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ごあいさつ

　一般社団法人日本照明工業会と日本経済新聞社は、第15回国際照明総合展「ライティング・フェア2021」を、
2021年3月9日（火）から12日（金）の4日間、東京・有明の東京国際展示場（東京ビッグサイト）で開催しました。
　新型コロナウイルスの感染拡大による影響が懸念されましたが、主催者では、中央官庁や専門家委員会の
監修を受けた日本展示会協会の「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」を遵守した
会場設計と運営を行い、感染拡大防止の徹底を図りました。またご出展各位にも感染防止に向けたブース
運営のご協力を賜ることができました。会期中は、建築・設計業、電気工事・電気設備業、流通・小売業、
製造業などさまざまな業種から、39,537名もの方々にご来場をいただき、盛況のうちに無事閉幕しました。
本展の開催にあたりましては、ご出展の企業・団体、関係省庁、大学研究機関など関係各位より多大な
ご支援・ご協力を賜りました。厚く御礼を申し上げます。
　今回は「CSL&HCL(Connected Smart Lighting & Human Centric Lighting)」をテーマに、分野や業種を
超えて「様々なモノやコトにつながるインテリジェントなあかり」や、さまざま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「人にやさしい、安全・快適・便利な、質の高い、高機能なあかり」を紹介
しました。ご出展者の最新の製品・技術展示をはじめ、初の試みとして開催記念講演、各種セミナーの
オンライン配信を実施しました。
　開催記念講演では、海外の著名な専門家をはじめ、照明と人間の深い関りを科学的に考察した講演や
コロナ影響下において、照明による安全・安心・持続可能な社会の実現を目指す事例の紹介など、国内
外で活躍する研究者から発表を頂きました。また、防災に対する官公庁の取り組みや、紫外線の有効活用、
デジタルサイネージの最新モデル、照明を中心とした光源の新しい活用方法まで、幅広い分野の講演プロ
グラムの配信も行いました。日本国際照明デザイナーズ協会の協力で、国内外の最新照明事例を紹介する
「照明デザイナーズトーク」も開催。若手照明デザイナーが建築家など異分野の専門家を交え、照明の
最先端施工事例をディスカッション形式で紹介するなど、好評を博しました。　
　アンケートによると、来場者が本展に期待するものとして「LEDや新光源の新用途提案」「最新技術の情報
提供」「快適な照明空間の提案」が挙げられており、出展ブースの展示やこれらの企画を通して有意義な
情報提供ができたと確信しています。
　国が掲げる「2030年までにSSLなど高効率照明のストック100％」の実現に向けて、「ライティング・
フェア」は、あかり文化の向上と持続可能な社会の実現に向けた情報の集積と発信が求められています。
今後も照明および快適な街づくり空間の構築に向け、最新技術や製品、デザインに関する情報が集まる場を
創って参ります。引き続きのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一般社団法人日本照明工業会
日本経済新聞社
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Greetings

　Japan Lighting Manufacturers Association and Nikkei Inc. were pleased to co-organize the 15th 
International Lighting Exhibition, “LIGHTING FAIR 2021,” at the Tokyo International Exhibition 
Center “Tokyo Big Sight” from Tuesday, March 9, 2021, to Friday, March 12, 2021.
In response to the concern over the spread of COVID-19, the co-organizers designed and 
managed the exhibition strictly following the “Exhibition Industry Guidelines for Preventing the 
Spread of COVID-19 Infection” laid out by the Japan Exhibition Association under the supervision 
of competent central government agencies and the Expert Committee on Novel Coronavirus. 
We are also grateful for the cooperation extended by the exhibitors to prevent the spread while 
managing their respective booths. LIGHTING FAIR 2021 was again a great success with 39,537 
visitors over the four days, representing various industries, including construction and design, 
electrical work and electrical facility work, distribution and retailing, and manufacturing.
　Under the theme of “Connected Smart Lighting & Human Centric Lighting,” this year’s 
LIGHTING FAIR focused on “intelligent lighting that connects things and events” beyond the 
boundaries of application fields and industrial sectors and on “quality and high-performance 
lighting that is kind to humans, safe, comforting, and convenient” for engendering a pleasant life 
under different environments and lifestyles. Apart from providing a platform for exhibitors to 
exhibit their latest products and technologies, we responded to the pandemic by organizing, for 
the first time in the history of LIGHTING FAIR, various commemorative lectures and seminars 
online.
　For the online commemorative lectures, outstanding researchers and experts, both from Japan 
and abroad, provided their insights into many interesting topics such as the scienti�c analyses of 
the close link between humans and lighting, and e�orts toward the creation of a safe, secure, and 
sustainable society through lighting amid the COVID-19 crisis. For the online seminars, speakers 
shared their views and information on new usages of light and lighting in a variety of applications, 
including government e�orts in disaster response reinforcement, e�ective utilization of ultraviolet 
ray rays, and the latest developments in digital signage. Besides, Lighting Designer's Talk were 
held online in cooperation with International Association of Lighting Designers Japan Branch, 
introducing many fascinating examples of modern lighting designs in Japan and abroad. The talk 
sessions were very well received by the viewers, particularly because young lighting designers 
moderated the discussions with architects and others, presenting some cutting-edge cases of 
lighting work.
　The questionnaire survey administered to the visitors illustrated that their expectations from 
the LIGHTING FAIR included “proposals on new applications of LED and new light sources,” 
“provision of information on cutting-edge technologies,” and “proposals on the comfortable, 
lighted atmosphere.” We are convinced that we have succeeded in providing significant 
information through the exhibition booths and programs.
　In the face of the national target of achieving “Stock 100% of high e�ciency lighting such as SSL 
by 2030,” we believe that the LIGHTING FAIR has an important mission to collect and disseminate 
information, leading to the enrichment of lighting culture and realization of a sustainable society. 
We will continue to create and provide a forum for the exchange of information on the latest 
technologies, products, and designs bene�cial for better lighting and the development of more 
pleasant streets and towns. We solicit your continued cooperation in this regard.
　We would like to express our heartfelt gratitude to the companies and organizations 
participating in the fair, relevant government agencies, universities, and research institutes for 
o�ering excellent support and cooperation. Thank you very much.

Japan Lighting Manufacturers Association
Nikkei Inc.
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名　称 ライティング・フェア2021（第15回 国際照明総合展）

テーマ CSL&HCL（Connected Smart Lighting & Human Centric Lighting）

会　期 2021年3月9日（火）～12日（金） 10:00～17:00（最終日のみ16:30まで）

会　場 東京国際展示場「東京ビッグサイト」 西1ホール

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）

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）

協　力 テレビ東京、日経BP（順不同）

入場料 3,000円（税込） ※同時開催の全展共通

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

Title LIGHTING FAIR 2021

Theme CSL&HCL（Connected Smart Lighting & Human Centric Lighting）

Dates March 9th (Tue.) - 12th (Fri.), 2021　10:00-17:00（until 16:30 on the last day）

Venue Tokyo International Exhibition Center “TOKYO BIG SIGHT”, West Hall 1

Organized by Japan Lighting Manufacturers Association（JLMA）, Nikkei Inc.

