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 恒例　年に一度のプライベート展示会

LIGHT with DNL 2021 hybrid
2021.11.24（水）～26（金）
・使い勝手向上！新製品のリアル展示
・お役立ちオンラインセミナー

テーマ：「内と外のボーダーレス」
快適でマルチな場づくりを実現する照明

年に一度、大切なお客様にいち早く DNL の新製品を見て体感いただけるプライベート展示会 LIGHT with DNL 
2021 を今年も行います。今年は、9 つ以上のお役立ちオンラインセミナーも行うハイブリッド形式で開催します。
ぜひふるってご参加くださいますようお願いいたします。

リアル展示 来場予約（東京：STUDIO E139, 大阪：lab E135）

リアル展示器具（一部抜粋）

お役立ちオンラインセミナー

LIGHT with DNL2021 hybrid ご参加方法

UV-C 除菌装置「くりんクリン」を稼働させ、清潔な空間作りを心がけてお待ちしております。

開催日時

2021.11.24（水）～26（金）

事前登録制
 https://e-dnl.jp/exhibition.html

イベント詳細は、イベントにお申し込みいただいた方のみご覧いただける招待
制になっております。お手数ですが、まずは事前登録をお願いいたします。

●開館時間 　9：00 ～17：00
説明員（営業担当）が、新商品をご案内いたします（所要時間 30 分程度）。
 https://e-dnl.satori.site/lw2021_lab_reservation.html

1．ご来場については事前予約制とさせていただきます。 
2． ご来場については密集・密接回避のため、混雑緩和の観点から、入場者数を制限さていただきます。    

＜東京＞ STUDIO E139：10 名まで
    ＜大阪＞ lab E135：8 名まで

色ホテル・百貨店

窪田麻里

石空間デザインの懐

飯島直樹 二俣公一

UV除菌

竹下秀

木空間デザインの懐

飯島直樹 久保秀朗 都島有美

暮らしのカタチと光

久保隆文 井上玄

プロファイル
テクニック

岡本賢

【注意】 各種セミナーや新商品紹介サイトの視聴・
閲覧には、事前登録が必要です。

MC-LED4
サイズラインナップ強化

TRIM LINE LED
電源内蔵・光源交換型の
LED 照明器具

PFM
1490lm/m まで光量アップ

FXYS-LED
FXYT-LED
同じ断面寸法の横曲げ・
縦曲げタイプ

SFL
簡単施工の電源内蔵
コンパクト LED 照明器具

LED演出照明

青柳剛 高橋伸哉



使い勝手向上！
新しい器具の
リアル展示

お役立ちオンラインセミナー

MC-LED4（スクエア、ドーム型）の 
サイズラインナップ強化
全 66 サイズに 7 サイズを追加し、
全 73 サイズに

電源内蔵・光源交換型の LED 照明器具
TRIM LINE
埋め込み取り付け可能で、コーナー部も
シームレス、電源内蔵の TRIM LINE

コーナーまで光り大光量の
プロファイルシステム 
1490lm/m まで光量がアップし
ベース照明でも使える PFM

同じ断面寸法の横曲げ・縦曲げタイプ
横曲げ・縦曲げどちらもラインナップしたディ
フューズタイプのフレキシブルLED モジュール

簡単施工の電源内蔵
コンパクト型 LED 照明器具
簡単施工、豊富なバリエーション  

（32 サイズ）、2 種類のカバー。

9の
オンライン
セミナー

飯島直樹 あてどなき talk 第 2 回「木」
講師： 飯島直樹デザイン室 飯島直樹  

久保都島建築設計事務所  
久保秀朗・都島有美

11/26 
15：00 ～ 16：10

光の「色どり」
街や空間を彩る光、ホテルや百貨店外観の事例
講師： ライティングプランナーズ  

アソシエーツ（LPA）　窪田麻里

11/24 10：30 ～ 11：30
11/25 13：30 ～ 14：30

LED による演出照明の手法と可能性
講師： 加賀電子         青柳剛  

DN ライティング　高橋伸哉

11/25 10：00 ～ 10：40
11/26 13：00 ～ 13：40

特別講座
現場でカットでき、
角まで光る照明ユニット
「プロファイルシステム」
活用テクニック特別講座

 ❶基礎知識編  プロファイルシステム
の適切な用途、便利ポイントを解説
 ❷基本編  プロファイルシステムを使
う時の基本の設計、施工方法を解説
 ❸応用編  プロファイルシステムはこ
んなことにも使える。設計施工の応用
方法を解説
Ripple Design　岡本　賢

使い勝手向上！　新しい器具のリアル展示の見どころ（一部抜粋）

新しい器具の使い勝手早わかりポイントを開発担当が解説

LIGHT with DNL 2021 hybrid のポイント
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ご予約・お問い合わせ

営業担当　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。

LIGHT with DNL 2021 hybrid 運営事務局
e-mail　 dnl.seminar@dnlighting.co.jp

XC-LED2
MC-LED4

屋外テープライト　
FXA シリーズ

調光調色テープライト
FXT-LED

コンパクト型
LED 照明器具
SC シリーズ

トリムライン
シリーズ

伊勢田幸祐 高橋伸哉 川田良男 露木裕 千明博之

横曲げ

スクエア型 ドーム型縦曲げ

フォルマリスティックな展示什器

IIJIMA DESIGN

新しい器具による直接光の新発見。
彫刻的なフォルムにまとわり付く、
光の現象の展示です。

飯島直樹 あてどなき talk 第 1 回「石」
講師： 飯島直樹デザイン室　飯島直樹  

ケース・リアル　　　二俣公一

11/24 
 15：00 ～ 16：15

UV-C 除菌に関するよくある質問 TOP10 を
専門家に聞く
講師： 東海大学工学部 光・画像工学科　 

竹下秀

11/25 11：30 ～ 12：10
11/26 10：30 ～ 11：10

暮らしのカタチと光のしつらえ
講師： Mantle Inc. 久保隆文  

GEN INOUE 井上玄

11/24 13：00 ～ 14：00
11/25 15：30 ～ 16：30

2 回
開催

2 回
開催

2 回
開催

2 回
開催

開発担当が
使い勝手を
解説！

事前登録はコチラ

【注意】各種セミナーや新商品紹介サイトの視聴・閲覧には、事前登録が必要です。https://e-dnl.jp/exhibition.html

イメージです


