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光 と光 と 音、くら、くら し に

降 り そ そ降 り そ そ ぐ。

照明とスピーカーが融合した、新しいあかり。照明とスピーカーが融合した、新しいあかり。
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音響と照明の技術を併せ持つ

パナソニックならではの全く新しいご提案です。

天井から降り注ぐサウンドと

光に包まれる上質で心地よい空間を

ぜひご体感ください。

パナソニック株式会社

執行役員

テクニクスブランド事業担当

小川理子
（ジャズピアニストとしても活動）

お持ちのスマートフォンやミュージック

プレイヤーから、ワイヤレスで接続して、

手軽に音楽を再生できます。

詳しくはスピーカー付ダウンライト

カタログ（LLCT1B137）をご覧ください。

ダウンライト同等のサイズで、

しっかりとした音響特性を確保しました。

BluetoothBluetooth®スピーカーを搭載したシーリングライトが登場。スピーカーを搭載したシーリングライトが登場。

スマートフォンの音楽が天井から空間に広がります。スマートフォンの音楽が天井から空間に広がります。

スピーカー付シーリングライト

スピーカー付ダウンライト

スピーカー付のダウンライトも登場

光 と光 と 音音、くら、くら しし に

降 り そ そ降 り そ そ ぐぐ。

照明とスピーカーが融合した、新しいあかり。照明とスピーカーが融合した、新しいあかり。

スピーカー付

ダウンライト

住宅用照明器具

2018.1

※ご使用にあたっては、スマートフォンなどのBluetooth®機器が必要です。また、壁スイッチも必要です。
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空間全体に音が広がるようにスピーカー角度を設定。

2台のスピーカーを、角度をつけて設置することで、

12畳の空間でも、より均一に音が広がります。

シーリングライトに、シーリングライトに、

スピーカーをプラス。スピーカーをプラス。

空間の中心から空間の中心から

心地よい光と音が広がる。心地よい光と音が広がる。

● 測定条件

・ コンパクトステレオシステム

 設置高さ：0.5m 音圧測定高さ：1.2m             

・ AIR PANEL LED スピーカー付シーリングライト 

 設置高さ：2.4m 音圧測定高さ：1.2m

専用アプリは必要なく、お手持ち

のスマートフォンからBluetooth®

で接続するだけでかんたんに音

楽を再生できます。

スマートフォンでかんたんに接続。 テレビ音声も再生可能。臨場感がアップ。

※音声出力は「シーリングライトのみ」「シーリングライトとテレビの両方」を選択可能。（未対応のテレビもあります）

「ワイヤレス送信機セット」なら、

テレビのヘッドホン端子に送

信機を接続することで音声の

送信・再生が可能。お気に入り

の映画なども天井から降りそ

そぐサウンドが臨場感を高め

ます。

4.9m

BluetoothBluetooth®で手軽に音楽を楽しめる。で手軽に音楽を楽しめる。

パナソニックのオーディオ技術による高品質スピーカーを搭載。パナソニックのオーディオ技術による高品質スピーカーを搭載。
存在感を抑えたコンパクトなサイズながら、パナソニックがこれまで培ってきたスピーカー設計技術で、

低域から高域までバランスのとれた音質を確保しました。

器具の両サイドに取り付けた2台のスピーカー（L、R）で、

ステレオ再生をしながら空間全体にサウンドを広げます。

心地よいステレオサウンドを、心地よいステレオサウンドを、

空間全体に。空間全体に。

軽量かつコンパクトなサイズを実現するために

専用設計した「ネオジウムマグネット採用スピーカー」を搭載。

低音を豊かに再生する「バスレフポート」を採用。

内部構造透視図

イメージ

スピーカーの前など決

まった場所で音楽を

楽しむのにおすすめ。

72dB

67dB

62dB

7.2m

4.9m

イメージ

■ 空間での音圧分布比較

コンパクトステレオシステム AIR PANEL LED スピーカー付シーリングライト

ワイドに音を広げ、音

圧もしっかりキープ。

お部屋のどこにいても

心地よいサウンドが楽

しめます。

コンパクトステレオシステム

72dB

67dB

62dB

7.2m

4.9m

スピーカー付シーリングライト

空間全体に音を広げる

スピーカー配置

スピーカー（L） スピーカー（R）

12.5°12.5°

●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。
●Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. 
 aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
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光とサウンドを組み合わせて、くらしのシーンをもっと豊かに。光とサウンドを組み合わせて、くらしのシーンをもっと豊かに。

プラン使用器具

（シーン設定例）シーン切替

❶ スピーカー付シーリングライト

LGBX3139 ×1
希望小売価格132,000円(税抜)

❷ アッパーライト

SFX002 ×3
希望小売価格23,000円(税抜)

❸ ペンダント

LGBX10004 ×3
希望小売価格37,000円(税抜)