Supported by
Ministry of Economy, Trade and Industry, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Ministry of the Environment,
Fire and Disaster Management Agency, The Illuminating Engineering Institute of Japan, The Japan Chamber of Commerce and Industry, 
Central Federation of Societies of Commerce and Industry, Japan External Trade Organization (JETRO)

Cooperated by TV TOKYO, Nikkei Business Publications

Admission Fee 3,000 yen per person (valid at the all co-hosting exhibitions, tax included)

Held in
conjunction with

JAPAN SHOP, ARCHITECTURE + CONSTRUCTIONMATERIALS, RETAILTECH JAPAN, SECURITY SHOW, 
JAPAN INTERNATIONAL FRANCHISE SHOW

展示会名／Exhibition 出展者数／The number of exhibitors 出展小間数／The number of booths

ライティング・フェア2021／LIGHTING FAIR 2021 24 120
JAPAN SHOP 2021 129 297

建築・建材展 2021
ARECHTECHTURE CONSTRUCTION & MATERIALS 2021 139 311

リーテルテックJAPAN 2021／RETAILTECH JAPAN2021 126 454

SECURITY SHOW 2021 54 129

フランチャイズ・ショー 2021
JAPAN INTERNATIONAL FRANCHISE SHOW 2021 152 328

全展示会合計／NIKKEI MESSE Total 624社 1,639小間

日付／Dates
ライティング・フェア2021／LIGHTING FAIR 2021 

JAPAN SHOP 2021
建築・建材展／ARECHTECHTURE CONSTRUCTION & MATERIALS 2021

フランチャイズ・ショー 2021／
JAPAN INTERNATIONAL 
FRANCHISE SHOW 2021

リーテルテックJAPAN 2021／
RETAILTECH JAPAN2021
SECURITY SHOW 2021

3.9（Tue.）／曇り（Cloudy） 7,538 4,192 6,252

3.10（Wed.）／晴れ（Fine） 9,742 4,460 8,358

3.11（Thu.）／晴れ（Fine） 10,499 3,960 10,217

3.12（Fri.）／曇り（Cloudy） 11,758 4,189 10,380

合計／Total 39,537人 16,801人 35,207人

■ 開催概要 ／ Outline

■ 展示規模 ／ Number of Exhibitors and Booths

■ 来場者数 ／ Number of Visitors
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ライティング・フェア2021は、CSL&HCL（Connected Smart Lighting & Human Centric Lighting）をテーマに、照明環境が創る「安全・
安心な社会」「活気ある街」のもとで、街・店・人を元気にする「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探求
しました。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をテーマにオンラインで開催記念講演を開催しました。

基調講演

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-
竹下 秀 氏［東海大学 准教授］
Dr. Shu Takeshita ［Tokai University］

講演 1

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
ヤン・デネマン 氏［グッドライトグループ チェアマン］
Mr. Jan Denneman ［Founder and Chairman of the Board, Good Light Group］

講演 2

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: e�ects on the human body clock and sleep
クリスティアン・カヨセン 氏［バーゼル大学教授］
Prof. Christian Cajochen, PhD
［Head, Centre for Chronobiology / Transfaculty Research Platform Molecular and Cognitive Neurosciences (MCN) / 
Psychiatric Hospital of the University of Basel (UPK)］

講演 3

光による治療と生物学的リズム～心地、生命機能の維持、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.
ドロシー・シット 氏［ノースウェスタン大学准教授］
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］

■ オンライン開催記念講演 ／ Online Commemorative Seminar

■ オンラインセミナー ／ Online Seminar

デジタルサイネージの現状とLEDディスプレイの可能性
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
小島 義包 氏 ［大林組 本社設計本部 設備設計部 部長］

人にやさしい紫外線Care222のご紹介
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～
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］

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～
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］



企画協力：一般社団法人 日本国際照明デザイナーズ協会
Planning: International Association of Lighting Designers Japan Branch (IALD JAPAN)

セッション1 Lighting Business in Asia:
アジアでビジネス展開をする
照明メーカー各社と考える、これから。
蔭山 順子 氏 ［Senior Sales Manager, Luci（Singapore）］

河合 健 氏 ［General Director, Koizumi Lighting Vietnam Company］ 

大島 雄太 氏 ［アジア営業統括部 統括部長、Endo Lighting (Thailand) ］

【モデレーター】 田中 康一 氏 ［CEO, Director, Lightlinks International］

セッション2 Diverse Lighting Worlds：
日本、上海、ブラジル、ベトナムをつなぎ、
キャリアパス、デザインプロセス、教育をテーマにした
多様な考え方についてのディスカッション
Mr. Jack Lim ［Principal Lighting Designer & Shanghai Team Leader, Arup］ 

Ms. Diana Joels ［Lighting Designer & Founder, ConcepDUAL & Educator］

Mr. Ricardo Sanchez Leong ［Design Manager］

【モデレーター】 木下 美沙 氏 ［Lighting Designer & Founder, Mist Light Design］ 

セッション3 オオバコ・リノベーション：官と民が同居する、元ホームセンター
三浦 丈典 氏 ［株式会社スターパイロッツ取締役］

【モデレーター】 早川 亜紀 氏 ［灯デザイン主宰］

セッション4 Landscape X Lighting the Future：
多様化するランドスケープの価値観とライティングの未来
オウミ アキ 氏 ［office ma 代表・クリエイティブディレクター］

佐藤 宏光 氏 ［テン・ランドスケープアソシエイツ 代表取締役］

【モデレーター】 目黒 朋美 氏 ［トモルデザイン・メグロ 代表取締役］
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■ 照明デザイナーズトーク「ヒカリdeトーク」 ／ Lighting Designer's Talk

蔭山 順子 氏 大島 雄太 氏河合 健 氏 田中 康一 氏

Mr. Jack Lim Ms. Diana Joels Mr. Ricardo Sanchez Leong 木下 美沙 氏

三浦 丈典 氏 早川 亜紀 氏

オウミ アキ 氏 佐藤 宏光 氏 目黒 朋美 氏
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VIP招待者
専用スペース

デバイス・照明部材ゾーン

照明総合ゾーン

印はNIKKEI MESSE Onlineへも出展している企業・団体です。

東芝ライテック

パナソニック

岩崎電気

星和電機

大野技術研究所

日本照明工業会

ラウンジ

遠藤照明

朝日ラバー

アイリスオーヤマ

因幡電機製作所

コイト電工

日本エスフィール

ニイヌマ

朝日電器

エコ・トラスト・ジャパン

スタイルテック

GRE ALPHA ELECTRONICS

ビートソニック

東京メタル工業

東西電気産業

照明学会

サン電子工業

電信

丸文
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照明総合ゾーン／General Lighting Zone
LF1013 アイリスオーヤマ／IRIS OHYAMA

