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本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

シーリングライト／ペンダント

住宅用照明器具
E特選カタログ

寝室や個室にもおすすめ。
コンパクトサイズの
AIR  PANEL  LED 新登場！

省エネ 省資源
省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様
にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量削減を
目指します。

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※
の使用を規制するRoHS指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

化学
物質

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。

パナソニックは、適正な表示を
推進しています。

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに
利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの
ために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合
や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
お取り扱いについて

■照明器具の寿命

その他使用上の
ご 注 意

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。
　尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

●こまめにスイッチを切りましょう

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご依頼ください。

1 0 年経ったあかりは、点検・お取り替えを。
プラグ、コード、本体プラグ、コード、本体
などが異常に熱いなどが異常に熱い
プラグ、コード、本体プラグ、コード、本体
などが異常に熱いなどが異常に熱い
プラグ、コード、本体
などが異常に熱い

点灯中にこげくさい点灯中にこげくさい
ニオイがするニオイがする

点灯中にこげくさい点灯中にこげくさい
ニオイがするニオイがする

点灯中にこげくさい
ニオイがする

ランプ交換してもランプ交換しても
以前より暗くなった以前より暗くなった
ランプ交換してもランプ交換しても
以前より暗くなった以前より暗くなった
ランプ交換しても
以前より暗くなった

スイッチを入れてもスイッチを入れても
ときどき点かないときどき点かない
スイッチを入れてもスイッチを入れても
ときどき点かないときどき点かない
スイッチを入れても
ときどき点かない

コードが傷んでいたり、コードが傷んでいたり、
動かすと消えたりする動かすと消えたりする
コードが傷んでいたり、コードが傷んでいたり、
動かすと消えたりする動かすと消えたりする
コードが傷んでいたり、
動かすと消えたりするこんな

症状は
ありませんか

■ LEDシーリングライト
 保証期間のお知らせ

※ 2013年9月1日以降お買い上げの商品（カタ
 ログに畳数表記があるもの）が対象になります。

LED（電源・ユニット） 保証期間5年
保証期間1年本体

●長年ご使用の照明器具の点検を！

・ JISによる目安
 JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は
 8～10年とされています。
 《JIS C 8108蛍光灯安定器》
 《JIS C 8110高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム灯安定器》
 《JIS C 8105-1照明器具－第１部：安全性要求事項通則》

・ 電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉による目安
 電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉では絶縁物の確認を
 40,000時間の使用で行います。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●照明器具には寿命があります。
 ・設置して１０年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
　　点検・交換してください。
 ※1 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合。

 ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

 ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
  点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、
　お買い上げの販売店または専門施工店にご相談のうえ、
　正しくお使いください。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
詳しくはホームページで

panasonic.com/jp/sustainability

○右記番号がご利用いただけない場合

0120-878-709
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

パ ナ は ナ ッ ト ク
パナソニック 照明と住まいの設備・建材
お客様ご相談センター（受付9時～18時）

○ FAX
06-6906-1109 0120-872-460

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「8」と「6＃」を押してください。

club.panasonic.jp/ownersオーナーズサービスオーナーズサービス 詳しくはこちら

お持ちのパナソニック商品のご愛用者登録で、商品サポートサービスや、メンバー限定の特別イベント、キャンペーンをご利用いただけます。

HH-JJE1810
このカタログの記載内容は
2018年10月1日現在のものです。

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック照明と住まいの設備・建材または、パナソニック照明と住まいの設備・建材
お客様ご相談センターにおたずねください。お客様ご相談センターにおたずねください。

panasonic.com/jp/privacy-policy

panasonic.com/jp



※1

HH-CD1281A

HH-CD0881A

HH-CD1295AE

HH-CD0895AE

丸型タイプ
スタンダードモデル

HH-CD0814AE

NEW

NEW

HH-CD1226AE

HH-CD0826AE

HH-CD1236AE

HH-CD0836AE

HH-CD1436AE

最大光量の明るさ
※1

最大光量の明るさ

角型タイプ

NEW

NEW
HH-CD1292A

※1 初期光束の場合。明るさは使用により徐々に低下します。一般社団法人日本照明工業会ガイドA121：2014住宅用カタログにおける適用畳数基準より　※2 HH-CB1071A、0871Aは除く。
※3  ～18畳、～20畳は、パナソニックが独自の基準で測定し算出したものです。　※4 HH-CD1226AE、0826AE、0626AE/CD0814AEは30分のみ設定可能。
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※5

