦ ◆ ◦ ◦ ◦ ◦
LED 550形 ◦ ◆ ◆ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
LED 350形 ◦ ◆ ◆ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

拡散

LED1000形 ◦ ◦ ◦ ◦ ◆

LED 750形 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◆

LED 550形 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◆ ◆

LED 350形 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◆ ◆

■ 高WタイプLED1000～350形
■ 軽量化

LED1000形 φ150の場合

幅広い品種バリエーション展開を実現

従来品 現行品

省施工にこだわった設計で
リニューアルにおすすめ

質量を当社従来品と比べて、約1/2の
軽量化を図りました。

1.9kg 1.0kg
質量  約1/2

専用 
サイト

LEDダウンライト 高Wタイプ   

少ない灯数でしっかり照度を確保し、すっきりした高天井空間を創造します。

コンパクト・ハイパワーダウンライト

パナソニックの新たな取り組み

国内電機メーカーおよび、
関西圏のオフィスで初めて※　
「WELL v2」ゴールド認証を取得
ライフソリューションズ社 システムソリューション 
開発センター（旧：イノベーションセンター）の 
オフィスにおいて「WELL v2」ゴールド認証を
取得しました。

新しい生活様式を「人起点」で考えた
ライブオフィス「worXlab」（ワークスラボ）
を開設
　東京汐留ビルの「worXlab」は光・空気・音・香り・映像
などのテクノロジーで多様化する働き方をサポートする
「ソリューション」と、データ活用とサービスで働く環境を
継続的にアップデートしていく「データ」の2つの価値を
提供しています。

※国内電機メーカー初、関西圏のオフィスで初めて「WELL v2」ゴールド認証を取得  2021年1月20日現在 当社調べ
WELL認証とは： 空間のデザイン・構築・運用に「人間の健康」という視点を加え、より良い住環境の創造を目指したオフィス空間の評価システムです。

「コンパクト・ハイパワー」をプラスα

電池内蔵型非常用照明器具にLEDダウンライトがラインアップ（常時・非常時LED点灯）

【その他ラインアップ】　
250形/200形/100形/60形　5000K/4000K/3000K

組み合わせ 希望小売価格 84,000円（税抜）

［30分間タイプ］

● LED内蔵　
● 電源ユニット内蔵　
● 入力電圧：100～242V　

150形
LED
FHT32形×1灯相当

1505 lm・13.7W・109.8 lm/W
［ホワイト反射板/50°］ XNG1560WV LE9 B

本体：NDG24602W＋
電源ユニット：NNK16001N LE9

XNG1560SV LE9 B

本体：NDG24602S＋
電源ユニット：NNK16001N LE9

XNG1561WV LE9 A

本体：NDG24607W＋
電源ユニット：NNK16001N LE9

XNG1561SV LE9 B

本体：NDG24607S＋
電源ユニット：NNK16001N LE9

非調光

一般光色 Ra85
常用光源

150

3500K 温白色
常用光源

階段通路誘導灯 
として使用可能

一般光色 Ra70
非常用光源

電池内蔵型

リモコン自己点検機能付
リニューアル枠

 5000K 昼白色
非常用光源

LEDダウンライト非常用照明器具   

広角50°

拡散85°

専用 
サイト

 ホワイト反射板  シルバーメタリック反射板

万が一に備えのあかり。災害などによる停電時に避難経路の照度を確保します。

防災照明

非常用LED光源常用LED光源

リモコン自己点検機能
を標準装備

リモコン自己点検機能で
複数の器具を効率よく点
検可能。脚立の持ち運び
などの手間も不要です。

リモコン 
（別売）

ダウンライト

ダウンライト

ダウンライト

ダウンライト

「備えのあかり」をプラスα

注）調光タイプを調光する場合、適合ライトコントロール（別売）と組み合わせてご使用ください。　　
注）掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。　　
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
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