❹ スポットライト

LGBX54000 ×1
希望小売価格24,800円(税抜)

■ プラン使用器具合計金額　希望小売価格359,300円（税抜）

リビングが光とサウンドに包まれ、シアタールームに。
パネル光を1枚だけ点灯し、テレビ方向の壁を照らして、画面に集中できる環境に。

降りそそぐサウンドに包まれることで、より臨場感が高まります。

※光色は、電球色のみ。※テレビの音声を聞くには、ワイヤレス送信機が必要です。

文字が読みやすくなる6200Kの「文字くっきり

光」で空間全体を明るく。お気に入りの音楽を

流して、集中できる環境をつくります。

パネル光2枚だけを点灯すると、間接照明のよう

な陰影が生まれ、心やすらぐ雰囲気に。落ち着

いた音楽を流せば、よりくつろぎ感が深まります。

※光色は、電球色のみ。

電球色のセンター光とパネル光であたたかい

雰囲気を広げ、心地よいBGMを流せば、カフェ

タイムや夕食など家族の時間もいっそう楽しく。

明るさを抑えた電球色で、落ち着いた空間を

演出。音楽を聴きながらならヨガやピラティス

などのエクササイズもより楽しく心地よく。

※光色は、電球色のみ。

4
5
0
0

7000

❶

❷❷

❸

❺

❹

❷

趣味・読書のあかり くつろぎのあかり

シアターのあかり

だんらんのあかり エクササイズのあかり

LIVING ROOM 
リビング

❺ インテリアダクト

LK04083WZ ×1
希望小売価格22,500円(税抜)

リンクスタイルLED

※ AIR PANEL LED THE SOUNDには、リモコンは同梱されておりません。シーン切替は、専用アプリ「あかリモ」（無料）をダウンロードしたスマートフォンもしくは、シーンリモコン（別売）で行ってください。
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プラン使用器具

❶ スピーカー付シーリングライト

LGBX3138 ×1
希望小売価格122,000円(税抜)

❷ アッパーライト

SFX002 ×1
希望小売価格23,000円(税抜)

■ プラン使用器具合計金額　希望小売価格145,000円（税抜）

光とサウンドで、寝室の使い方が広がる。
パネル光だけを点灯し、間接照明のようなライティングで優しい空間を演出。

音楽と一緒なら、ひとりの時間をさらにゆっくりと楽しめます。

※光色は、電球色のみ。

4500

4
5
0
0

❶

❷

くつろぎのあかり

BED ROOM
寝室

（シーン設定例）シーン切替

朝の時間にふさわしい昼光色で、お部屋をしっかり明るく。

爽やかな音楽を流して快適な目覚めをサポートします。

おめざめのあかり

リンクスタイルLED

※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。
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光を拡散する導光パネルが、

新たなあかりのデザインを実現。

光の操作を、スマートフォンで。

パネルの透明感にこだわり、

消灯時も美しく。

導光パネルがLEDの「点」の光を「面」の光に変換。

天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。

パネルの中を通る光を反射させ空間に広げるため

のドットを小さくし、消灯時の透明感を高めました。

消灯時

微細なプリズム

天井

導光パネル

パネル用LED直射用LED

センター光 パネル光

■ 発光の仕組み クラスタドット

プリズム径
φ100μm

点灯時

ト

パネル光のみ 両側／片側（電球色）

センター光＋パネル光
（全灯 文字くっきり光）

センター光＋パネル光
（普段のあかり 電球色）

センター光のみ
（電球色）

パネル光のみ（両側） パネル光のみ（片側） パネル光のみ（片側）

パネルだけ、センターだけなどあかりを切り替えられ、

さまざまなシーンに合った演出が可能に。

専用アプリ「あかリモ」（無料）をダウンロードして、

スマ―トフォンで操作。

光を上下左右に拡散し、空間の明るさ感をアップさせる

導光パネルを採用したシーリングライト。

建築ラインに美しく映える、直線的なフォルムが魅力です。

高品質スピーカーを搭載しながら、高品質スピーカーを搭載しながら、

空間に溶け込む直線的なデザイン。空間に溶け込む直線的なデザイン。

シーリングライトのみの個別調整はも

ちろん、LINK STYLE LEDシリーズ

の器具を組み合わせると、複数のあ

かりを同時にコントロールできます。

リンクスタイルLED

パネル光2枚だけを点灯すると、間接照明のような

陰影が生まれ、心やすらぐ雰囲気を演出できます。

※光色は電球色のみ。

パネル光1枚だけを点灯し、テレビ方向の壁を照らすと

画面に集中できる環境に。

※光色は電球色のみ。

照らす方向を切り替えられる「照らし分け」で、くらしのシーンを豊かに彩る。照らす方向を切り替えられる「照らし分け」で、くらしのシーンを豊かに彩る。

専用アプリ（無料）

▶詳しくは次ページをご覧ください。

パネル点灯切り替え
［切替］ボタンをタップ。

調光・調色
カーソルをスライド、あるいはタップ。

※ AIR PANEL LED THE SOUNDには、リモコンは同梱されておりません。パネル点灯切り替えや調光・調色操作は、専用アプリ「あかリモ」（無料）をスマートフォンにダウンロードの上、「あかリモ」の個別調整画面で行ってください。
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シーリングライト

