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光――。それは、私たちにとって唯一無二の価値を持つもの。

単細胞生物は光を求めて進み、植物は太陽に向かって伸び、
そして人間は生活空間に光を取り入れて文明を築いてきました。

光は視覚的な明るさをもたらしてくれるだけでなく、
精神･感情･健康といったあらゆる面でも多大な影響を及ぼします。

しかし、ただ光があれば良いということではありません。
光がどのように人や物を照らすかが大切なのです。

同じく、オクタルミナは光をどのように使えば
お客様の心を最大限に明るく照らせるかを考えています。

そのような光は存在を生み出す根源となり、物事の成否を握る鍵となり、
気持ちを明るく前向きにしてくれるものとなるでしょう。

さあ、オクタルミナで
新しい光の世界へ。



SET
HIGH
LIGHTS
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網膜にある約120万の
視神経繊維が織りなす
光の世界へ

―より美しく
価値のある光を



SET

LIGHTS
EMBEDDED IN THE RETINA
ARE ABOUT 120 MILLION 
LIGHT SENSITIVE CELLS.
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まばゆい輝き
華やかな空間演出
心地よい驚きで
「売場」を「舞台」に

自然で美しい光沢、ハイパワーLEDによる高いパフォーマンス、
理想的な光の拡散と色味の表現。
さらにシャドーフリーのきらびやかなイルミネーション。

それが従来の電飾広告の常識を超えた、オクタルミナの電飾システムです。
卓越した技術が叶える神秘的な世界観によって、ただの商品売場が
劇場の舞台に生まれ変わります。



BRILLIANCE
AMBIANCE
ATTENTION
FOR YOUR PROJECT
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オクタルミナ　イルミネーションシステム

オクタルミナの製品は、フレキシブルなアレンジ力を持っています。
ムダのないこだわりの設計でさまざまな空間に取り付けることができ、
設置や撤去の作業も簡単。

クオリティの高いプレゼンテーションや、ワンランク上の表現ツールを
お探しならオクタルミナの電飾システムをお試しください。 
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変幻自在の 
モジュールで
可能性は無限大

1つの光が
空間の魅力を最大限に引き出す

均一でシャドーフリーのイルミネーションが、オクタルミナが誇る高クオリティーの証。

大きさや広さといった物理的制限に悩む必要はありません。

自由に調整できるフレームシステムによって、あらゆる環境に適応します。

自立型、壁付型、天吊り型などお客様のニーズに合わせて最適なタイプを

お選びいただけます。



FLEXIBLE
MODULAR
LARGE-SCALE
FOR FASCINATING ROOM EXPERIENCES

オクタルミナ120 | 80
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テクニカル情報

オクタルミナ 120 | 80
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選べる2フレーム

オクタルミナフレームは120mm幅（片面・両面）と

80mm幅（片面）の2タイプ。どちらも自由に塗装・着色

でき、あらゆるニーズにお応えします。

高光度かつ高品質

スタンドは丈夫で長寿命なアルミニウム製。

側面射光システムのハイパワーLEDは、省エネ設

計でありながらも均一なイルミネーションを生みだし

ます。

簡単施工

プラグとコネクタを繋げるだけですぐに利用可能。

組み立てる時間と無駄な予算を削減しました。

再利用可能なパッケージシステムで、輸送・収納・

保管時も安心安全。

自由度は最大に、手間は最小に

ベースプレート付き自立型スタンド、壁付け、天井

吊り下げ型、パーテーション、カウンター、キャビン

など、あらゆる形態に対応します。

ハイパワーLED 各種フレームカラー

下部コーナー引出口 120 mm 両面

天井・壁面用リングフック 120 mm 片面

簡単接続 80 mm 片面

シリコンエッジ
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人の脳は、
文字よりもビジュアルを
60,000 倍早く認識します

オクタルミナ120 | 80  - 自立型フレーム　ベースプレート付　

アルミニウム特有のなめらかな表面| 溝なし| 均一な照明| ベースプレート付 | 簡単組立 

| 片面/両面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

OL 1290.01 

アルミニウム | 
LED モジュール付自立型120 mmフレーム  
LED電源ユニット、 ケーブル
(プラグ・ベースプレート付)
片面/両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

