
LEDフラットランプ
品番

本体品番
※本体品番にランプは
含まれていません。

 拡散

調光不可

100形
相当

クラス
700

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

LLD40001CQ1
LLD40003CQ1
LLD40005CQ1

10,670円
（税抜 9,700円）

60形
相当

クラス
500

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

LLD20001CQ1
LLD20003CQ1
LLD20005CQ1

8,250円
（税抜 7,500円）

※�表記寸法は�
セードサイズです。
※�写真はランプ装着時の
イメージです。

取付

組み合わせ品名一覧
（本体+LEDフラットランプ）

※価格は組み合わせ価格です。
※Cはランプ別梱包です。

幅φ470・高275
半埋込タイプ
LGB15187
70,400円

（税抜 64,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1418CQ1
XLGB1419CQ1
XLGB1420CQ1

81,070円 
（税抜 73,700円）C

引掛シーリング方式
LGB15487
70,400円

（税抜 64,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1538CQ1
XLGB1539CQ1
XLGB1540CQ1

81,070円 
（税抜 73,700円）C

アルミセード（ホワイト）

ダクトタイプ
LGB16187
70,400円

（税抜 64,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1738CQ1
XLGB1739CQ1
XLGB1740CQ1

81,070円 
（税抜 73,700円）C

幅φ350・高315
引掛シーリング方式
LGB15397
73,700円

（税抜 67,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1513CQ1
XLGB1514CQ1
XLGB1515CQ1

84,370円 
（税抜 76,700円）C

アルミセード（ホワイト）
上部カバー（オフホワイト）

ダクトタイプ
LGB16707
73,700円

（税抜 67,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1713CQ1
XLGB1714CQ1
XLGB1715CQ1

84,370円 
（税抜 76,700円）C

幅φ350・高315
引掛シーリング方式
LGB15398
73,700円

（税抜 67,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1516CQ1
XLGB1517CQ1
XLGB1518CQ1

84,370円
（税抜 76,700円）C

アルミセード 
（外面：グレー、内面：ホワイト）
 上部カバー（ダークグレー）

ダクトタイプ
LGB16778
73,700円

（税抜 67,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1716CQ1
XLGB1717CQ1
XLGB1718CQ1

84,370円
（税抜 76,700円）C

幅φ250・高249
半埋込タイプ
LGB15106
59,400円

（税抜 54,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1402CQ1
XLGB1403CQ1
XLGB1404CQ1

70,070円 
（税抜 63,700円）C

引掛シーリング方式
LGB15376
59,400円

（税抜 54,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1510CQ1
XLGB1511CQ1
XLGB1512CQ1

70,070円 
（税抜 63,700円）C

ガラスセード（透明）

ダクトタイプ
LGB16736
59,400円

（税抜 54,000円）

100形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1710CQ1
XLGB1711CQ1
XLGB1712CQ1

70,070円 
（税抜 63,700円）C

幅φ200・高198
半埋込タイプ
LGB15109
48,400円

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1118CQ1
XLGB1119CQ1
XLGB1120CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

引掛シーリング方式
LGB15379
48,400円

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1218CQ1
XLGB1219CQ1
XLGB1220CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

ガラスセード（透明）

ダクトタイプ
LGB16739
48,400円

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1668CQ1
XLGB1669CQ1
XLGB1670CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

幅φ235・高201
半埋込タイプ
LGB15116
49,500円 

（税抜 45,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1121CQ1
XLGB1122CQ1
XLGB1123CQ1

57,750円 
（税抜 52,500円）C

引掛シーリング方式
LGB15336
49,500円 

（税抜 45,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1221CQ1
XLGB1222CQ1
XLGB1223CQ1

57,750円 
（税抜 52,500円）C

ホーローセード
（外面：ベージュ、

 内面：ホワイト）

ダクトタイプ
LGB16746
49,500円 

（税抜 45,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1671CQ1
XLGB1672CQ1
XLGB1673CQ1

57,750円 
（税抜 52,500円）C

幅φ255・高205
半埋込タイプ
LGB15117
48,400円 

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1124CQ1
XLGB1125CQ1
XLGB1126CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

引掛シーリング方式
LGB15337
48,400円 

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1224CQ1
XLGB1225CQ1
XLGB1226CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

ホーローセード
（外面：ピンクベージュ、

 内面：ホワイト）

ダクトタイプ
LGB16747
48,400円 

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1674CQ1
XLGB1675CQ1
XLGB1676CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

LEDフラットランプ
品番

本体品番
※本体品番にランプは
含まれていません。

 拡散

調光不可

ー ー

60形
相当

クラス
500

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

LLD20001CQ1
LLD20003CQ1
LLD20005CQ1

8,250円
（税抜 7,500円）

※�表記寸法は�
セードサイズです。
※�写真はランプ装着時の
イメージです。

取付

組み合わせ品名一覧
（本体+LEDフラットランプ）

※価格は組み合わせ価格です。
※Cはランプ別梱包です。

幅φ235・高201
半埋込タイプ
LGB15118
49,500円 

（税抜 45,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1127CQ1
XLGB1128CQ1
XLGB1129CQ1