● Bluetooth®対応LED電球はLINK STYLE LEDシリーズの対象商品でのみ使用可能です。

ラインアップが充実した、LINK STYLE LEDシリーズ。組み合わせてかんたんシーン演出。

ペンダント ホリゾンタルライトスポットライト フロアスタンド アッパーライト

2018年2月21日発売NEW

あかりの操作も、スマートフォンで。あかりの操作も、スマートフォンで。

複数のあかりを組み合わせても、手元で簡単コントロール。複数のあかりを組み合わせても、手元で簡単コントロール。

既設配線をそのまま使うから、

大掛かりな工事は不要。

既設配線で

かんたん施工

手元のスマホで

かんたん操作

引掛シーリングや電源コンセントがあれば、器具の設置が可能。

電源プラグ電源
コンセント

アッパーライト

ホリゾンタルライト

スポットライト ペンダント

インテリアダクト

フロア
スタンド

引掛シーリング

引掛シーリング

同梱金具

シーリングライト

くらしのシーンにぴったりな

あかりをかんたんに演出。

複数のあかりを

かんたん演出

趣味・読書のあかり くつろぎのあかり

だんらんのあかり シアターのあかり

シーン設定例

リンクスタイルLED

個別も複数も。スマートフォンで、あかりをコントロール。

あらかじめ登録した明るさや光色、ON/OFFなどの

シーンを瞬時に呼び出せます。

複数のあかりのシーンを、簡単に切り替え。

シーン切替

HK9850A
希望小売価格8,900円(税抜)
幅70・長120・高16

● シーン切替、消灯が可能

● 置いた状態でも操作が可能

● 壁掛けも可能

※器具ごとの調光・調色、タイマーの設定はできません。

専用の［パナソニック「あかリモ」アプリ］（無料）を

ダウンロードして、スマ―トフォンで操作。

スマホで登録したシーンをダイレクトに

切り替えられる専用リモコン（別売）。

［対応OS］ ● iOS：9.0以上  ● Android™：5.0以上  

［適応Bluetooth®］ Bluetooth®：4.0以上（Bluetooth low energy）

※ OS、Bluetooth®が適応外の場合、アプリケーションのダウンロードができません。
※ ダウンロードには別途通信料が発生します。
※ iOSは、Apple Inc.のOSの名称です。
 IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、
 ライセンスに基づき使用されています。
※ Android™は、Google Inc.の登録商標です。
※ 機種によって、文字ずれや画面ずれが発生したり、通信が安定しない場合があります。
 必ず適応機種を弊社ホームページで確認してください。

在庫区分マーク A：工場在庫品　※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

個別にON/OFFはもちろん、パネルの点灯切り替え、

調光や調色などの微調整も簡単にできます。

個別のあかり調整も可能。

個別調整

設定時刻に合わせて明るさと光色を自動で切り替え。

1日のリズムをつくるサポートをします。

タイマー設定で、一日の流れに沿って自動変化。

タイマー

登録シーン1 登録シーン3

登録シーン5

登録シーン2

朝：6時～ 夜：18時～昼：11時～

登録シーン4

自動切替 自動切替

※任意で3つの時刻を設定できます。

約5％から100％の間で、

明るさを自由に調節できます。

AIR PANEL LEDは、パネル点灯

切り替えが可能。色温度は2700K

から6500K、明るさは約5％から

100％の間で、自由に調節できます。

※パネル光のみ、センター光のみ
の場合は2700Kのみです。

［調光］シーリングライト以外［パネル点灯切り替え］
［調光・調色］シーリングライト

■おまかせ設定の場合

詳しい操作方法やよくあるご質問は、パナソニックホームページをご確認ください。

h t t p s : / / s u m a i . p a n a s o n i c . j p / l i g h t i n g / p r o d u c t s / l i n k s t y l e /



 NEW

 

LGBX1138 A
希望小売価格110,000円（税抜）
照明動作時：37W・4299 lm・116.1 lm/W
照明・スピーカー動作時：消費電力42.8W

入力電流0.47A（100V）

LGBX3138 A
希望小売価格122,000円（税抜）
照明動作時：46.7W・5499 lm・117.7 lm/W
照明・スピーカー動作時：消費電力52.3W

