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コロナウイルスの感染が世界規模で広がる中、その影響はビジネスシーン、プライベートと

広範な領域に及んでいます。感染の拡大とそのスピードを抑えるために、私たちにできるこ

とは何かを考え、積極的にウイルスや細菌の拡散を抑えるための行動をとっていく必要が

あります。私たちは衛生的な環境を保つためのソリューションを数多くご用意しています。

私たちのソリューションを活用することで、お客様はより簡単にウイルス対策を講じ、感染

の拡大を抑えることができるでしょう。

感染防止のために今できることを共に実践していきましょう。

今、私たちにできること
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衛生的な環境を保つソリューション

予防対策 

感染予防促進パネル 
移動式折りたたみ型パーティション 
パーティション｜ハンドサニタイザースタンド

オフィス用パーティション

レセプションエリア 
ワークスペース｜ホームオフィス 
ミーティングルーム

カフェテリア

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテ 
ル｜サービス業 会計エリア 
インフォメーションカウンター

レストラン

レセプション

美容院

公共施設｜学校｜大学 　

登録業務

教室

リフェクトリー

ヘルスケア

移動式緊急ユニット

面会室

コンテンツ



注意を引き、感染予防
を促す。
そして、感染リスクから
人々を守ります。

軽くて丈夫な
アルミフレーム

照明あり・なし。２種類のサイズ
からお選びいただけます。
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手洗い促進キャンペーン

日々の生活において、とても簡単なことで自分、そして周囲の

人を守ることができるということを私たちは忘れがちですが、

少しのきっかけで、その重要性を思い出させてあげることが

できます。私たちが提供する手洗い促進パネルはステップご

とに手洗いの仕方を簡潔に説明しており、その重要性を直感

的に訴求することができます。

パネルは照明あり・なしの２種類あり、どのような場所でもお

使いいただけます。

手洗いの重要性を素早く、
簡単に訴求することが可能
です。

予防対策

感染予防促進パネル
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移動式折りたたみ型パーティションは、
丈夫でお手入れのしやすい素材を使用
しています。

いつでも、
すぐに構造変更が
可能です。

移動式折りたたみ型パーティションは
折りたたんで収納することができ、
スペースの有効活用にも役立ちます。
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いつでも柔軟に対応可能です。

どんどん増えていく患者、ベット数に対応するためには

大限の柔軟性が求められます。私たちの折りたたみ

型パーティションを使用することで、患者の増減に合わ

せて部屋のレイアウトを何度でも変更することが可能で

す。お客様の柔軟性を 大まで高めるために開発され

た製品です。キャスターによって移動が可能で、収納の

スペースもとりません。まさに、今、必要とされているソ

リューションです。

予防対策

移動式折りたたみ型パーティション
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モジュール式パーティションを
使用することで、職場の感染
予防に柔軟性のある解決策を。

複数通りの使用法。すぐに使用可能。�
３つのサイズからお選び頂き、そのまま使用

することが可能です。

卓上パーティション、ベースプレート、キャス

ター付き、オフィスでの使用、店舗、公共機関

での使用。私たちのパーティションはあらゆる

場面で使用可能であり、お客様の感染予防

対策の幅を広げます。

ベースプレート付き キャスター付き 卓上パーティション
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適切な場所で適切な消毒を

全ての人が抗菌ジェルや抗菌ウェットテッシュ

を常に持っているというわけではありません。

そのような時、私たちの移動式ハンドサニタイ

ザースタンドがあれば、すぐに手を殺菌し、衛

生的な状況を保つことが出来ます。私たちの

移動式ハンドサニタイザーは安心を提供する

たけでなく、ファブリック生地を使用しているの

で、広告スペースとして活用することも可能で

す。

ファブリック素材に
書かれたイラストは
すぐに変更すること
が可能です。

自立式サニタイザー 広告スペース付きサニタイザー 照明広告付きサニタイザー

予防対策

パーティション｜ハンドサニタイザースタンド
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開口部を効果的
に配置し、同時に
衛生的な環境を
保ちます。