※3

読みやすさ

明るさ・省エネ

▲

5ページを
　ご覧ください

清潔

安心・便利

～18畳

～14畳

～12畳

～10畳

～  8畳

～  6畳

▲

5ページを
　ご覧ください

▲

4ページを
　ご覧ください

▲

5ページを
　ご覧ください

和風タイプ

HH-XCC1288A

HH-CD1833A

HH-CC1485A

HH-CC1285A

HH-CC0885A

目覚めのあかり
搭載タイプ

HH-CB1070A
（くつろぎのあかり搭載）
HH-CB1071A

HH-CB0870A
（くつろぎのあかり搭載）
HH-CB0871A

HH-CD0892A

※1※2
最大光量の明るさ

※1
最大光量の明るさ

※1
最大光量の明るさ

※5 目覚めのあかり搭載タイプのみ、消灯30秒前に約5%点灯に切り替わります。　●Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、
パナソニック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

※3

～20畳 HH-CD2033A

※3
大光量

※1
最大光量の明るさ

HH-XCC0888A

あざやかモード
搭載タイプ

※1
最大光量の明るさ

HH-JCC0842A

HH-JCC1242A

広い部屋用ジオメトリックモデル
スピーカー搭載
タイプ シンプルモデル

NEW

エディオンオリジナル エディオンオリジナル エディオンオリジナル エディオンオリジナル エディオンオリジナル

シンプルシリーズスタンダードシリーズ

NEW NEW NEW NEW

※1
最大光量の明るさ

Bluetooth®

照らし分け ● ● ● ●

おまかせタイマー
※専用アプリ
   「あかリモ」で設定。 ※4 ※4

HH-CC1085A

HH-CD1492A

HH-CD1092A

NEW

NEW

NEW

HH-CD0626AE
NEW

NEW

NEW

NEW

HH-PD1253DE
NEW

※1
最大光量の明るさ

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

パネルシリーズ LEDペンダント

スタンダードモデル

Bluetooth®搭載シリーズ

※

2 3



明るさ・省エネ

清 潔

読みやすさ

安心 ・ 便利

●写真・イラストはイメージです。ご使用の環境により、色味や雰囲気は異なります。

るすばんタイマー

お手入れ簡単!
さっと拭くだけ!

汚れが付きにくく、お手入れラクラク

独自技術で、畳数基準内で最大光量の明るさと高い省エネ性能を両立

はっ水はつ油樹脂と帯電防止剤を
組み合わせた当社独自の
キレイコートをカバーに採用。※4

汚れはもちろんホコリも付きにくく、
軽く拭くだけでキレイになります。

（注）キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。 （注）経年劣化により効果は多少減少します。（使用環境により程度は異なります。）
（注）全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
※4 Bluetooth®搭載シリーズ/パネルシリーズ（角型タイプ）/あざやかモード搭載タイプ/シンプルシリーズ（HH-CD0814AE）/ペンダント和風タイプは除く。

ホコリ汚れ 油汚れ

キレイコート
基 材 油が付きにくく取れやすい

はっ水はつ油機能

帯電防止の新導電剤で
ホコリが付きにくい

帯電防止機能

リモコン一つで便利と安心、２つの「タイマー」

おやすみタイマー

るすばんタイマー

※パネルシリーズ（丸型タイプ シンプルモデル）用リモコン（HK9491MM）の場合

リモコンの「おやすみ」ボタンを押すことで、自動で消灯するタイマー
機能を使用できます。おやすみ前の過ごし方に合わせて30分と60分
後の2種類から選べます。

リモコンの「るすばん」ボタンを押すことで、設定時刻に
なると、あかりのスイッチが自動的にON・OFFします。

（注）この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。万が一
被害に遭われた場合でも、弊社では一切責任を負いかねます。商品の
ご使用と合わせて、施錠・戸締まり等の防犯対策を行うことをおすす
めします。

るすばんボタンを押すだけの簡単設定 人が
いる！？

文字くっきり光で小さな文字もくっきり見やすい

文字
くっきり光
6200K

昼白色
5000K

文字が見やすい色温度

6200K 明るさ

文字が見やすい「色温度（6200K）」と「明るさ」で、小さな文字
もくっきり見えるあかりです。読書や勉強などにおすすめです。

とは?