入力電流0.56A（100V）

LED内蔵・電源ユニット内蔵・スピーカー内蔵
幅550・長712・高99・重4.9kg
● アクリルパネル（透明）
● アクリルカバー（透明つや消し）● ホワイト
専用スマートフォンアプリで点灯／消灯、
〈100％～5％〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／
専用リモコン（HK9850・別売）でシーン再生、消灯／
スピーカー動作時：消費電力7.3W
● 機器の設定にはスマートフォンが必要です。
● 実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達
距離が短くなる場合があります。
● 竿縁天井取付アダプタ対応不可

B s0K

～8畳
昼光色6500K
Ra83

電球色2700K
Ra83

～12畳
昼光色6500K
Ra83

電球色2700K
Ra83

2018年2月21日発売

2018年2月21日発売

スライド方式
カチットF

LED
交 換

不可
PW

 NEW

 

LGBX1139 A
希望小売価格120,000円（税抜）
照明動作時：37W・4299 lm・116.1 lm/W
照明・スピーカー動作時：消費電力42.8W

入力電流0.47A（100V）

LGBX3139 A
希望小売価格132,000円（税抜）
照明動作時：46.7W・5499 lm・117.7 lm/W
照明・スピーカー動作時：消費電力52.3W

入力電流0.56A（100V）

LED内蔵・電源ユニット内蔵・スピーカー内蔵
幅550・長712・高99・重4.9kg
● アクリルパネル（透明）
● アクリルカバー（透明つや消し）● ホワイト
専用スマートフォンアプリで点灯／消灯、
〈100％～5％〉調光、〈昼光色～電球色〉調色／
専用リモコン（HK9850・別売）でシーン再生、消灯／
ワイヤレス送信機同梱／
スピーカー動作時：消費電力7.3W
● 機器の設定にはスマートフォンが必要です。
● 実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる
場合があります。
● 竿縁天井取付アダプタ対応不可

B s0K

～8畳
昼光色6500K
Ra83

電球色2700K
Ra83

～12畳
昼光色6500K
Ra83

電球色2700K
Ra83

2018年2月21日発売

2018年2月21日発売

スライド方式
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■ スピーカー仕様

アンプ スピーカー Bluetooth®

実用最大出力 形式 使用スピーカー インピーダンス バージョン 送信出力 対応プロファイル 対応コーデック 通信方式 登録機器台数

5W+5W
（1kHz, T.H.D 10%, 6Ω, 20kHz LPF, JEITA）

1ウェイ1スピーカー
バスレフ型

3cm×9cmコーン型
フルレンジ×2

6Ω
Ver2.1
+EDR

Class 2
（2.5mW）

A2DP
（SCMS-T対応）

Qualcomm® aptX™ 
Low Latency、SBC

2.4GHz band 
FH-SS

最大8台

■ワイヤレス送信機仕様

Bluetooth® 外形寸法
（幅×高さ×奥行）

質量 消費電力
ACアダプター

バージョン 送信出力 対応プロファイル 対応コーデック 通信方式 入力 出力

Ver. 3.0
Class 2
（2.5mW）

A2DP
Qualcomm® aptXTM 
Low Latency、SBC

2.4GHz band
FH-SS

44×16×69mm 約22g 0.5W
AC100V、50/60Hz
0.2A、10VA（100V）

DC5V、800mA
HK8900

パナソニック株式会社　エコソリューションズ社
ライティング事業部
〒571-8686
大阪府門真市門真1048
☎（06）6908-1131（代表）

ⒸPanasonic Corporation 2018
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2018年1月現在のものです。
LLCT1B138  201801-5Xi

お求めは当店で

●本器の使用周波数帯（2.4GHｚ）では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている

移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局

（免許を要する無線局）が運用されています。

1．本器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されてい

ないことを確認してください。

2．万一、本器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、電波の発射を停止してください。

電波について

2.4FH1
2.4：

FH：

1：

：

2.4GHz帯を使用する無線機器です。

ＦＨ-ＳＳ変調方式です。

電波干渉距離は10ｍです。

全帯域を使用し、移動体識別装置の
地域を回避可能です。

注）壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ１個につき照明器具１台しか操作できませんのでご注意ください。
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。
注）取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。

B 壁スイッチ切替（普段←→常夜灯）  s0K光源寿命40000時間（光束維持率70％） 

在庫区分マーク A：工場在庫品　※掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

シーリングライト

テレビなど

音声接続コード
（付属）

ヘッドホン端子

ワイヤレス送信機

テレビ音声を再生できる、

ワイヤレス送信機セット

「ワイヤレス送信機セット」なら、テレビのヘッドホン端子に

ワイヤレス送信機を接続することで音声の送信・再生が

可能。お気に入りの映画なども天井から降りそそぐサウンド

が臨場感を高めます。

※音声出力は「シーリングライトのみ」「シーリングライトとテレビの両方」を選択可能。

（未対応のテレビもあります）

ワイヤレス
送信機
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