LF1022 朝日電器／ASAHI ELECTRIC

LF1012 因幡電機製作所／INABA ELECTRIC WORK

LF1014 岩崎電気／IWASAKI ELECTRIC

LF1025 エコ・トラスト・ジャパン／ECO TRUST JAPAN

LF1017 遠藤照明／ENDO LIGHTING

LF1008 コイト電工／KOITO ELECTRIC INDUSTRIES

LF1010 サン電子工業／SUN ELECTRONIC INDUSTRIES

LF1020 GRE ALPHA ELECTRONICS／GRE ALPHA ELECTRONICS

LF1009 照明学会／THE ILLUMINATING ENGINEERING INSTITUTE OF JAPAN

LF1021 スタイルテック／STYLE TEC

LF1015 星和電機／SEIWA ELECTRIC MFG

LF1011 電信／DENSIN

LF1019 東京メタル工業／TOKYO METAL

LF1002 東芝ライテック／TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY

LF1007 ニイヌマ／NIINUMA

LF1016 日本エスフィール／JAPAN S-FEEL LED TECHNOLOGY

LF1001 日本照明工業会／Japan Lighting Manufacturers Association 

LF1023 パナソニック／PANASONIC

LF1024 ビートソニック／BEAT-SONIC

デバイス・照明部材ゾーン／Material, Component and Device Zone
LF1004 朝日ラバー／ASAHI RUBBER

LF1003 大野技術研究所／OHNO RESEARCH & DEVELOPMENT LABORATORIES

LF1005 東西電気産業／TOZAI DENSAN

LF1006 丸文／MARUBUN

■ 会場図、出展者一覧 ／ Floor Map, Exhibitors List



0 5 10 15 20 25 30 35 40（％）

0 5 10 15 20 25 30 35（％）

0 5 10 15 20 25 30 35（％）
0 10 20 30 40 50 60（％）

■照明デザイナー　Lighting designers
■インテリアコーディネーター・プランナー　Interior coordinators / planners
■建築・設計事務所　Architectural design firms
■内装工事･施工会社　Interior work / Construction companies
■ゼネコン・サブコン　General contractors / Sub-contractors
■住宅メーカー　Home builders
■デベロッパー　Developers
■電気工事・電気設備業　Electric work / Electric installation companies
■小売・サービス業　Retailers / Service companies
■商社・問屋　Trading companies / Wholesalers
■製造業（特に照明ユーザー)　Manufacturers (esp. lighting fixture users)
■製造業(一般照明・LED・有機ELメーカー)　Manufacturers (of general lighting, LEDs and OLEDs)
■その他製造業　Other manufacturers
■官公庁・自治体　National and local governments
■演出・制作会社　Production companies
■施設管理者　Facility managers
■プロモーター　Promoters
■演出家　Directors
■学生・一般・その他　Students / Consumers / Others
■無回答　NA

■経営者・役員　Company chairman / President / Director
■総務・人事　Administration / Personal management
■営業・販売促進　Sales / Sales promotion
■社業全般にかかわる部署(社長室など)　Administrative department (e.g. president's staff)
■経理・会計　Finance / Accounting
■設計・デザイン　Design
■企画・プロデュース　Planning
■営繕　Building and repair
■商品企画・マーケティング　Product Planning / Marketing
■生産・製造　Production / Manufacturing
■研究・開発　Research and development
■宣伝・広告　Advertising and publicity
■施工　Construction
■購買・資材　Purchasing / Materials
■その他　Others
■無回答　NA

■1～4社　1～4 Companies
■5～9社　5～9 Companies
■10～19社　10～19 Companies
■20～29社　20～29 Companies
■30社以上　more than 30 Companies
■無回答　NA

■30分くらい　a half hour
■1時間程度　1 hour
■2時間程度　2 hours
■半日（午前）　a half day (morning)　
■半日（午後）　a half day (afternoon)
■終日　one day
■2日以上　2 days or more
■無回答　NA

■大いに参考になった　Highly beneficial
■参考になった　Beneficial
■普通　Average
■あまり参考にならなかった　Slightly beneficial
■参考にならなかった　Not beneficial

「ライティング・フェア」の出展者に期待すること（複数回答）
Your requests for the exhibitors in the fair (Multiple answers allowed)9

展示会の滞在時間
Length of visit7業種

Type of your industry1 展示会の参考程度
The benefit you got from visiting the fair8

関心を持った展示物（複数回答）
The exhibits that interested you most (Multiple answers allowed)10

照明の展示会の企画としてご覧になりたいもの（複数回答）
What do you want to see as a project in a lighting exhibition? (Multiple answers allowed)11

職種
Job classification2

照明製品・光源・部品・測定機器など照明関連製品に関する立場
Position to lighting-related products, including lighting products, 
light sources, parts, and measuring devices3 照明関連製品・サービス導入の決定権

Your decisive right for buying lighting products 4

■絶対的な決定権を持っている　I have total say.
■決定権の一部を持っている　I have a right to decide in part.
■決定権はないが影響力は強い　I have no decision right but a great influence on the decision.
■決定権はないが影響力は少しある　I have no decision right but a little influence on the decision.
■決定権も影響力もほとんどない　I have no decision right nor influence on the decision.
■無回答　NA

■施主として導入・利用する立場　Installing and using lighting as a client
■施主に導入提案をする立場　Proposing lighting to clients
■照明製品を設置工事する立場　Installing lighting products
■照明製品を製造・販売する立場　Manufacturing or selling lighting products
■照明部品・周辺機器を製造・販売する立場　Manufacturing or selling lighting parts and peripheral equipment
■その他　Others
■無回答　NA

来場目的（複数回答）
Purpose of your visit (Multiple answers allowed)5 ブース訪問数

Number of visited booths6

7.7%
3.7%

6.3%
2.0%
3.4%
2.6%
2.0%
7.1%

16.3%12.0%

4.9%

9.7%

6.0%

3.4%
0.9%

7.4%
18.3%

1.7%

33.4%
1.1%
1.4%

1.1%
0.9%

16.6%

2.3%
2.9%
3.1%
4.0%

1.7%
3.1% 7.4%

0.9%

16.0%

42.9%

25.7%

8.3%
5.7%
1.4%

12.9%

29.7%

17.7%

20.3%

18.6%
0.9%

16.6%

32.9%

5.1%
14.3%

7.1%

22.6%

1.4%

8.6%

36.3%

36.0%

6.6%
4.0%

2.3%
0.3%

6.0% 17.1%

62.0%

16.3%

4.3%
0.3%

■最先端技術情報の紹介　Presentation of the information on the latest technologies
■照明空間デザインの提案　Proposal of the design of lighting spaces
■照明活用事例や活用方法の紹介　Presentation of the examples and methods of the use of lighting
■照明器具の最新プロダクトデザインの紹介　Presentation of the latest design of lighting equipment products
■新しい用途研究の紹介　Presentation of the research in new applications
■標準化動向の紹介　Presentation of the trend of standardization
■その他　Others
■無回答　NA

 34.0%

 32.9%

 24.9%

 23.4%

 16.0%

 13.7%

0.6%

 3.4%

 37.7%
 30.9%
 19.7%
 19.1%
 18.0%
 15.7%
 15.1%
 14.6%
 13.1%
 11.1%
 10.3%
 6.3%
 4.6%
 4.3%
 4.3%
 4.0%
 3.7%
 3.7%
 2.9%
 2.9%
1.4%
 1.7%

 33.7%

 33.7%

 23.4%

 20.6%

 20.3%

 14.9%

 5.4%

 1.1%

0.6%

■新しい技術・製品・デザインの動向を知るため　To obtain information on new technology, design and products
■最新の照明製品･サービスの購入・比較検討のため　To compare and decide suppliers of new lighting products
■新しい取引先を探すため　To search for new business connection
■新築・改築用など建築・設計計画の参考のため　To make a building, design, plan for new building / renovation
■目玉となる出展情報が事前にあったため　Have received information or interesting exhibits before the show
■取引先との打ち合わせ・商談のため　To have business meetings with existing customers / clients
■業界の新規参入を検討するため　To consider new entry into the industry
■その他　Others
■セミナー受講のため　To attend seminars
■無回答　NA