色温度6200Kと明るさで
文字がくっきり読みやすいあかりが
（公社）日本ＰＴＡ全国協議会の
推薦商品に認定されました。

白と黒のコントラスト感がアップ!

●写真はイメージです。●写真はイメージです。●写真はイメージです。

おやすみタイマー

明るさアップボタン※1NEW

より明るく、細かい文字が
読みやすい

読書や勉強時に

手芸などの細かい手作業に
おすすめです

趣味の時間に

※1 明るさアップ搭載品番：スタンダードシリーズ（HH-CD1436AE、1236AE、0836AE）

明るさアップボタンを押すと、
全灯時の約1.3倍に
明るさがアップします。

ホコリ汚れ
油汚れ お手入れ簡単!

さっと拭くだけ!

（注）キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので強くこすると効果が減少する場合があります。 （注）経年劣化により効果は多少減少します。（使用環境により程度は異なります。）
（注）全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
※Bluetooth®搭載シリーズ/パネルシリーズ（角型タイプ）には搭載していません。

油が付きにくく取れやすい
はっ水はつ油機能

微細な凹凸形状により
ホコリが付きにくい

微細凹凸形状

キレイコート

導光パネル プリズム

中心付近のレンズは下方向を中心に、外側のレンズになるほど横方向にも
ワイドに発光。壁方向にも光を広げ、お部屋全体を明るく照らします。

1 2 3 4

4種のレンズで、光をよりワイドに拡散させながら、
光の取り出し効率が大幅に向上しました。［ 発光イメージ ］

[ 配光イメージ ] 実際の配光曲線とは異なります。[ 配光イメージ ] 実際の配光曲線とは異なります。

1
2
3
4

最大光量の明るさ

明るさそのまま、
省エネ性能アップ！※3
従来品と比べて、約9%エネルギー
消費効率がアップ※3！

※3 当社2016年発売LEDシーリングライト
     （HH-CB1234A）と2018年発売LEDシーリング
     ライト（HH-CD1236AE）との比較を参考として表記。
      LEDシーリングライト（HH-CB1234A）は生産完了。

HH-CD1236AE

新・光拡散
レンズ搭載

HH-CB1234A

従来の
光拡散レンズ 155.7

lm/W

170.2
lm/W

140 lm/W 150 lm/W 160 lm/W 170 lm/W 180 lm/W

約9％
  アップ※3

ホコリが溜まりにくく、サッと軽く拭くだけでキレイになります。

Φ620mm

Φ540mm

スタンダードモデル

シンプルモデル

子供部屋に

全灯（文字くっきり光） パネル光+センター光（電球色）

外径540mm。
AIR PANEL LEDを
すっきり小型化。

寝室に

AIR PANEL LED 独自のキレイコートを新開発

寝室や個室におすすめ コンパクトサイズ

NEW

照らし分け機能のないコンパクトサイズのAIR PANEL LEDが新登場。
スペースの限られたお部屋も、より心地よく美しい空間になります。

新・光拡散レンズ※2

LED レンズ

※2 新・光拡散レンズ搭載品番：スタンダードシリーズ（HH-CD1436AE、1236AE、0836AE）
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デザイン エディオンオリジナル

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。　POSコードの上7桁は、 印4549980です。
※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より１ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、１ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。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。ご了承ください。　注）固有エネルギー消費効率の算出方法は蛍光灯と異なります。