オクタルミナ120
両面 カスタムサイズ

OL 1290 E.01 

アルミニウム |  
LED モジュール付自立型120 mmフレーム 
LED電源ユニット、ケーブル
(プラグ・ベースプレート付)
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

オクタルミナ120 
片面 カスタムサイズ

OL 890 E.01 

アルミニウム |  
LED モジュール付自立型80 mmフレーム 
LED電源ユニット、ケーブル
(プラグ・ベースプレート付)
片面電飾グラフィック用

オクタルミナ 80 
片面 カスタムサイズ

 プリントサイズ = フレーム枠サイズ| 最大高さ/幅　3000 mm | フレームは分解してお届けします

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 



自立型フレーム　ベースプレート付
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オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面
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太陽の光が地球に到達するまで
およそ８分２０秒
光の旅は、まさに一瞬

オクタルミナ120 | 80 – ベースプレートなし

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし| 均一なイルミネーション |

マキシマ部材との組合わせ可能 | 簡単組立| 片面/両面イルミネーション  |  

シリコンエッジグラフィック

OL 1291.01 

アルミニウム | 
プロフィル120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし  
片面/両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の
位置をお知らせ下さい

OL 1291 E.01 

アルミニウム | 
プロフィル120 mm幅 フレーム
LED モジュール、LED 電源ユニット付
ケーブルプラグ付、ベースプレートなし  
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の
位置をお知らせ下さい

OL 891 E.01 

アルミニウム | 
プロフィル80 mm幅 フレーム

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法、ケーブル差込口の
位置をお知らせ下さい

LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブルプラグ付、ベースプレートなし  

片面電飾グラフィック用

オクタルミナ120 
両面 カスタムサイズ

オクタルミナ120 
片面　カスタムサイズ

オクタルミナ 80 
片面　カスタムサイズ

  プリントサイズ = フレーム枠サイズ| 最大高さ/幅　3000 mm | フレームは分解してお届けします
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展開型フレーム　ベースプレートなし

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面

このL字型フレームは

M1020、または

90度のフレーム

コネクターOL232と

共に利用可能です。
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オクタルミナ 120 | 80 – 天井吊りフレーム（垂直）

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし| 均一なイルミネーション | 垂直天吊り用アダプタ| 簡単組立| 
片面/両面イルミネーション |  シリコンエッジグラフィック

OL 1292.01 

OL 1292 E.01 

OL 892 E.01 

オクタルミナ120 
両面　カスタムサイズ

オクタルミナ120 
片面　カスタムサイズ

オクタルミナ80
片面　カスタムサイズ

アルミニウム | プロフィル120 mm幅 フレーム 

LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブル、アイボルトOL220含む
（個数はサイズによりかわります）
片面/両面電飾グラフィック用

アルミニウム | プロフィル120 mm幅 フレーム 

LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブル、アイボルトOL220含む 
（個数はサイズによりかわります）
片面電飾グラフィック用

アルミニウム | プロフィル80 mm幅 フレーム 

LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブル、アイボルトOL220含む
（個数はサイズによりかわります）
片面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません 

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

  プリントサイズ = フレーム枠サイズ| 最大高さ/幅　3000 mm | フレームは分解してお届けします
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天井吊りフレーム（垂直）

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面

世界最短フラッシュ が
10億分の1秒という一瞬一瞬も
美しく輝かせます

すべての フレーム
プロフィルは
特別なリユース 
可能梱包で大切に
お届けします。
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オクタルミナ120 | 80 – 水平吊り/壁面付け

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし| 均一な照明| 

水平天吊り用＆壁面付け用アダプタ | 簡単組立 | 片面・両面イルミネーション | 

シリコンエッジグラフィック

ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む
(個数はフレームサイズによって変更します)
片面電飾グラフィック用