 50.9%
 36.6%
 20.6%
 16.3%
 4.9%
 3.4%
 2.6%
 2.3%
 1.1%
0.3%

0.6%

4.0%

■オフィス用照明　Office lighting
■住宅用照明（インテリア・エクステリア）　Residential lighting (interior and exterior)
■LED光源（電球形・直管形）　LED light
■店舗用照明　Store lighting
■施設用照明（病院・学校・スポーツ施設）　Facility lighting
■工場用照明　Factory lighting
■街路灯・防犯灯　Street lighting / Security lighting
■照明デザイン　Ligthing design
■有機EL照明パネル・照明器具　OLED lighting panel / Fitting
■照明制御システム・調光器・安定器　Lighting control systems, dimmers and ballasts
■ライトアップ用照明・投光器　Floodlight
■LEDチップ・モジュール　LED chip and module
■空間演出機材・サービス・ソリューションなど　Spatial presentation machine / service / solution
■舞台・展示用照明　Stage and studio lighting
■その他照明関連材料、部品　Other parts
■その他用途照明（車両・農業・医療・漁業）　Other lighting (esp.vehicle, agricultural, medical and fishery use)
■反射板・導光板・拡散板・レンズ　Light guide and diffusion materials, reflectors, lenses
■照明シミュレーション　Ligthing simulation
■電源・ドライバー　Power supply and driver
■計測装置・検査装置・製造装置　Photometry and colormetry equipment, testing equipment and manufacturing equipment
■その他　Others
■無回答　NA

■LEDや有機ELの新用途提案　To present new application of LED and OLED
■最新技術の情報提供　To provide information on the latest technology
■快適な照明空間の提案　To present total lighting solutions for comfortable spaces
■コスト削減に貢献する製品・手法の提案　To present new products or methods to help reduce cost
■省エネに貢献する製品・手法の提案　To present new products or methods to help save energy
■取引につながる具体的な商談　To have substantial business meetings with prospective customers
■プロトタイプの製品展示　To present prototypes with the latest technology
■その他　Others
■無回答　NA

■ 来場者アンケート ／ Visitor Questionnaire  ［回答数：350 / Questionee：350］ ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 / The sum may not add up to 100% due to the round off.
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■照明デザイナー　Lighting designers
■インテリアコーディネーター・プランナー　Interior coordinators / planners
■建築・設計事務所　Architectural design firms
■内装工事･施工会社　Interior work / Construction companies
■ゼネコン・サブコン　General contractors / Sub-contractors
■住宅メーカー　Home builders
■デベロッパー　Developers
■電気工事・電気設備業　Electric work / Electric installation companies
■小売・サービス業　Retailers / Service companies
■商社・問屋　Trading companies / Wholesalers
■製造業（特に照明ユーザー)　Manufacturers (esp. lighting fixture users)
■製造業(一般照明・LED・有機ELメーカー)　Manufacturers (of general lighting, LEDs and OLEDs)
■その他製造業　Other manufacturers
■官公庁・自治体　National and local governments
■演出・制作会社　Production companies
■施設管理者　Facility managers
■プロモーター　Promoters
■演出家　Directors
■学生・一般・その他　Students / Consumers / Others
■無回答　NA

■経営者・役員　Company chairman / President / Director
■総務・人事　Administration / Personal management
■営業・販売促進　Sales / Sales promotion
■社業全般にかかわる部署(社長室など)　Administrative department (e.g. president's staff)
■経理・会計　Finance / Accounting
■設計・デザイン　Design
■企画・プロデュース　Planning
■営繕　Building and repair
■商品企画・マーケティング　Product Planning / Marketing
■生産・製造　Production / Manufacturing
■研究・開発　Research and development
■宣伝・広告　Advertising and publicity
■施工　Construction
■購買・資材　Purchasing / Materials
■その他　Others
■無回答　NA

■1～4社　1～4 Companies
■5～9社　5～9 Companies
■10～19社　10～19 Companies
■20～29社　20～29 Companies
■30社以上　more than 30 Companies
■無回答　NA

■30分くらい　a half hour
■1時間程度　1 hour
■2時間程度　2 hours
■半日（午前）　a half day (morning)　
■半日（午後）　a half day (afternoon)
■終日　one day
■2日以上　2 days or more
■無回答　NA

■大いに参考になった　Highly beneficial
■参考になった　Beneficial
■普通　Average
■あまり参考にならなかった　Slightly beneficial
■参考にならなかった　Not beneficial

「ライティング・フェア」の出展者に期待すること（複数回答）
Your requests for the exhibitors in the fair (Multiple answers allowed)9

展示会の滞在時間
Length of visit7業種

Type of your industry1 展示会の参考程度
The benefit you got from visiting the fair8

関心を持った展示物（複数回答）
The exhibits that interested you most (Multiple answers allowed)10

照明の展示会の企画としてご覧になりたいもの（複数回答）
What do you want to see as a project in a lighting exhibition? (Multiple answers allowed)11

職種
Job classification2

照明製品・光源・部品・測定機器など照明関連製品に関する立場
Position to lighting-related products, including lighting products, 
light sources, parts, and measuring devices3 照明関連製品・サービス導入の決定権

Your decisive right for buying lighting products 4

■絶対的な決定権を持っている　I have total say.
■決定権の一部を持っている　I have a right to decide in part.
■決定権はないが影響力は強い　I have no decision right but a great influence on the decision.
■決定権はないが影響力は少しある　I have no decision right but a little influence on the decision.
■決定権も影響力もほとんどない　I have no decision right nor influence on the decision.
■無回答　NA

■施主として導入・利用する立場　Installing and using lighting as a client
■施主に導入提案をする立場　Proposing lighting to clients
■照明製品を設置工事する立場　Installing lighting products
■照明製品を製造・販売する立場　Manufacturing or selling lighting products
■照明部品・周辺機器を製造・販売する立場　Manufacturing or selling lighting parts and peripheral equipment
■その他　Others
■無回答　NA

来場目的（複数回答）
Purpose of your visit (Multiple answers allowed)5 ブース訪問数

Number of visited booths6

7.7%
3.7%

6.3%
2.0%
3.4%
2.6%
2.0%
7.1%

16.3%12.0%

4.9%

9.7%

6.0%

3.4%
0.9%

7.4%
18.3%

1.7%

33.4%
1.1%
1.4%

1.1%
0.9%

16.6%

2.3%
2.9%
3.1%
4.0%

1.7%
3.1% 7.4%

0.9%

16.0%

42.9%

25.7%

8.3%
5.7%
1.4%

12.9%

29.7%

17.7%

20.3%

18.6%
0.9%

16.6%

32.9%

5.1%
14.3%

7.1%

22.6%

1.4%

8.6%

36.3%

36.0%

6.6%
4.0%

2.3%
0.3%

6.0% 17.1%

62.0%

16.3%

4.3%
0.3%

■最先端技術情報の紹介　Presentation of the information on the latest technologies
■照明空間デザインの提案　Proposal of the design of lighting spaces
■照明活用事例や活用方法の紹介　Presentation of the examples and methods of the use of lighting
■照明器具の最新プロダクトデザインの紹介　Presentation of the latest design of lighting equipment products
■新しい用途研究の紹介　Presentation of the research in new applications
■標準化動向の紹介　Presentation of the trend of standardization
■その他　Others
■無回答　NA

