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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。

はじめに
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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。

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
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オクタルミナLEDフレームシステム
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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。 

BRILLIANCE 
AMBIANCE
ATTENTION
FOR YOUR POINT OF SALE
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UVデジタル/昇華転写プリント
による高彩度のカラーリング 
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ファッション| アクセサリー

オクタルミナの電飾システムは商品のハイライト効果だけで

なく、お客様の心に残る印象的な空間づくりや、非日常を思

わせるショッピング体験をもたらします。どなたでも簡単に

設置できるように設計してあり、短時間で組立可能。

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。

カラーの規格や印刷上の制約などに縛られることなく、さま

ざまなフレームをご用意しました。設置の際にも調整するこ

とができるので、メーカーを問わずご要望に沿ったものを

お選びいただけます。

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。

売り場や商品を最大限に美しく、より魅力的に輝かせます。

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、あらゆる店舗

の環境に適応します。

電飾用ポリエステルファブリックによる高解像度UV/転写
プリントによって、明るい色合いの写真をより美しく鮮明に
描き出します。

用途

広告

イルミネーション

空間演出

利用例

レジエリア: 壁面・天井・レジカウンター

オープンエリア: 壁面・天井・フィッティングルーム 

共有エリア: 階段・エレベーター・エスカレータ周辺
自立型モバイルスタンド（両面） 

販売エリア: 壁面・棚・商品棚上・天井

自立型モバイルスタンド・案内表示

出入口エリア: 壁面・自立型モバイルスタンド（両面）

ショーウィンドウ: 壁面・自立型モバイルスタンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（片面/両面）

7



8



食料品店舗

オクタノルムの強み。それはすべての製品で妥協すること

なく高い品質を追求しているほか、メンテナンス性が高く

エネルギー効率の良いハイパワーLEDを使用していること

が挙げられます。

耐久性に優れたアルミフレームは洗練された見た目の美

しさもさることながら、理想的な熱伝導性や機能性ゆえに

人々を惹きつけます。

さらに、グラフィックや表現を変える際の交換は工具不要

でスピーディ。簡単迅速な施工を実現しました。

 オクタルミナの製品はフレキシブルな対応力を持っており、

高さや幅を思いのままに変えることができます。敷地面積

が広い大型店舗でも特設広場のようなコンパクトなスペー

スでも、ご希望のグラフィックや表現を可能にします。

両面自立型スタンドは手軽に持ち運びやすく、特売キャン

ペーンやイベント会場にお客様を誘導する案内板として

最適です。

用途

　広告
　カスタマーガイダンス

　空間演出

利用例

出入口エリア: 壁面・天井など 

フロア:精肉・鮮魚・乳製品などの売り場カウンター 

青果売り場: 商品周りの大きな電飾壁面

共有スペース: エスカレーター付近の自立型スタンド（両面） 

店内: 壁面・棚サイド・商品棚上部・天井・自立型スタンド・

案内表示

ショーウィンドウ: 壁面・自立型モバイルスタンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（片面/両面）

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。
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高品質LEDにより、照明環境を問わず美しい電飾グラフィッ
クスを輝かせることができます。
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レストラン＆ホテル

オクタルミナの光による効果的な空間演出で、レストランや

ホテルに訪れたお客様は素敵な体験ができることでしょう。

目指しているのは「ただ美しい電飾」ではなく、お客様を非日

常の景色や夢のような世界に誘うことです。

自由に調整できる高性能フレームによって、思い描くま

まのフロアプランを叶えられます。建築の構造や素材を

問わず、あらゆる規格に適合するように設計しました。

素朴な空間や寂しげなスペースにおいても、美しい光を

照らすことで生き生きとした世界を造り上げることができ

るでしょう。

電飾用ポリエステルファブリックによる高解像度の

UV/転写プリントによって、明るい色合いの写真を

より美しく鮮明に描き出します。

用途

 　照明

 　空間演出
　間仕切り

利用例

ホテル客室: ベッドルームの壁面

ラウンジ・ダイニング・レストランエリア: 壁面や天井

出入口エリア・壁・自立型モバイルスタンド（両面）

トイレの壁や天井・階段・廊下など

心を穏やかにするグリーン。
食欲や活気をもたらすレッド。
親しみやすく楽しいオレンジ。
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フロント：カウンター後方・デスクとの連結
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フィットネス＆ウェルネス

涼しげな湖畔でのジョギング、美しいビーチを眺めながらのト

レーニング。そんな理想的なシチュエーションをオクタルミナ

が叶えます。 XXLサイズのイルミネーションフレームは大きな

窓になるので、自然光の少ないトレーニングルームにおすすめ。

美しい自然の中で行うトレーニングは、心にも体にも好作用と

なるはずです。そんな理想的な環境づくりは、オクタルミナの光

におまかせください。

最先端のシリコンエッジにより、グラフィックを短時間で簡単

に取り替えられるのが魅力。部屋ごとに、季節ごとに、コンセ

プトごとに、さまざまなテーマを気軽に変えて自由にお楽しみ

いただけます。

自由に調整できる高性能のフレームによって、思い描くま

まのフロアプランを叶えられます。建築の構造や素材を問

わず、あらゆる企画に適合するように設計しました。素朴

な空間やさみしげなスペースにおいても、美しい光を照ら

すことで生き生きとした世界を創りあげることができるで

しょう。

電飾用ポリエステルファブリックに施される高解像度の
UV/転写プリントによって、明るい色合いの写真をより
美しく鮮明に描き出します。

用途

 　照明

 　空間演出

利用例

トレーニングエリア: 壁面・天井・自立型ディスプレイ

レセプションエリア: カウンター後方・デスクとの連結

入口/出口エリア: 壁面・自立型モバイルディスプレイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（両面）