57,750円 
（税抜 52,500円）C

引掛シーリング方式
LGB15338
49,500円 

（税抜 45,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1227CQ1
XLGB1228CQ1
XLGB1229CQ1

57,750円 
（税抜 52,500円）C

ホーローセード
（外面：ライトグレー、

 内面：ホワイト）

ダクトタイプ
LGB16748
49,500円 

（税抜 45,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1677CQ1
XLGB1678CQ1
XLGB1679CQ1

57,750円 
（税抜 52,500円）C

幅φ255・高205
半埋込タイプ
LGB15119
48,400円 

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1130CQ1
XLGB1131CQ1
XLGB1132CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

引掛シーリング方式
LGB15339
48,400円 

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1230CQ1
XLGB1231CQ1
XLGB1232CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

ホーローセード
（外面：ダークグレー、

 内面：ホワイト）

ダクトタイプ
LGB16749
48,400円 

（税抜 44,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1680CQ1
XLGB1681CQ1
XLGB1682CQ1

56,650円 
（税抜 51,500円）C

幅φ98・高107
直付タイプ
LGB10833
28,380円

（税抜 25,800円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1035CQ1
XLGB1036CQ1
XLGB1037CQ1

36,630円 
（税抜 33,300円）C

ガラスセード
（透明・一部つや消し）

ダクトタイプ
LGB16133
29,480円

（税抜 26,800円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1655CQ1
XLGB1656CQ1
XLGB1657CQ1

37,730円 
（税抜 34,300円）C

幅φ123・高100
直付タイプ
LGB10830
37,950円 

（税抜 34,500円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1029CQ1
XLGB1030CQ1
XLGB1031CQ1

46,200円 
（税抜 42,000円）C

ガラスセード（透明）

ダクトタイプ
LGB16130
39,050円 

（税抜 35,500円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1649CQ1
XLGB1650CQ1
XLGB1651CQ1

47,300円 
（税抜 43,000円）C

幅□104・高102
直付タイプ
LGB10832
36,300円 

（税抜 33,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1032CQ1
XLGB1033CQ1
XLGB1034CQ1

44,550円
（税抜 40,500円）C

ガラスセード
（透明・一部つや消し）

ダクトタイプ
LGB16132
37,400円 

（税抜 34,000円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1652CQ1
XLGB1653CQ1
XLGB1654CQ1

45,650円
（税抜 41,500円）C

幅φ125・高118
直付タイプ
LGB10825
17,710円 

（税抜 16,100円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1020CQ1
XLGB1021CQ1
XLGB1022CQ1

25,960円
（税抜 23,600円）C

プラスチックセード
（ベージュ）

ダクトタイプ
LGB16125
18,810円 

（税抜 17,100円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1640CQ1
XLGB1641CQ1
XLGB1642CQ1

27,060円
（税抜 24,600円）C

幅φ125・高118
直付タイプ
LGB10828
17,710円 

（税抜 16,100円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1023CQ1
XLGB1024CQ1
XLGB1025CQ1

25,960円
（税抜 23,600円）C

プラスチックセード
（ブラック）

ダクトタイプ
LGB16128
18,810円 

（税抜 17,100円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1643CQ1
XLGB1644CQ1
XLGB1645CQ1

27,060円
（税抜 24,600円）C

幅φ125・高118
直付タイプ
LGB10829
17,710円 

（税抜 16,100円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1026CQ1
XLGB1027CQ1
XLGB1028CQ1

25,960円
（税抜 23,600円）C

プラスチックセード
（ターコイズ）

ダクトタイプ
LGB16129
18,810円 

（税抜 17,100円）

60形
相当

電球色 温白色

電球色 昼光色

温白色 昼光色

XLGB1646CQ1
XLGB1647CQ1
XLGB1648CQ1

27,060円
（税抜 24,600円）C
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ペンダント 光色切替タイプ

〈参考組み合わせ例〉

組み合わせ品名は、本体＋ランプの組み合わせによる商品です。

組み合わせ品名 本�体 LEDフラットランプ
電球色 温白色 �ペンダント�XLGB1418CQ1（�LGB15187＋�電球色 温白色�LLD40001�CQ1�）