 34.0%

 32.9%

 24.9%

 23.4%

 16.0%

 13.7%

0.6%

 3.4%

 37.7%
 30.9%
 19.7%
 19.1%
 18.0%
 15.7%
 15.1%
 14.6%
 13.1%
 11.1%
 10.3%
 6.3%
 4.6%
 4.3%
 4.3%
 4.0%
 3.7%
 3.7%
 2.9%
 2.9%
1.4%
 1.7%

 33.7%

 33.7%

 23.4%

 20.6%

 20.3%

 14.9%

 5.4%

 1.1%

0.6%

■新しい技術・製品・デザインの動向を知るため　To obtain information on new technology, design and products
■最新の照明製品･サービスの購入・比較検討のため　To compare and decide suppliers of new lighting products
■新しい取引先を探すため　To search for new business connection
■新築・改築用など建築・設計計画の参考のため　To make a building, design, plan for new building / renovation
■目玉となる出展情報が事前にあったため　Have received information or interesting exhibits before the show
■取引先との打ち合わせ・商談のため　To have business meetings with existing customers / clients
■業界の新規参入を検討するため　To consider new entry into the industry
■その他　Others
■セミナー受講のため　To attend seminars
■無回答　NA

 50.9%
 36.6%
 20.6%
 16.3%
 4.9%
 3.4%
 2.6%
 2.3%
 1.1%
0.3%

0.6%

4.0%

■オフィス用照明　Office lighting
■住宅用照明（インテリア・エクステリア）　Residential lighting (interior and exterior)
■LED光源（電球形・直管形）　LED light
■店舗用照明　Store lighting
■施設用照明（病院・学校・スポーツ施設）　Facility lighting
■工場用照明　Factory lighting
■街路灯・防犯灯　Street lighting / Security lighting
■照明デザイン　Ligthing design
■有機EL照明パネル・照明器具　OLED lighting panel / Fitting
■照明制御システム・調光器・安定器　Lighting control systems, dimmers and ballasts
■ライトアップ用照明・投光器　Floodlight
■LEDチップ・モジュール　LED chip and module
■空間演出機材・サービス・ソリューションなど　Spatial presentation machine / service / solution
■舞台・展示用照明　Stage and studio lighting
■その他照明関連材料、部品　Other parts
■その他用途照明（車両・農業・医療・漁業）　Other lighting (esp.vehicle, agricultural, medical and fishery use)
■反射板・導光板・拡散板・レンズ　Light guide and diffusion materials, reflectors, lenses
■照明シミュレーション　Ligthing simulation
■電源・ドライバー　Power supply and driver
■計測装置・検査装置・製造装置　Photometry and colormetry equipment, testing equipment and manufacturing equipment
■その他　Others
■無回答　NA

■LEDや有機ELの新用途提案　To present new application of LED and OLED
■最新技術の情報提供　To provide information on the latest technology
■快適な照明空間の提案　To present total lighting solutions for comfortable spaces
■コスト削減に貢献する製品・手法の提案　To present new products or methods to help reduce cost
■省エネに貢献する製品・手法の提案　To present new products or methods to help save energy
■取引につながる具体的な商談　To have substantial business meetings with prospective customers
■プロトタイプの製品展示　To present prototypes with the latest technology
■その他　Others
■無回答　NA

■ 来場者アンケート ／ Visitor Questionnaire  ［回答数：350 / Questionee：350］ ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 / The sum may not add up to 100% due to the round off.
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■ターゲット層が来場しているから　Targeted visitors
■（一社）日本照明工業会主催だから　Organized by Japan Lighting Manufacturers Association
■展示会の規模が大きいから　The large scale of the fair
■同時開催展（JAPAN SHOPなど）があるから　Conjunct exhibitions, like JAPAN SHOP etc.
■来場者の数が多いから　The large number of visitors
■同業他社が多数出展しているから　Many competitors participate
■日本経済新聞社主催だから　Organized by Nikkei Inc.
■無回答　NA

■大変良かった　Very good
■良かった　good
■普通　Fair
■あまり効果がなかった　Not so good

■大変多かった　Plenty
■多かった　Many
■普通　Some
■あまり多くなかった　Few
■少なかった　Very Few
■無回答　NA

■満足　Satisfied
■普通　Fair
■やや不満　Not satisfied
■不満　Dissatisfied
■無回答　NA

■大変良かった　Very good
■良かった　good
■普通　Fair
■無回答　NA

21.7%

26.1%
47.8%

4.3%

■ぜひ出展したい　Participate
■前向きに検討する　Consider positively
■検討する　Consider
■無回答　NA

17.4%

34.8%
43.5%

4.3%

17.4%

21.7%

26.1%

30.4%

4.3%
13.0%

30.4%

47.8%

8.7%

4.3%

17.4%

34.8%
17.4%

21.7%

4.3%

出展の目的（複数回答）
Your purpose of participation (Multiple answers allowed)6

来場を期待する業種（複数回答）
Types of industry or specialists you (Multiple answers allowed)7 実際に来場された方の業種（複数回答）8

次回出展の意向
Your intention to participate in the next LIGHTING FAIR 20239

出展の理由（複数回答）
Your reason of participation (Multiple answers allowed)5

1 出展の感想
Your evaluation of the fair 2 会期中の商談件数

Number of business meetings

3 会期中の来場者数
Number of visitors 4 来場者の反応について

Response of visitors

■新規顧客の開拓　To obtain new custumer
■新製品・サービスのPR　To present our new products and service
■販路拡大　To expand distribution channels
■企業イメージ・知名度向上　To make better corporate image and increase name recognition
■取引先との打ち合わせ・商談　To have a business meeting with existing custumers / clients
■テストマーケティング　Test marketing

■照明デザイナー　Lighting designers
■建築・設計事務所　Architectural design firms
■商社・問屋　Trading companies / Wholesalers
■電気工事・電気設備業　Electric work / Electric installation companies
■小売・サービス業　Retailers / Service companies
■製造業（一般照明・LED・有機ELメーカー）　Manufacturers (esp. lighting fixture users)
■内装工事・施工会社　Interior work / Construction companies
■ゼネコン・サブコン　General contractors / Sub-contractors
■官公庁・自治体　National and local governments
■インテリアコーディネーター・プランナー　Interior coordinators / planners
■製造業（特に照明ユーザー）　Manufacturers (of general lighting, LEDs and OLEDs)
■デベロッパー　Developers
■住宅メーカー　Home builders
■学生・一般・その他　Students / Consumers / Others

■照明デザイナー　Lighting designers
■建築・設計事務所　Architectural design firms
■商社・問屋　Trading companies / Wholesalers
■電気工事・電気設備業　Electric work / Electric installation companies
■小売・サービス業　Retailers / Service companies
■製造業（一般照明・LED・有機ELメーカー）　Manufacturers (esp. lighting fixture users)
■内装工事・施工会社　Interior work / Construction companies
■ゼネコン・サブコン　General contractors / Sub-contractors
■官公庁・自治体　National and local governments
■インテリアコーディネーター・プランナー　Interior coordinators / planners
■製造業（特に照明ユーザー）　Manufacturers (of general lighting, LEDs and OLEDs)
■デベロッパー　Developers
■住宅メーカー　Home builders
■学生・一般・その他　Students / Consumers / Others