調色タイプ

全灯（文字くっきり光）の場合

スタイリッシュなシルバーモールが
上品な雰囲気を演出

■共通仕様
●虫・ホコリの入りにくい構造
●アクリルカバー
　（乳白つや消し・キレイコート）
●クローム仕上
●専用リモコン送信器〔HK9804MM〕同梱
　（リモコンボックス付）
●光源寿命40000時間（光束維持率70％）
●おまかせモード
●AC100V
●水平天井専用
●文字くっきり光
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、
　55度までの傾斜天井に取付可能
※明るさアップモード時は全灯時より光束と
　消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が
　低下します。

HH-CD1436AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ14.1×幅φ60.3cm
●質量：2.4kg
●固有エネルギー消費効率：170.3 lm/W（6099 lm・35.8W）
●明るさアップモード時：定格消費電力47.1W

HH-CD1236AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ14.1×幅φ60.3cm
●質量：2.4kg
●固有エネルギー消費効率：170.2 lm/W（5499 lm・32.3W）
●明るさアップモード時：定格消費電力42.4W

HH-CD0836AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ14.1×幅φ60.3cm
●質量：2.4kg
●固有エネルギー消費効率：167.9 lm/W（4299 lm・25.6W）
●明るさアップモード時：定格消費電力33.7W

スタンダードシリーズ

※2 ●リモコン【明るさアップ・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100％～約5％〉調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯（6段調光可能）　●壁ス
イッチ【普段→常夜灯】　※3 ●リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】リモコン送信器使用時のみ〈100％～約5％〉調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯（6段調光可能）●壁スイッチ【普段→常夜灯】
※4 ●リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】リモコン送信器使用時のみ〈100％～約5％〉調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯（6段調光可能）●壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】

HH-CD1236AE ～12畳

同梱リモコン 点灯パターン 常夜灯 カチット取付方式 傾斜天井 竿縁天井
点灯機能 取付機能品　番 おすすめの畳数

（標準）
調光機能

HH-CD1436AE ～14畳
100％～約5％ 専用リモコン〔HK9804MM〕 ※2 LED（6段調光） カチットＦ HK9039 HK9058

HH-CD0814AE ～  8畳 100％～約5％ 専用リモコン〔HK9493MM〕 ※4 LED（6段調光） カチットＦ HK9049 HK9004

HH-CD0826AE ～  8畳
HH-CD1226AE ～12畳

100％～約5％ 専用リモコン〔HK9493MM〕 ※3 LED（6段調光） カチットＦ HK9049 HK9004

NEW

NEW

NEW

オリジナルポイント

HH-CD0836AE ～  8畳

全灯（文字くっきり光）の場合

調色タイプ

HH-CD0626AE 

HH-CD0826AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm
●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：
　138.2 lm/W（4299 lm・31.1W）

オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm
●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：
　139 lm/W（3699 lm・26.6W）

HH-CD1226AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm
●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：
　137.8 lm/W（5499 lm・39.9W）

NEW

NEW

NEW

汚れが付きにくく、お手入れラクラク
キレイコートをカバーに採用

シンプルシリーズ

オリジナルポイント

219270

219256

219225

219249

219218

219157

汚れが付きにくく、お手入れラクラク
キレイコートをカバーに採用

すっきりとしたシンプルデザイン

1

2

1

2

※高齢者の方には、実際のお部屋の畳数値より１ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。またお部屋の内装色が濃い場合にも、１ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。

※1 ●リモコン【全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100％～約5％〉調光・〈昼光色～電球色〉調色可能・常夜灯（6段調光可能）●壁スイッチ【普段→常夜灯】

HH-CD0895AE ～  8畳

同梱リモコン 点灯パターン 常夜灯 カチット取付方式 傾斜天井 竿縁天井
点灯機能 取付機能品　番 おすすめの畳数

（標準）
調光機能

HH-CD1295AE ～12畳
100%～約5% 専用リモコン〔HK9491MM〕 ※1 LED（6段調光） カチットＦ ̶

常夜灯

全灯（文字くっきり光） パネル光+センター光（昼光色）

パネル光+センター光（電球色）

※シンプルモデルには、照らし分け機能はありません。

調色タイプ

全灯（文字くっきり光）の場合

「るすばんタイマー」搭載液晶リモコン。
設定時刻になると、あかりが自動でON・OFF

■共通仕様
●アクリルパネル
　（透明・キレイコート）
●アクリルカバー（乳白つや消し）
●専用リモコン送信器〔HK9491MM〕同梱
　（リモコンボックス付）
●光源寿命40000時間（光束維持率70％）
●AC100V ●水平天井専用 
●文字くっきり光