OL 893 E.01 

オクタルミナ120 
両面　カスタムサイズ

オクタルミナ120 
片面　カスタムサイズ

オクタルミナ80 
片面　カスタムサイズ

OL 1293.01 
アルミニウム |

プロフィル120 mm幅 フレーム

グラフィックは含まれません 

LED モジュール、LED 電源ユニット付

OL 1293 E.01 
アルミニウム |

プロフィル120 mm幅 フレーム

LED モジュール、LED 電源ユニット付

ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む
(個数はフレームサイズによって変更します)
片面/両面電飾グラフィック用

ケーブル・ユニバーサルリング OL 230 含む
(個数はフレームサイズによって変更します)
片面電飾グラフィック用

アルミニウム |
プロフィル80 mm幅 フレーム

LED モジュール、LED 電源ユニット付

グラフィックは含まれません 

グラフィックは含まれません 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

  プリントサイズ = フレーム枠サイズ| 最大高さ/幅　3000 mm | フレームは分解してお届けします
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水平吊り / 壁面付け専用フレーム

オクタルミナ 120 | 80 | 片面 | 両面

人間の目が識別できる
色の数は、およそ
数100万から1,000万色

OL 230  アダプタ

は水平天吊りと 
壁面付けの両方 
に使用できます 
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オクタルミナ 120  -　コーナーソリューション

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝なし | 

均一なイルミネーション | 

縁の見えない角構造| 簡単組立 | 

片面・両面イルミネーション  |  

シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ  120 
コーナーソリューション　L字型

OL 1261.01 

アルミニウム |
L字型プロフィル120 mm幅 
コーナーフレーム縁なし角構造 

オクタルミナ  120 
コーナーソリューション　U字型

OL 1262.01 

オクタルミナ  120 
コーナーソリューション　箱型

OL 1264.01 

LED モジュール、 LED電源ユニット付
ケーブル 含む
両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

アルミニウム |
U字型プロフィル120 mm幅 
コーナーフレーム 縁なし角構造 

LED モジュール、 LED電源ユニット付
ケーブル 含む
両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

アルミニウム |
箱型プロフィル120 mm幅 
コーナーフレーム 縁なし角構造 

LED モジュール、 LED電源ユニット付
ケーブル 含む
両面電飾グラフィック用

グラフィックは含まれません

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい 

  プリントサイズ = フレーム枠サイズ| 最大高さ/幅　3000 mm | フレームは分解してお届けします

シリコンエッジは
コーナーの45度
カットが必須
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コーナーソリューション

オクタルミナ 120 | 両面

宇宙で 最も明るい銀河は
太陽300兆倍の
激しい輝きを放っている

ファブリックに 
ついてのご質問は  
いつでもお気軽に
ご連絡ください。



TOOLLESS
SPACE-SAVING
EXTREMELY FAST
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独自性とアレンジ力、そして実用的な機能を兼ね備えたオクタルミナ。

今回新たに、より迅速な組立・解体を実現する新たなバージョン、

オクタルミナツールレスを開発しました。

オクタルミナツールレスの魅力はプラグイン接続であっという間に設置が完了。

またコンパクトに分割できるので搬送も簡単に行えます。

最小作業で最大のインパクトを
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テクニカル情報

オクタルミナ120 ツールレス

ハイパワーLED

SIZES 
X × Y MM

ツールレス

カスタムサイズ

シリコンエッジグラフィック簡単接続

多彩なフレームカラー

電源ユニット内蔵 120 mm 両面

コンパクトサイズ

MAX.
1500 MM
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ツールレス　
道具はあなたの手だけ