  

 47.8%

 56.5%

 56.5%

 56.5%

 34.8%

 43.5%

 26.1%

 17.4%

 26.1%

 13.0%

 21.7%

 4.3%

 8.7%

 4.3%

 52.2%

 52.2%

 34.8%

 30.4%

 30.4%

 30.4%

 26.1%

 26.1%

 26.1%

 17.4%

 17.4%

 13.0%

 8.7%

4.3%

 69.6%

 60.9%

 43.5%

 34.8%

 26.1%

17.4%

 65.2%

 43.5%

 39.1%

 21.7%

 17.4%

 8.7%

 4.3%

 4.3%
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■ 出展者アンケート ／ Exhibitor Questionnaire  ［回答数：23 / Questionee：23］ ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 / The sum may not add up to 100% due to the round off.



0 10 20 30 40 50 60 70（％） 0 10 20 30 40 50 60 70（%）

0 10 20 30 40 50 60（%） 0 10 20 30 40 50 60（%）

■ターゲット層が来場しているから　Targeted visitors
■（一社）日本照明工業会主催だから　Organized by Japan Lighting Manufacturers Association
■展示会の規模が大きいから　The large scale of the fair
■同時開催展（JAPAN SHOPなど）があるから　Conjunct exhibitions, like JAPAN SHOP etc.
■来場者の数が多いから　The large number of visitors
■同業他社が多数出展しているから　Many competitors participate
■日本経済新聞社主催だから　Organized by Nikkei Inc.
■無回答　NA

■大変良かった　Very good
■良かった　good
■普通　Fair
■あまり効果がなかった　Not so good

■大変多かった　Plenty
■多かった　Many
■普通　Some
■あまり多くなかった　Few
■少なかった　Very Few
■無回答　NA

■満足　Satisfied
■普通　Fair
■やや不満　Not satisfied
■不満　Dissatisfied
■無回答　NA

■大変良かった　Very good
■良かった　good
■普通　Fair
■無回答　NA

21.7%

26.1%
47.8%

4.3%

■ぜひ出展したい　Participate
■前向きに検討する　Consider positively
■検討する　Consider
■無回答　NA

17.4%

34.8%
43.5%

4.3%

17.4%

21.7%

26.1%

30.4%

4.3%
13.0%

30.4%

47.8%

8.7%

4.3%

17.4%

34.8%
17.4%

21.7%

4.3%

出展の目的（複数回答）
Your purpose of participation (Multiple answers allowed)6

来場を期待する業種（複数回答）
Types of industry or specialists you (Multiple answers allowed)7 実際に来場された方の業種（複数回答）8

次回出展の意向
Your intention to participate in the next LIGHTING FAIR 20239

出展の理由（複数回答）
Your reason of participation (Multiple answers allowed)5

1 出展の感想
Your evaluation of the fair 2 会期中の商談件数

Number of business meetings

3 会期中の来場者数
Number of visitors 4 来場者の反応について

Response of visitors

■新規顧客の開拓　To obtain new custumer
■新製品・サービスのPR　To present our new products and service
■販路拡大　To expand distribution channels
■企業イメージ・知名度向上　To make better corporate image and increase name recognition
■取引先との打ち合わせ・商談　To have a business meeting with existing custumers / clients
■テストマーケティング　Test marketing

■照明デザイナー　Lighting designers
■建築・設計事務所　Architectural design firms
■商社・問屋　Trading companies / Wholesalers
■電気工事・電気設備業　Electric work / Electric installation companies
■小売・サービス業　Retailers / Service companies
■製造業（一般照明・LED・有機ELメーカー）　Manufacturers (esp. lighting fixture users)
■内装工事・施工会社　Interior work / Construction companies
■ゼネコン・サブコン　General contractors / Sub-contractors
■官公庁・自治体　National and local governments
■インテリアコーディネーター・プランナー　Interior coordinators / planners
■製造業（特に照明ユーザー）　Manufacturers (of general lighting, LEDs and OLEDs)
■デベロッパー　Developers
■住宅メーカー　Home builders
■学生・一般・その他　Students / Consumers / Others

■照明デザイナー　Lighting designers
■建築・設計事務所　Architectural design firms
■商社・問屋　Trading companies / Wholesalers
■電気工事・電気設備業　Electric work / Electric installation companies
■小売・サービス業　Retailers / Service companies
■製造業（一般照明・LED・有機ELメーカー）　Manufacturers (esp. lighting fixture users)
■内装工事・施工会社　Interior work / Construction companies
■ゼネコン・サブコン　General contractors / Sub-contractors
■官公庁・自治体　National and local governments
■インテリアコーディネーター・プランナー　Interior coordinators / planners
■製造業（特に照明ユーザー）　Manufacturers (of general lighting, LEDs and OLEDs)
■デベロッパー　Developers
■住宅メーカー　Home builders
■学生・一般・その他　Students / Consumers / Others

  

 47.8%

 56.5%

 56.5%

 56.5%

 34.8%

 43.5%

 26.1%

 17.4%

 26.1%

 13.0%

 21.7%

 4.3%

 8.7%

 4.3%

 52.2%

 52.2%

 34.8%

 30.4%

 30.4%

 30.4%

 26.1%

 26.1%

 26.1%

 17.4%

 17.4%

 13.0%

 8.7%

4.3%

 69.6%

 60.9%

 43.5%

 34.8%

 26.1%

17.4%

 65.2%

 43.5%

 39.1%

 21.7%

 17.4%

 8.7%

 4.3%

 4.3%

LIGHTING FAIR 2021 Exhibition Report    9

■ 出展者アンケート ／ Exhibitor Questionnaire  ［回答数：23 / Questionee：23］ ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 / The sum may not add up to 100% due to the round off.
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■ 日経メッセオンライン　開催結果 

アイカ工業
岩田製作所
エーアンドエー
オカムラ
コンビウィズ
サンゲツ
ソニー・ミュージックソリューションズ
日本デコラックス
ワーロン

essence/伊吹物産
川田工業
サクラクレパス
山陽
スガツネ工業
セーフィー
DATAKIT
藤寿産業
光触媒工業会
水谷ペイント
三菱ケミカルインフラテック
ヤマトプロテック
吉田東光

大野技術研究所
サンケン電気
東芝ライテック
Bluetooth SIG
丸文

Tree Company
日本アマチュアeスポーツ協会
フランチャイズWEBリポート
ブルースカイランドリー
ミスエステ

開催概要
■会　    期： 2021年3月9日（火）～12日（金） 【4日間】会期後、2021年4月末までアーカイブを公開
■会　    場：日経オンライン展示場 NIKKEI NEON上で開催（https://messe.nikkeineon.jp/）
■主　    催：日本経済新聞社
■入  場  料：無料（登録制）
■出展者数：103社