私たちのモジュール式パーティション
を使用することで、常に新しいニーズ
に応え、空間のレイアウトを変更する
ことが可能です。
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アクリルガラスを使用することでパーティションが
オフィスに自然と馴染みます。

オフィス用パーティション

レセプションエリア

来社された瞬間からお客様に安心の提供を�
会社のレセプションエリアは特に一日中多くの人が行き

交っています。アクリルガラス製パーティションを使用す

ることによって、人の往来を安全にコントロールし、感染

のリスクを下げることが可能になります。もちろん、オフィ

ス、オフィス家具との調和性も完璧です。

レセプションエリアから
完全な予防対策を
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様々な種類の生地を組み合わせること
が可能です。防音性メッシュ生地から
抗菌性のある生地まで、その種類は
多岐に渡ります。
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オフィス用パーティション

ワークスペース

異なる素材でも簡単に組み合わせることが可能です。

組み合わせ自由なパーティション：パネル、ガラス、生地

用途に合わせて、適切な素材を選んでお使いいただくことが可

能です。不透明パネルを使用することで集中できる個人ワーク

スペースを構築することが可能です。アクリルガラスは同僚と

のスムーズなコミュニケーションを可能にしながら、同時に集中

できるワークスペースを構築します。また、ファブリック素材の

パネルにはそれぞれクリエイティブなデザインがほどこされて

いるだけでなく、防音性と抗菌性も兼ね備えています。
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ガラス張り
オープンパーティション

ガラス・ファブリック地を
組み合わせた半開放型
パーティション

スライドドア式
密閉型パーティション
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パネルがあることで集中
できるワークスペースを
構築することが可能です

オープンオフィスに
あなただけの
集中できる
ワークスペースを

オフィス用パーティション

ワークスペース
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チームの
コミュニケーションは
維持しながら、
独立したワークスペースを
構築することが可能です。

独立したパーティションで
個々のワークスペースを
構築

18



パーティションで仕切られ、
保護された共用スペース

オフィス用パーティション

ワークスペース
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会議中の感染防止
対策として 

創造的なブレインストーミング
とアイデアの創出を
安全に１つのテーブルで
行うことが出来ます。

ミーティングに柔軟な解決策を

モジュール型のデザインを採用することで、会議に参加す

る人数に合わせて会議室の大きさを柔軟に変更することが

可能です。追加のパーティションは簡単に取り付けることが

出来ます。柔軟性と安全性を高いレベルで実現します。
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オフィス用パーティション

ミーティングルーム
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安全な共用スペースを実現します

安全性を
確保しながら、
「一緒の時間」を
楽しみましょう
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カフェテリア：密閉空間での感染防止ソリューション

カフェテリアや社員食堂のような常に多くの人が集まる空間

では人々の安全を守るために、特に感染防止対策が必要と

されています。私達の提供するアクリル板卓上型パーティ

ションを活用することで、コミュニケーションを妨げることな

く、独立したダイニングエリアを実現することが可能です。

オフィス用パーティション

カフェテリア
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パーティションで空間を仕切ることで、
厳しい安全基準を満たしながら、
カフェテリアを利用することができます。
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卓上型パーティション

折りたたみ式パーティション

接客カウンター用パーティション
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オフィス用パーティション

カフェテリア



高い汎用性を誇る

感染防止ソリューション
顧客との信頼関係を構築する

ミーティングの場所としても使用されることの多い、カフェ、レストラン、ホテル、そして生活必

需品を販売しているスーパーマーケットなどの場所には非常に多くの人が訪れます。提供し

ているサービスの幅が多岐に渡ることから、特にお客様との信頼関係を構築し、ロイヤリティ

を高めることが重要です。私たちのソリューションはお客様の店舗デザイン、ブランドイメージ

ごとにテーラーメイドで提供することが可能です。デザインと安全性を両立させることができる

のです。
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VERSATILE
ADAPTABLE
SAFE
BUILD TRUST AND CONFIDENCE WITH YOUR CUSTOMERS.