アルミセード（ホワイト）・半埋込タイプ／拡散・調光不可・100形相当・電球色⇔温白色

※掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

品番をクリックして
詳細スペックをチェック

Ra83 Ra83

https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171268&hinban=LLD20001CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171496&hinban=XLGB1648CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171270&hinban=LLD20003CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171272&hinban=LLD20005CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171444&hinban=XLGB1127CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171445&hinban=XLGB1128CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171446&hinban=XLGB1129CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171447&hinban=XLGB1227CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171448&hinban=XLGB1228CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171449&hinban=XLGB1229CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171450&hinban=XLGB1677CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171451&hinban=XLGB1678CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171452&hinban=XLGB1679CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171453&hinban=XLGB1130CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171454&hinban=XLGB1131CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171455&hinban=XLGB1132CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171456&hinban=XLGB1230CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171457&hinban=XLGB1231CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171458&hinban=XLGB1232CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171459&hinban=XLGB1680CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171460&hinban=XLGB1681CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171461&hinban=XLGB1682CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171494&hinban=XLGB1646CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171495&hinban=XLGB1647CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171490&hinban=XLGB1026CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171491&hinban=XLGB1027CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171493&hinban=XLGB1028CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171487&hinban=XLGB1643CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171488&hinban=XLGB1644CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171489&hinban=XLGB1645CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171484&hinban=XLGB1023CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171485&hinban=XLGB1024CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171486&hinban=XLGB1025CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171480&hinban=XLGB1640CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171481&hinban=XLGB1641CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171482&hinban=XLGB1642CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171476&hinban=XLGB1020CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171477&hinban=XLGB1021CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171478&hinban=XLGB1022CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171506&hinban=XLGB1652CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171507&hinban=XLGB1653CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171508&hinban=XLGB1654CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171503&hinban=XLGB1032CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171504&hinban=XLGB1033CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171505&hinban=XLGB1034CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171500&hinban=XLGB1649CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171501&hinban=XLGB1650CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171502&hinban=XLGB1651CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171497&hinban=XLGB1029CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171498&hinban=XLGB1030CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171499&hinban=XLGB1031CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171512&hinban=XLGB1655CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171513&hinban=XLGB1656CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171514&hinban=XLGB1657CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171509&hinban=XLGB1035CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171510&hinban=XLGB1036CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171511&hinban=XLGB1037CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171463&hinban=XLGB1513CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171443&hinban=XLGB1676CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171464&hinban=XLGB1514CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171465&hinban=XLGB1515CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171466&hinban=XLGB1713CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171467&hinban=XLGB1714CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171468&hinban=XLGB1715CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171470&hinban=XLGB1516CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171471&hinban=XLGB1517CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171472&hinban=XLGB1518CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171473&hinban=XLGB1716CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171474&hinban=XLGB1717CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171475&hinban=XLGB1718CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171404&hinban=XLGB1402CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171405&hinban=XLGB1403CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171406&hinban=XLGB1404CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171407&hinban=XLGB1510CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171408&hinban=XLGB1511CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171409&hinban=XLGB1512CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171410&hinban=XLGB1710CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171411&hinban=XLGB1711CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171412&hinban=XLGB1712CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171423&hinban=XLGB1121CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171424&hinban=XLGB1122CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171425&hinban=XLGB1123CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171428&hinban=XLGB1221CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171429&hinban=XLGB1222CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171430&hinban=XLGB1223CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171432&hinban=XLGB1671CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171433&hinban=XLGB1672CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171434&hinban=XLGB1673CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171435&hinban=XLGB1124CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171436&hinban=XLGB1125CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171437&hinban=XLGB1126CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171438&hinban=XLGB1224CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171439&hinban=XLGB1225CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171440&hinban=XLGB1226CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171441&hinban=XLGB1674CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171442&hinban=XLGB1675CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318702&hinban=XLGB1118CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318703&hinban=XLGB1119CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318710&hinban=XLGB1670CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318704&hinban=XLGB1120CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318705&hinban=XLGB1218CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318706&hinban=XLGB1219CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318707&hinban=XLGB1220CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318708&hinban=XLGB1668CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00318709&hinban=XLGB1669CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171240&hinban=LGB15397
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171318&hinban=LGB16747
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171241&hinban=LGB16707
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171242&hinban=LGB15398
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171243&hinban=LGB16778
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00170873&hinban=LGB15106
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00170879&hinban=LGB15376
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00170856&hinban=LGB16736
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171319&hinban=LGB15116
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171320&hinban=LGB15336
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171321&hinban=LGB16746
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171316&hinban=LGB15117
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171317&hinban=LGB15337
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00170876&hinban=LGB15109
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00170882&hinban=LGB15379
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00170870&hinban=LGB16739
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171325&hinban=LGB15118
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171340&hinban=LGB16129
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171326&hinban=LGB15338
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171327&hinban=LGB16748
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171322&hinban=LGB15119
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171323&hinban=LGB15339
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171324&hinban=LGB16749
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171339&hinban=LGB10829
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171338&hinban=LGB16128
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171337&hinban=LGB10828
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171336&hinban=LGB16125
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171334&hinban=LGB10825
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171247&hinban=LGB16132
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171246&hinban=LGB10832
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171245&hinban=LGB16130
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171244&hinban=LGB10830
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171249&hinban=LGB16133
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171248&hinban=LGB10833
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338862&hinban=XLGB1418CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338865&hinban=XLGB1419CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338868&hinban=XLGB1420CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338869&hinban=XLGB1540CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338863&hinban=XLGB1538CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338866&hinban=XLGB1539CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338870&hinban=XLGB1740CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338864&hinban=XLGB1738CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338867&hinban=XLGB1739CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338808&hinban=LGB15187
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338812&hinban=LGB15487
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00338818&hinban=LGB16187
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171273&hinban=LLD40001CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171272&hinban=LLD20005CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171276&hinban=LLD40003CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171278&hinban=LLD40005CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171268&hinban=LLD20001CQ1
https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/shoumei_plan/detail/?at=&id=S00171270&hinban=LLD20003CQ1
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