HH-CD1295AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ9.9×幅φ54cm
●質量：3.2kg
●固有エネルギー消費効率：
　115.4 lm/W（5000 lm・43.3W）

HH-CD0895AE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ9.9×幅φ54cm
●質量：3.2kg
●固有エネルギー消費効率：
　113.7 lm/W（3800 lm・33.4W）

AIR PANEL LED シンプルモデル 

NEW

NEW

オリジナルポイント

219263

219232

リモコンには便利な手元灯搭載

1

2

床面だけでなく、
天井面や壁面も
明るく照らす

180lx

311lx

429lx

【当社 直射タイプ スタンダードクラス とAIR PANEL LEDの照度比較】

〔実験方法〕当社直射タイプ スタンダードクラス とAIR PANEL LED（HH-CD1292A）を
              取り付けた部屋で、それぞれの全灯状態の照度を測定

当社 直射タイプ スタンダードクラス AIR PANEL LED HH-CD1292Aの場合

80cm

150cm

127lx

327lx

275lx

床

床面を中心に
照らす

単位：ルクス

※部屋の内装色、材質等により、数値は変動する可能性があります。

●点けた時だけでなく、消した時も天井をすっきり見せるデザイン

■共通仕様
●虫・ホコリの入りにくい構造
●アクリルカバー（乳白つや消し・キレイコート）
●専用リモコン送信器〔HK9493MM〕同梱
　（リモコンボックス付）
●光源寿命40000時間（光束維持率70％）
●AC100V
●水平天井専用
●文字くっきり光
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、
　55度までの傾斜天井に取付可能

カバーのアクセントラインが
センターの明るさ感をアップ

オリジナルポイント

調光・調色だけのシンプルタイプ

1

2

HH-CD0814AE
オープン価格 ※
LED（昼光色6500K・Ra83／電球色2700K・Ra83）
●寸法：高さ11.7×幅φ50cm　●質量：1.6kg
●固有エネルギー消費効率：
　133 lm/W（4299 lm・32.3W）
●虫・ホコリの入りにくい構造
●アクリルカバー（乳白つや消し）
●専用リモコン送信器〔HK9493MM〕同梱
　（リモコンボックス付）
●光源寿命40000時間（光束維持率70％）
●AC100V　●水平天井専用
※別売の傾斜天井アダプタ使用時、
　55度までの傾斜天井に取付可能

NEW

全灯（昼白色）の場合

調色タイプ

219164

和風ペンダント

全灯（文字くっきり光）の場合

HH-PD1253DE 
オープン価格 ※
LED（昼光色6200K・Ra83）
●寸法：高さ14×幅□50.6cm、
　全高27.9～53.9cm調節可能
●質量：1.9kg
●固有エネルギー消費効率：
　126.3 lm/W（4310 lm・34.1W）
●プルスイッチ付【全灯→段調光→常夜灯→滅】
●強化和紙張り ●木製（桐） ●丸型フランジ付
●光源寿命40000時間（光束維持率70％）
●AC100V ●引掛シーリング方式
●水平天井専用 ●文字くっきり光
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

NEW
219102

高級感のある
オリジナルの木枠デザイン

オリジナルポイント

1

単色タイプ

̶

●生活シーンに合わせて、あかりを切り替えられます

消灯時

●天井や壁面も明るい

クリアで開放的な印象を演出します

AIR PANEL LEDの特長

HH-CD0626AE ～  6畳

おやすみタイマー

るすばんタイマー

手元灯ボタン（蓄光）

▲

詳細は4ページへ

30分または60分後に器具を
消灯します。

押すだけでタイマーセットできます。
るすばんモード中は、普段のあかりで
設定した明るさで点灯します。

LED手元灯（橙）を点灯させます。
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