出展者一覧 （50音順）

来場者数

日付 来場者数 ※1 ログインID数 ※2

3月9日(火) 17,348人 5,768人

3月10日(水) 15,845人 4,115人

3月11日(木) 11,325人 3,791人

3月12日(金) 9,429人 3,537人

4日間合計 53,947人 17,211人

アーカイブ期間合計 ［3月13日（土）～4月30日（金）］ 49,275人 6,136人

全期間合計 ［3月9日（火）～4月30日（金）］ 103,222人 23,347人
◆ブース来場者数（全展示会平均） 794.0人　◆名刺交換数（全展示会平均） 187.9件

Arcserve Japan
アムニモ
EIZO
OKI
兼松サステック
クマヒラ
ゴール
JSB Tech
Genetec
Dahua Technology Japan
太陽誘電
TwoFive
ナスクインターナショナル
日本経済新聞社
バイオス
パナソニックグループ
日立国際電気
日立産業制御ソリューションズ
マザーセキュリティ

Indeed
ウィルベース
unerry
エイジス
HBA
SBクラウド
NECグループ
NTTデータ
NTTドコモ
エプソン販売
F5ネットワークスジャパン
OKIグループ
カシオ計算機
カタリナマーケティング ジャパン
共達
グローリー

サイバーリンクス
サトー
シノプス
シャープ
セールスフォース・ドットコム
セントリックソフトウェア
ソラコム
大日本印刷
DataRobot Japan
テラーメイト・ジャパン
テンダ
東芝テック
トーヨーカネツ
凸版印刷
ドリーム・アーツ
ナノコネクト
ナレッジ・マーチャントワークス
日経リサーチ
日本コンラックス
日本HP
日本NCR
日本ガイシ
日本マイクロソフト
日本ユニシス
ビジコム
日立グループ
富士通
フレクト
ブラザー販売
北都システム
マクニカ
三井住友カード
リコージャパン
リテイルサイエンス
リンコム
ロケーションバリュー

※1 ログインせずにご覧になった方も含めたオンライン
展示会全体の訪問者数です。

※2 オンライン展示会に参加登録をしてログインしたID
数です。1人が何度アクセスしても1日に1カウントとな
る重複のない数値です。



業種1 所属部署2

役職3 企業規模4

関心のある展示会5 地域6

■JAPAN SHOP Online  
■SECURITY SHOW Online   
■フランチャイズ・ショー Online
■ライティング・フェア Online
■リテールテックJAPAN Online 
■建築・建材展 Online  

■東京
■神奈川・千葉・埼玉  
■その他の関東
■北海道
■東北
■中部
■近畿
■中国・四国
■九州・沖縄 

■従業員1～9人  
■従業員10～49人  
■従業員50～99人  
■従業員100～299人  
■従業員300～499人  
■従業員500～999人 
■従業員1000～1999人  
■従業員2000人以上  
■その他  

■経営者・役員  
■経営企画  
■総務・人事・経理財務  
■情報システム  
■広報宣伝・マーケティング・
 営業・販売
■商品企画・デザイン・設計  
■一般・個人・その他    

■小売・流通業  
■外食・サービス業  
■情報・通信
■建築・デザイン
■製造業
■公共・団体・金融・その他  

■社長・役員  
■個人経営  
■管理職（部長以上）  
■管理職（課長以下）  
■専門職・技術職  
■一般社員  
■学生  
■その他 

14.4% 13.6%

16.9%

43.2%

8.0％
21.0％

31.0％

3.0％5.0％
4.0％

14.0％

8.0％

6.0％

35.0%

0.8% 6.7% 12.0%

2.1%

14.0%

21.6%

7.8%  8.5%8.4%

36.3%

4.0% 9.4%

9.5%

6.1%

11.4%

6.4%

14.6% 18.9%

5.8%

19.4%

13.0%

28.3%

19.6%

16.3% 12.4%

4.5%
2.5%

9.7%

35.1%

9.3%

2.5%

※登録者データより ※登録者データより

※登録者データより ※登録者データより

■ 日経メッセオンライン 来場者アンケート結果  

■調査日：2021年3月9日（火）～12日（金）／■回答数：118 ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 
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0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

訪問社数9

参加目的（複数回答）7 参考度8

名刺交換の回数10

視聴デバイス（複数回答）11 視聴開始時間12

■10時以前  
■10時～  
■11時～
■12時～
■13時～
■14時～
■15時～  
■16時～ 
■17時～
■18時～
■19時～ 

■PC
■スマートフォン
■タブレット

■1～2社  
■3～5社  
■6～10社  
■11～15社  
■16～20社  
■21～30社  

■1回  
■2～5回  
■6～10回 
■11～20回 
■20回以上
■名刺交換機能は使用していない  

■大変参考になった  
■参考になった  
■普通だった  
■あまり参考にならなかった  

■最新情報の収集、業界動向の把握
■特定の製品や企業ブースの訪問
■製品購入・サービス導入の検討
■その他

24.6%

22.9%

1.7%

86.4%

9.3%

5.9%

92.4%

3.4%
7.6%

32.2%

7.6%5.1%
14.4%

8.5%

9.3%

5.1%
3.4%
3.4%

1.7%

16.1%

51.7%

24.6%

4.2%
1.7% 1.7%

33.9%

52.5%

7.6%
1.7%

2.5%

3.4%

24.6%

58.5%

13.6%

 

※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 
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0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

訪問社数9

参加目的（複数回答）7 参考度8

名刺交換の回数10

視聴デバイス（複数回答）11 視聴開始時間12

■10時以前  
■10時～  
■11時～
■12時～
■13時～
■14時～
■15時～  
■16時～ 
■17時～
■18時～
■19時～ 

■PC
■スマートフォン
■タブレット

■1～2社  
■3～5社  
■6～10社  
■11～15社  
■16～20社  
■21～30社  

■1回  
■2～5回  
■6～10回 
■11～20回 
■20回以上
■名刺交換機能は使用していない  

■大変参考になった  
■参考になった  
■普通だった  
■あまり参考にならなかった  

■最新情報の収集、業界動向の把握
■特定の製品や企業ブースの訪問
■製品購入・サービス導入の検討
■その他

24.6%

22.9%

1.7%

86.4%

9.3%

5.9%

92.4%

3.4%
7.6%

32.2%

7.6%5.1%
14.4%

8.5%

9.3%

5.1%
3.4%
3.4%

1.7%

16.1%

51.7%

24.6%

4.2%
1.7% 1.7%

33.9%

52.5%

7.6%
1.7%

2.5%

3.4%

24.6%

58.5%

13.6%

■1時間未満
■1～2時間
■2～3時間  
■3～4時間
■4～5時間
■5時間以上

■オンライン展に参加したい  
■リアルな展示会に来場したい
■リアルな展示会とオンライン展の
 両方に来場・参加したい  
■どちらも来場・参加したいと思わない  

視聴時間13 次回どちらに来場14

4.2%

25.4%

43.2%

21.2%

2.5%
3.4%

1.7%
18.6%

28.8%

50.8%

 

※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 
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0 20 40 60 80 100（％） 0 20 40 60 80（％）

