主 催：一般社団法人 日本照明工業会／日本経済新聞社
入場料：3,000円（税込）

※同時開催の全展共通、必ずウェブサイトから来場事前登録をお願いします
（事前登録で無料）

同時開催

JAPAN SHOP／建築・建材展／リテールテックJAPAN／
SECURITY SHOW／フランチャイズ・ショー

お問い合わせ先：ハローダイヤル 03-5777-8600（2021年1月〜3月15日までのご案内）

オンライン展示会も同時開催

会期後、
2021年4月30日（金）までアーカイブを公開

オンライン開催記念講演
ラ イ テ ィ ン グ・フ ェ ア 2 0 2 1 は 、C S L & H C L

（Connected Smart Lighting & Human Centric

Lighting）をテーマに、照明環境が創る「安全・

基調講演

安心な社会」
「活気ある街」のもとで、街・店・人を

竹下 秀 氏［東海大学 准教授］

元気にする「あかり」の本質を見据えた新しい
市場を創造するさまざまな照明を紹介します。

LED照明は、従来の照明に比べて省エネ、長寿命

というだけではなく、
様々なモノ・コトにつながる

講演1

インテリジェントで高品質な照明へ。
さらに、
人に
やさしく、安全・快適・便利な高性能なあかり
として、新たな価値を創造し、私たちの暮らしを
より豊かにしていきます。ライティング・フェア
では、CSL&HCL をテーマに開催記念講演を

講演2

開催します。

開催記念講演はライティング・フェア公式ウェブ
サイト上で、ウェブ配信のみの開催となります。
3月9日（火）10:30から公開予定
講演3
オンライン配信視聴はこちらから
https://messe.nikkei.co.jp/lf/seminar/

照明による安全・安心・持続可能な社会の実現-新型コロナウイルス感染症収束に向けてRealization of a safe, secure and sustainable society using lighting
-Toward the end of the novel coronavirus infections-

ひとに良い影響を与える屋内のあかりの考え方
「GOOD LIGHT」
が持つ
知られざる潜在能力 The unused potential of good light indoors
Mr. Jan Denneman［Founder and Chairman of the Board, Good Light Group］

体内時計と睡眠に作用する光：視覚だけではない！光と生体メカニズムの関係
Light beyond vision: eﬀects on the human body clock and sleep
Prof. Dr. Cristian Cajochen, PhD

［Head, Centre for Chronobiology
Transfaculty Research Platform Molecular and Cognitive Neurosciences（MCN）
Psychiatric Hospital of the University of Basel（UPK）］

光による治療と生物学的リズム〜心地、生体機能の維持、生活の質を向上させるための臨床応用〜
Light Treatment and Biological Rhythms:
Clinical Applications to Improve Mood, Functioning and Quality of Life.
Dr. Dorothy K Sit, MD.

［Associate Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences
Northwestern University, Feinberg School of Medicine Asher Center for the Study and Treatment of Depressive Disorders］

開催概要
主

催：一般社団法人 日本照明工業会、
日本経済新聞社

後

援：経済産業省、
国土交通省、
環境省、
総務省消防庁、
（一社）
照明学会、日本商工会議所、全国商工会連合会、日本貿易振興機構（ジェトロ）
（順不同・予定）

協

賛：
（一社）
日本電気協会、
（一財）
日本建築センター、
（公社）
日本建築家協会、
（一財）日本消防設備安全センター、
（公財）日本デザイン振興会、
（公社）
日本照明家協会、
（公社）
産業安全技術協会、
（一社）
日本電設工業協会、
（一社）日本配線システム工業会、
（一社）
電気設備学会、
（一社）電池工業会、
（一社）
日本百貨店協会、
（一社）
日本火災報知機工業会、
（公社）
インテリア産業協会、
（一社）日本ライティングコーディネート協会、
（一社）
ニューオフィス推進協会、
（公社）日本インテリアデザイナー協会、
（一社）日本設備設計事務所協会連合会、全日本電気工事業工業組合連合会、
全日本電設資材卸業協同組合連合会、
（一社）
日本インテリアファブリックス協会、全国舞台テレビ照明事業協同組合、
（公社）劇場演出空間技術協会、
（公社）
商業施設技術団体連合会、
（一社）東京建築士会、
（一社）
日本建築学会、
（一社）日本商環境デザイン協会、
（一社）
日本空間デザイン協会（順不同・予定）

協

力：テレビ東京、
日経BP（順不同）

※日経メッセは安全・安心な展示会を目指し、
「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」に沿って運営を行います。会場内の3密を避けるために、混雑のコントロールを行う
予定です。今後の状況によっては変更になる場合があります。

交通アクセス

東京ビッグサイトへは、公共交通機関をご利用ください。【東京都江東区有明3-11-1 https://www.bigsight.jp/visitor/access/】

■ 電車でお越しの方
りんかい線

「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
大崎駅（JR）◀約14分▶ 国際展示場駅
新木場駅（JR、東京メトロ）◀約5分▶ 国際展示場駅

ゆりかもめ

「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分
都営地下鉄）◀約22分▶ 東京ビッグサイト駅
新橋駅（JR、東京メトロ、
豊洲駅（東京メトロ）◀約8分▶ 東京ビッグサイト駅

■ バスでお越しの方
都営バス

▶ 東京ビッグサイト
都05系統：東京駅丸の内南口 ◀約40分（勝どき駅前経由）
▶ 東京ビッグサイト
東16系統：東京駅八重洲口 ◀約40分（豊洲駅前経由）
▶ 東京ビッグサイト
門19系統：門前仲町 ◀約35分（豊洲駅前経由）