プッシュボタン、プラグイン接続、回転ノブ付テンションロック– 

それだけでオクタルミナツールレスは完成します

カスタムサイズ

W 900 × H 1500 mm ～ W 3000 × H 2500 mmサイズ 

ご希望のサイズをご相談ください

シンプル構造

非常にシンプルな構造のため、組立方法や接続箇所

の間違いなどの心配は無用です。必要な部品が全て

セットになっているため部品紛失の心配もありません

コンパクト

フレームは分割できるため、収納スペースもとらず

乗用車での輸送も可能です

モバイル＆安定性

オクタルミナツールレスは最大3m幅までカスタム可能 

フレームの間に補強もしっかり固定されているため、

安定性も兼ね備えています
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横延長

コーナー

縦延長

補強

プッシュボタンコネクタ 

回転ノブ付

テンションロック

ストレートコネクタ

コーナーコネクタ
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テクニカル情報

オクタルミナツールレス 120 

高度な技術・簡単施工

プッシュスプリング接続技術により、個々の部品をしっかり

と固定しながら、簡単に接続することができます。 

またプッシュボタンのおかげで、組立・解体も非常に

スムーズに行えるので、作業に不慣れな方でも安心です。

部品は少なく、インパクトは最大限

電飾フレーム、補強、電源ユニット付LEDモジュール – 

オクタルミナツールレスは最小限の部品で構成されて

います。フレーム・LEDモジュールの接続、ファブリックを

はめ込むだけで完了です。

組立・解体は何度でも

高品質のアルミニウム素材、また高度な接続技術により

長期に渡る使用が可能です。  

イベント・店舗・または展示会などシーンを選ばず、

あらゆるシチュエーションやプレゼンテーションツールとして

利用できます。
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オクタルミナツールレス120 

均一なイルミネーション| 溝なし| ツールレス| 両面イルミネーション | 
シリコンエッジグラフィック

オクタルミナツールレス 
ベースプレート付

OL 1290T.01 

アルミニウム | 自立型フレーム×1 
LEDモジュール、LED 電源ユニット付
2 mケーブル、ベースプレート、 
両面電飾グラフィック用

組立・解体用工具不要

ファブリック/グラフィック印刷は含まれません

印刷サイズ = フレーム外寸
フレームは分割した状態で納品

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい

オクタルミナツールレス 
アジャスター付 

アルミニウム | フレーム×1 
LEDモジュール、LED 電源ユニット付
2 mケーブル、ベースプレート、 
両面電飾グラフィック用

組立・解体用工具不要

ファブリック/グラフィック印刷は含まれません

印刷サイズ = フレーム外寸
フレームは分割した状態で納品

ご注文の際にご希望の寸法をお知らせ下さい

最大高：2500 mm 
最大幅：3000 mm

最大高：2500 mm 
最大幅：3000 mm

LEDは 
一般的な照明と比べ
エネルギー消費量90% 以下
そして
25倍も長寿命



ツールレスディスプレイ

オクタルミナ120 ツールレス | 両面

29
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どこにでもある部屋と、独特の雰囲気を感じられる部屋。

その2つを分けるのは、オクタルミナ40のような高性能ハイライトです。

背面フレームに装着されたLEDにより、均一でシャドーフリーのイルミネーションが

部屋を訪れた人々を魅了します。

感性を刺激する雰囲気や美しい光景を目にして思わず息を飲む人も。

壁面付け、天井吊り、自立型スタンドなど、どんな形でもインパクトのある空間が

出来上がります。

極薄かつ
最高級で
甘美な輝き

小さな空間にも最大のインパクトを



ULTRA-THIN
PRESTIGIOUS
BRIGHT 
A BIG IMPACT EVEN IN THE SMALLEST ROOM

オクタルミナ 40
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ハイパワーLED 多彩なフレームカラー 簡単接続

シリコンエッジ 溝あり40 mm フレーム 溝なし40 mm フレーム
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テクニカル情報

オクタルミナ 40

形状やサイズが選べる

オクタルミナ40は溝なしタイプと機能的な溝ありタイ

プをご用意してあります。使用環境に応じてサイズ

や形状をお気軽にご相談ください。

高品質で驚愕の光度

鮮やかな色合いの照明を即再現していただけるよう

に、ハイパワーLEDを組み込んだ状態でご提供いた

します。高品質の照明システムを長寿命かつ低エネ

ルギーでご利用いただけるのもオクタルミナ40の魅

力です。

組立方法は迅速＆シンプル

各部品は簡単に組み立てやすく、現場ですぐに使え

るようになっています。迅速かつ簡単に取付けられ

るので、作業に不慣れな方でも安心です。

最適な用途はすべての空間

フェア、イベント、POS、または展示会などなど。

オクタルミナ40はシーンを選ばず、あらゆるシチュ

エーション装飾やプレゼンテーションツールとして

利用できます。オクタノルムの他製品と組み合わせ

れば、さらに多様な表現方法をもたらしてくれるで

しょう。自立型、吊り下げ型、壁付け型など、ご希望

の演出方法を自由にお聞かせください。
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オクタルミナ 40 - 溝あり