出展の感想3

出展の目的（複数回答）1 出展の理由（複数回答）2

掲載できるコンテンツの評価4

次回の出展意向6名刺交換機能の評価5

■オンライン展とリアル展、
 両方に出展する
■オンライン展に出展する
■リアル展に出展する  
■今後検討する 
■出展には消極的である  

■満足  
■まあ満足  
■どちらともいえない  
■やや不満
■不満  
■使用しなかった 

■満足  
■まあ満足  
■どちらともいえない  
■やや不満  
■不満  

■大変良かった  
■良かった  
■普通  
■あまり効果がなかった
■全く効果がなかった   

■ターゲット層の商談が期待できるから
■オンラインの展示会だから
■日本経済新聞社主催だから
■リアル展示会と同時にハイブリッドで出展するため
■同時開催展があり、相乗効果が期待できるから
■その他

■自社製品・サービスのPR
■新規顧客開拓
■企業知名度の向上
■既存顧客との関係強化
■業務提携、パートナー探し
■新製品発表の場
■その他

30.0%

33.8%

10.0%
12.5%

3.8%

10.0% 6.3%

7.5%

10.0%

61.3%

15.0%

10.0%

11.3%

37.5%
32.5%

8.8%2.5%

28.8%

21.3%

36.3%

11.3%

82.5%

37.5%

26.3%

16.3%

16.3%

1.3%

90.0%

47.5%

27.5%

25.0%

13.8%

7.5%

76.3%

■ 日経メッセオンライン 出展者アンケート結果  

■回答数：80 ※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 
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0 20 40 60 80 100（％） 0 20 40 60 80（％）

出展の感想3

出展の目的（複数回答）1 出展の理由（複数回答）2

掲載できるコンテンツの評価4

次回の出展意向6名刺交換機能の評価5

■オンライン展とリアル展、
 両方に出展する
■オンライン展に出展する
■リアル展に出展する  
■今後検討する 
■出展には消極的である  

■満足  
■まあ満足  
■どちらともいえない  
■やや不満
■不満  
■使用しなかった 

■満足  
■まあ満足  
■どちらともいえない  
■やや不満  
■不満  

■大変良かった  
■良かった  
■普通  
■あまり効果がなかった
■全く効果がなかった   

■ターゲット層の商談が期待できるから
■オンラインの展示会だから
■日本経済新聞社主催だから
■リアル展示会と同時にハイブリッドで出展するため
■同時開催展があり、相乗効果が期待できるから
■その他

■自社製品・サービスのPR
■新規顧客開拓
■企業知名度の向上
■既存顧客との関係強化
■業務提携、パートナー探し
■新製品発表の場
■その他

30.0%

33.8%

10.0%
12.5%

3.8%

10.0% 6.3%

7.5%

10.0%

61.3%

15.0%

10.0%

11.3%

37.5%
32.5%

8.8%2.5%

28.8%

21.3%

36.3%

11.3%

82.5%

37.5%

26.3%

16.3%

16.3%

1.3%

90.0%

47.5%

27.5%

25.0%

13.8%

7.5%

76.3%
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■ 日経メッセ　新型コロナウイルス感染症対策について
日経メッセでは、（一社）日本展示会協会が策定した「展示会業界におけるCOVID-19感染拡大予防ガイドライン」に準拠した会場設営・運
営を行い、施工～会期～撤収にいたるまで、安全に開催することができました。

事前周知・広報
●「新型コロナウイルス感染防止のための対応指針」を作り、出展要項にて事前に周知するとともに、出展者説明会で具体的な感染症対策
を案内しました。

●出展ブースの高さ規制を4ｍとし、施工会社の密回避、作業負荷軽減を図りました。
●東京ビッグサイト展示ホールへの最大収容人数を設定し、これを超える場合は入場制限を実施する計画を立て、周知しました。
●来場者には、来場予定日別の来場事前登録を案内するとともに、来場時の感染症拡大防止対策（マスク着用、検温、手指消毒）への協力、

COCOA登録を呼びかけました。
●会期までに3回（2020年12月23日、2021年1月15日、2月5日）、主催者としての開催可否を判断し、出展者に告示しました。

搬入期間から会期中
●入館者（出展者、来場者とも）には、検温・手指消毒とマスク着用を必須とし、看板や音声等で周知しました。
●館内滞留者数をリアルタイムで把握するシステムを導入し、事前に設定した最大収容人数を超えないよう、適切に管理を行いました。
●必要な箇所の消毒作業、またシャッターを開け積極的な館内換気を行いました。
●展示会場、セミナー会場など、ソーシャルディスタンスに留意した会場設計を行いました。
●救護室に看護師を常駐させ、緊急時対応に備えました。

■出展細則 ■共通招待券
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■日本経済新聞
掲載日 内　容

2020年
10月26日
11月2日 朝刊／日経メッセ出展者募集中

12月30日 朝刊／日経メッセOnline開催 出展者募集中

2021年

1月25日 夕刊／開催記念講演受講者募集社告（記事）
1月11・16・29日
2月10日 朝刊／日経メッセOnline開催・リアル展開催

2月17・19・21・23・24・28日
3月4日 朝刊／来場募集（広告）

3月8日 朝刊／開幕予告社告（1面記事）
3月9日 夕刊／内容紹介（記事）
3月12日 朝刊／内容紹介（記事）

■日経ＭＪ
掲載日 内　容

2020年
8月3・10・14・16・19日
9月2・13日
11月2・6日

出展募集（広告）

2021年

1月25日 開催記念講演受講者募集社告（記事）
2月19日
3月1・5・12日

来場募集（広告）

3月8日 来場募集・別刷り特集（広告）
3月8日 開幕予告社告（1面記事）
3月10日 内容紹介（記事）

■3月9日 日本経済新聞 夕刊（記事） ■3月10日 日経MJ（記事）

■3月12日 日本経済新聞 朝刊（記事）

■3月10日 日経MJ（記事）

■ 広報宣伝実績 ／ Public Advertising
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■日経産業新聞
掲載日 内　容

2020年

8月3・6・12・14・20・24・27日
9月1・3・4・7・9・11・15・16・22日
10月7・8・9・27・日
11月2・4

出展募集（広告）

2021年

1月25日 開催記念講演受講者募集社告（記事）
2月16・18
3月4・10日

来場募集（広告）

3月8日 開幕予告社告（1面記事）
3月10日 内容紹介（記事）

■日経メッセOnline広告（日本経済新聞）
掲載日 内　容

2021年
1月21日 朝刊／日経メッセOnline出展募集
3月5日
4月8・21・26・29日

朝刊／日経メッセOnline開催告知

■主な雑誌広告
掲載日 内　容

2021年
2月号 商店建築
2月10日号 日経アーキテクチュア

■メールマガジン
掲載日 内　容

2020年
5月29日
7月13・14日
10月14日

ライティング・フェアメールニュース

2021年

1月29日
2月4日
3月2・5・8・12日

日経からのお知らせ

2月9・16日
3月3・4・8・12日 ライティング・フェアメールニュース

■テレビ
2021年2月8日～ 3月11日（計75回）
日経メッセ 開催告知CM（15秒）
テレビ東京系列、BSテレ東、日経CNBC

■ダイレクトメールの送付
2021年1月下旬～2月下旬
建築・設計・デザイン関係者や小売業・自治体をはじめとしたビジネス
関係者へ送付

■3月8日 日経MJ・別刷特集（広告）

■2月16日ほか日経産業新聞、日経MJ（広告）

■日本経済新聞 朝刊（広告）

■ 広報宣伝実績 ／ Public Advertising

■DM用パンフレット
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