休憩スペースの壁面・天井・ロッカールームの仕切り
などにも

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。 
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家具 / 居住空間

多くの家具店は、限られた自然光の元でしか商品を展示でき

ません。しかし、オクタルミナなら光の効果を最大限に発揮さ

せて理想的なディスプレイを可能にします。窓を本物のよう

に取り付けて外の景色を表現することも、自立型スタンドや

天吊り型の光で青空を演出することもできるでしょう。

多彩なタイプを取り揃えているので、お客様一人ひとりの細

やかなご要望にも柔軟にお応えいたします。

自由に調整できる高性能フレームによって、思い描くまま

のフロアプランを叶えられます。

建築の構造や素材を問わず、あらゆる規格に適合するよ

うに設計しました。素朴な空間やさみしげなスペースにお

いても、美しい光を照らすことで生き生きとした世界を創り

上げることができるでしょう。

電飾用ポリエステルファブリックによる高解像度の
UV/転写プリントによって、明るい色合いの写真をより
美しく鮮明に描き出します。

用途

　カスタマーガイダンス

　照明  

　空間演出

利用例

店舗: 入口/出口エリア・エスカレーター/エレベーター

エリア・壁面・天井・自立型ディスプレイ

住居: リビングエリア・階段・収納庫・屋根裏部屋など
日当たりの悪い空間

従来の電球に比べ
エネルギー消費を90%削減
さらに25倍の長寿命に。 
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パブリックエリア

光は空間を明るく照らすだけでなく、人々の心を魅了する力を

持っています。それはショッピングモールや空港、駅といった

場所で感じることができるでしょう。

オクタルミナのシステムフレームは可変性にすぐれているので

「あらゆる環境において」「さまざまな目的において」自由に設

置することができます。広告やコミュニケーションのツールとし

てはもちろん、来客用ナビゲーションやガイダンスパネルとして

もおすすめです。

安定感が抜群の自立型ディスプレイ。両面式で幅広い用途

に使えるほか、手軽に持ち運べるので販促ツールに利用

しても効果的です。

自由に調整できる高性能フレームによって、思い描くまま

のフロアプランを叶えられます。建築の構造や素材を問わ

ず、あらゆる規格に適合するように設計しました。素朴な

空間や寂しげなスペースにおいても、美しい光を照らすこ

とで生き生きとした世界を創り上げることができるでしょう。

電飾用ポリエステルファブリックによる高解像度のUV/
転写プリントによって、明るい色合いの写真をより美しく
鮮明に描き出します。

用途

広告 

カスタマーガイダンス 

照明  

空間演出

利用例

入口/出口: 壁面・自立型モバイルディスプレイ（両面）

共有スペース: 
階段・エレベーター・エスカレーターの壁面
自立型モバイルディスプレイ（両面）
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120 mm 片面120 mm 両面 80 mm 片面
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ハイパワーLED

天井・壁面用リングフック

簡単接続

ケーブル引出口

テクニカル情報

オクタルミナ 120 | 80

素材/設置

長寿命＆高品質のアルミフレーム 

耐久性にすぐれた丈夫な構造で、メンテナンスも簡単

自立型、連結型、壁付型などタイプ多彩

効率的エネルギーLEDに接続することで、最大90％（*）のエネルギー節約に

迅速、簡単、道具不要で手軽なグラフィクスチェンジが可能

複雑な設定も不要な“プラグ＆プレイ”を実現

A3サイズからワイド10ｍ以上まで幅広い寸法に対応した均質なイルミネーション

ファブリック/プリント

細かなディテールや陰影部分をくっきり鮮明に表現できる高品質プリント

素材（日本国内防炎認定取得済）

サービス

どんな不明点も懇切丁寧にご説明いたします

*通常電気バルブとの比較

シリコンエッジ

多彩なフレームカラー

19

さまざまなシチュエーションに応じたご相談に対応可能です

ハイコントラスト（明暗の差が大きいもの）の色はわかりやすく、暗めの色

合いは奥行のある色彩に

電飾用ポリエステルファブリックで美しく鮮やかな高解像度を実現
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テクニカル情報

オクタルミナ40

シリコンエッジ

ハイパワーLED

溝あり40mmフレーム

溝なし40 mmフレーム

多彩なフレームカラー

素材/設置

長寿命＆高品質のアルミフレーム 

耐久性にすぐれた丈夫な構造で、メンテナンスも簡単

自立型、連結型、壁付型などタイプ多彩

効率的エネルギーLEDに接続することで、最大90％（*）のエネルギー節約に

迅速、簡単、道具不要で手軽なグラフィクスチェンジが可能

複雑な設定も不要な“プラグ＆プレイ”を実現

A3サイズから長手3ｍまで、幅広い寸法に対応した均質なイルミネーション

高明澄度でより美しくクリアな視覚効果を演出

ファブリック/プリント

細かなディテールや陰影部分をくっきり鮮明に表現できる高品質プリント

素材（日本国内防炎認定取得済）

サービス

どんな不明点も懇切丁寧にご説明いたします

*通常電気バルブとの比較 21

電飾用ポリエステルファブリックで美しく鮮やかな高解像度を実現

ハイコントラスト（明暗の差が大きいもの）の色はわかりやすく、暗めの色

合いは奥行のある色彩に

さまざまなシチュエーションに応じたご相談に対応可能です
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