アルミニウム特有のなめらかな表面 | 溝あり | 超高輝度 | 均一なイルミネーション | 

簡単組立 | 片面イルミネーション  |  シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ  40 
溝あり

OL 415.01 

LEDモジュール付きアルミ複合パネル, 
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用 

サイズ: W 950 × H 2480 × D 40 mm

グラフィックは含まれません 

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください

アルミニウム |
プロフィル120 mm幅 フレーム
溝あり

カスタムサイズ

もご相談ください。 

 プリントサイズ = フレーム枠サイズ
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溝あり/なし　フレーム

オクタルミナ40

ホタルの発光効率
この世でもっとも高い90%
光エネルギーの
理想的な変換を目指して

オクタルミナ40 - 溝なし

エレガントな表面のアルミニウム| 溝なし |  超高輝度 | 
均一なイルミネーション | 簡単組立 | 
片面イルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ  40  
溝なし

OL 400.01 

アルミニウム | 
プロフィル40㎜幅フレーム
溝なし
LEDモジュール付きアルミ複合パネル, 
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用 

サイズ: W 1189 × H 841mm × D 40 mm (DIN A0)

グラフィックは含まれません 

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください  

OL 401.01 

アルミニウム | 
プロフィル40㎜幅フレーム
溝なし
LEDモジュール付きアルミ複合パネル, 
ケーブルプラグ、片面電飾グラフィック用 

サイズ: W 841 × H 594 ㎜ × D 40 mm (DIN A1)

グラフィックは含まれません 

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください 

カスタムサイズも  
ご相談ください。

オクタルミナ  40  
溝なし
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オクタルミナの魅力は独自性とアレンジ力、そしてシンプルでありながら実用的な機能を

追求している点にあります。

さらに、より迅速な設置を実現すべく、新たな多機能パーツをラインナップにプラス。

同じ素材、同じ輝きを持ったまま、これまでにない多様性を生みだします。

多機能と
実用性に
さらなる
磨きを

空間プレゼンテーションという多様な表現の
さらなる可能性へ挑戦



MULTIFUNCTIONAL
PRACTICAL
SOPHISTICATED 
A BIGGER DIVERSITY FOR SPATIAL PRESENTATIONS

特別仕様
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シリコンエッジは
コーナーの45度
カットが必須

オクタルミナ - キューブ

エレガントな表面のアルミニウム | 均一なイルミネーション | 縁なし角構造｜簡単組立 | 

マルチサイドイルミネーション | シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ キューブ OL 690.01 

アルミニウム| 
天吊り用キューブ型, 照明パーツ
ストレートもしくはT字型に応じたサイズ展開
エッジ最長2500㎜ 

グラフィックは含まれません 

ご希望のサイズをお申し付けください

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください  

エッジ最長長さ ：
（キューブ）  

2500 mm



900 440

91
2

オクタルミナファブリックカウンター

アルミ特有の滑らかな表面 | オクタルミナフロントフレーム| 均一な照明| 高さ90cm |

簡単組立 l シリコンエッジグラフィック

オクタルミナ
ファブリックカウンター

OL C800.90 

モジュラーカウンター、棚×2、フロントフレーム
ファブリックサイドドア(イルミネーション無)、
LEDモジュール、電源ユニット
簡単組立
コンパクトな収納収納可能

ファブリック/印刷は含まれません

サイズ: W 900 mm × H 900 mm × D 440 mm
フロント外寸: W 900 mm × H 900 mm
サイド外寸: W 440 mm × H 900 mm