京急バス

横浜駅東口 ◀約55分▶ 東京ビッグサイト

空港バス

羽田空港 ◀約25分▶ 東京ビッグサイト

（リムジンバス） ※イベント開催時のみ運行の便もありますので事前にご確認ください

展示会場案内図／出展者一覧


 

照明総合ゾーン

 アイリスオーヤマ

CSL：分野や業種を超えた、様々なモノ、コトにつながるインテリジェントなあかり
HCL：様々な環境やライフスタイルに合わせた快適な生活を創造する、人にやさ

 朝日電器
 因幡電機製作所





しい、安全・快適・便利な質の高い、高性能なあかり

 岩崎電気
 エコ・トラスト・ジャパン
 遠藤照明


















ライティング・フェアは「CSL&HCL」をテーマに、私たちの暮らしをより豊かにす

るさまざまな
「あかり」を紹介します。

 コイト電工

オンラインセミナー

 サン電子工業



開催テーマ

（2020年12月31日現在）

 GRE ALPHA ELECTRONICS
 照明学会



小島 義包 氏［大林組 本社設計本部 設備設計部 部長］

 スタンレー電気

「人にやさしい紫外線Care222のご紹介」

 星和電機

平尾 哲治 氏［ウシオ電機 事業統括本部 光源事業部 第一技術部門 部門長］

「知って得する省エネ補助金活用テクニック
〜LED導入から今話題の空調設備・高機能換気設備まで〜」

 東京メタル工業
 東芝ライテック



  



山本 孝 氏［ジェイアール東日本企画 交通媒体本部デジタルサイネージ推進センター長、
デジタルサイネージコンソーシアム 埋事］

「ZEBからウェルネスへ 〜期待される照明」

 スタイルテック

 電信



「デジタルサイネージの現状とLEDディスプレイの可能性」

近藤 文男 氏［リミックスポイント エネルギーソリューション事業部 第二ソリューション部 東日本第2営業グループ マネージャー］

 ニイヌマ

「防災に対する官庁施設の取り組み
〜災害に強い官公庁施設づくりガイドライン・技術基準類〜」

 日本エスフィール

岩崎 明平 氏［国土交通省 大臣官房官庁営繕部 設備・環境課 課長補佐］

 日本照明工業会
 パナソニック

国内外で活躍する若手照明デザイナー4名による最新の照明プロダクトのトレンドや
動向をさまざまな活用事例を交えディスカッションする「照明デザイナーズトーク」も
オンライン配信で予定しています！
（企画協力：日本国際照明デザイナーズ協会）

 ビートソニック
デバイス・照明部材ゾーン



 朝日ラバー

オンラインセミナーはライティング・フェア公式ウェブサイト上で、
ウェブ配信のみの開催となります。
3月9日（火）10:30から公開予定

 大野技術研究所
 東西電気産業

ラウンジ

西1ホール

オンライン配信視聴はこちらから

 丸文

https://messe.nikkei.co.jp/lf/seminar/

※講師、
プログラム内容は、都合により予告なしに変更される場合がございます。
予めご了承ください。

日経メッセ 全体図
（第38回）

フランチャイズ（FC）本部による加盟店募集をは
じめ、ビジネスパートナー募集、FC支援ビジネス
（各種機器やサービス）、店舗開発、海外関連の
情報を紹介する日本最大級のFC展示会

（第29回）

（第50回）

防犯カメラや警備システム、
サイバーセキュリティ、
ウイルス対策など、
社会やビジネスの
「安全・安心」
を実現する製品・サービス・ソリューションが
一堂に会するセキュリティ総合展

最新の商空間デザイン・ディスプレー、店舗什器・
設備、インテリア、サイン・看板、演出機器、店頭
POP・SP ツール、店舗向け各種サービスなどを
紹介する国内最大級の店舗総合見本市

南展示棟
（第37回）

流通・小売業界のビジネスを変革する最新のIT機
器・システムが一堂に揃う日本最大級の専門展。
キャッシュレスやAI 活用、デジタル販促、店舗の
働き方改革など話題のソリューションも紹介

西展示棟

アトリウム

（第27回）

住宅・店舗・ビル用の各種建材をはじめ、
設備機器や
ソフトウエア、工法、関連サービスなどを幅広く
紹介する国内有数の建築総合展

来場事前登録のご案内（登録無料）新型コロナウイルス対策を徹底して本展示会を実施します。来場事前登録にご協力をお願いします。

 公式WEBサイトにアクセス※来場事前登録より登録してください。
 来場者証（QRコード付）をプリントアウトして会場に持参
 来場者証をバッジフォルダーに入れて入場

● 必ず1人1登録でお願いします。

マスクは必ず
着用してご来場ください。

37.5度以上の発熱があるかたは
入場をお断りします。

手指消毒に
ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス接触確認アプリ
COCOAの利用をお願いします。

● 来場者証をプリントアウトして会場へお越しください。

● 会場入口では、
マスク着用の徹底／消毒液の設置／検温を実施します。

● スマートフォンなどでのご提示の場合でも、
来場者証を別途お渡し可能です。

● セミナー会場や休憩スペース等では、
間隔の確保を行っております。

● 来場事前登録時に、
ご来場予定日をうかがいます。

会場で登録いただくよりもスムーズですので、来場事前登録にご協力をお願いします。

● 扉を開放し、
空調設備による常時換気を行います。
● 救護室には、
看護師が常駐しております。