印刷サイズ = 外寸 + 5 mm

シリコンエッジは

カット必須

39

コーナーの45度
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オクタルミナ　ハイテーブル OL T50.90 
アルミニウム | 4面イルミネーション

ハイテーブル テーブルトップ付き縁なし角構造

本体サイズ: W 570 × H 1031 × D 570 mm 
ファブリックサイズ: W 498 × H 998 mm

グラフィックは含まれません 

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください  

オクタルミナ - ハイテーブル

均一なイルミネーション | 縁なし角構造｜簡単組立｜多用途な高さ｜マルチサイドイルミネーション | 

シリコンエッジグラフィック  

 　椅子は含まれません。

シリコンエッジは
コーナーの45度
カットが必須



特別仕様
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オクタルミナ　ハイテーブル | オクタルミナ　モバイル

光は精神と肉体に
ポジティブな効果があると
実証されています

オクタルミナ120  モバイル OL 1200.01 

アルミニウム | LEDモジュール＆電源ユニット付
自立型120㎜フレーム(解体可能)  

ケーブルプラグ、ベースプレート、
片面/両面用電飾グラフィック
専用収納バッグ付

本体サイズ: W 800 × H 1820 mm
ファブリックサイズ: W 800 × H 1800 mm

グラフィックは含まれません 

ファブリックに関してご不明な点はぜひお問い合わせください  

オクタルミナ120 - モバイル

エレガントな表面のアルミニウム| 溝なし｜解体可能フレーム｜均一なイルミネーション | 簡単組立｜

専用収納バッグ付｜片面/両面イルミネーション｜シリコンエッジグラフィック

プリントサイズ = フレーム枠サイズ | フレームは分解して専用バッグに収納してお届けとなります。 



PROJECT SOLUTIONS
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EUROPE

OCTANORM® Belgium
Tel. +32 2 344 9880
www.octanorm.be

OCTANORM® France
Tel. +33 1 4695 5406
www.octanorm.fr

OCTANORM® UK
Tel. +44 20 85 45 2945
www.octanorm.co.uk

OCTANORM® Hellas
Tel. +30 2310 79 6521
www.octanorm.gr

OCTANORM® Italia
Tel. +39 02 9902 5084
www.octanorm.it

OCTANORM® Nederland
Tel. +31 50 309 5133
www.octanorm.nl

OCTANORM® Polska
Tel. +48 22 773 0350
www.octanorm.pl

OCTANORM® Adria
Tel. +386 590 56301
www.octanormadria.com

OCTANORM® Espana
Tel. +34 930 019 424
www.octanorm.es

OCTANORM® Nordic
Tel. +46 8 621 6500
www.octanorm.se

OCTANORM® Russia
Tel. +7 495 565 7920
www.octanorm.ru

AMERICA

OCTANORM® Canada
Tel. +1 905 822 2108
www.octanorm.net

OCTANORM® USA
Tel. +1 770 7 32 1520
www.octanormusa.com

OCTANORM® México
Tel. +52 55 5804 6325
www.octanorm.com.mx

OCTANORM® Brasil 
Tel. +55 11 3807 2552
www.octanorm.com.br

OCTANORM® Argentina
Tel. +54 11 43 12 4000
www.octanorm.com.ar

AFRICA

OCTANORM® South Africa 
Tel. +27 11 433 2010
www.octanorm.co.za

MIDDLE EAST

OCTANORM® Emirates 
Tel. +971 4 340 6888
www.octanormemirates.net

AUSTRALIA

OCTANORM® Australia
Tel. +61 3 8773 8550
www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORM® Japan
Tel. +81 45 511 8144
www.octanorm.jp

OCTANORM® China
Tel. +86 512 6283 3336 
www.octanorm.cn

OCTANORM® Germany 
Head Office 
Raiffeisenstraße 39 
70794 Filderstadt
T +49 (711) 77003-0 
F +49 (711) 77003-53 
info@octanorm.de 
www.octanorm.com

㈱ オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378 
Tel.  045 511 8144
Fax. 045 511 8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp