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテル｜サービス業
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生地に書かれたデザインは商品を
変更するタイミングなどに合わせ、
いつでも変更可能です。

小型の卓上パーティションが
適です。

お客様に合わせ、テーラーメイドされたソリューション

私たちは多岐に渡る製品群の中からお客様の使用されてい

るカウンターに適したサイズと形のパーティションを提供する

ことが可能です。例え、それがカーブしていたとしても。

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテル｜サービス業

インフォメーションカウンター
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Os aborro elignati 
optat ut perum qui 
con recum as int.

デザインに調和する色：
コーティングされたアルミ押し出し

お客様の
ブランドイメージに合った
感染防止ソリューションを
提供します。

パーティションはお客様のご要望に
合わせてデザインすることが可能です。
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ゆったりとくつろげる空間を提供します。

ケータリングサービスや飲食店の場合、くつろげる空間である

ことが特に重要になってきます。私たちの提供するパーティ

ションは安全性とデザインを両立させ、くつろぎの空間を作り

出すことが可能です。パーティションのデザインはお客様のブ

ランドイメージに合わせてカスタマイズ可能です。ご希望の場

合、RALカラーでアルミ押し出しをコーティングすることも可能

です。

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテル｜サービス業

レストラン
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空間を仕切ることで
よりプライバシーが
保たれた空間に
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パーティションには不透明パネル、ガラス、
乳白ガラスを取り付けることが可能です。

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテル｜サービス業

レストラン
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移動可能で必要な時に
必要なだけ使用すること
ができます。

パーティションに書かれた
デザインはいつでも必要な
時に適切なデザインに変更
することが可能です。
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安全性を確保しつつ、必要な情報はしっかりと提供します

私たちの提供するパーティションは冊子用ラックやモニターマ

ウントなど、複数の追加アクセサリーによってお客様の好みに

合わせてカスタマイズ可能です。さらに重要な情報を来訪者に

伝達するだけでなく、広告の機能をもたせることも出来ます。自

立型照明付きディスプレイは来訪者の関心を引くことに役立

ち、広告塔としての役割を果たします。軽くて、簡単に素早く組

み立てることができるパーティションは必要な時、どのような場

所でも使用することが可能です。

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテル｜サービス業

レセプション
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仕事場の安全性を
確保しながら、
視界を遮ることも
ありません。

折りたたみ式
パーティションは
必要に合わせて
折りたたむことが
可能です。
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お客様に 高のサービスと安全を

多くの美容院では社会的距離を保ったままサービスを提供す

ることはほとんど不可能です。私たちの折りたたみ式パーティ

ションを使用すれば、空間を仕切ることが出来、お客様に

適な安全を提供することが可能になります。折りたたみ式

パーティションを組み立て、自分の好きな具合に開いて調整

しましょう。キャスターが付いているので、簡単に運ぶことが

出来ます。簡単、安全、しかもあらゆる用途に適用可能。まさ

に 高のソリューションです。

小売店｜飲食店＆ケータリングサービス｜ホテル｜サービス業

美容院
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あらゆる用途に適応し、

何度も使え、

すぐに利用を開始することが

できます。

大量のパーティションが必要ですか？
そのニーズにもお応えいたします。

私たちのパーティションは何年もの間使用していただくために耐久性の高いアルミニウム
とモジュール様式を採用しています。そこに妥協はありません。パーティションを構成する
個々の部品は何度でも組み替えることが可能で、将来に渡って使用することが可能です。
私たちは長年の経験と築き上げた世界規模のネットワークを駆使して、 高の品質を維
持しながら、大量に製品を供給することが可能です。官公庁、学校、大学など、あらゆる種
類の公共機関様がお持ちの新しいニーズに非常に迅速に対応することが可能です。
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ADAPTABLE
REUSABLE
QUICKLY AVAILABLE
AVAILABLE IN LARGE QUANTITIES TO MEET REQUIREMENTS

私たちは経験から蓄積されたノウハウを駆使して、お客様の感染防止対策を一貫して

サポートいたします。常にお客様視点で思考し、 高のソリューションを模索しています。

公共施設｜学校｜大学
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明るくて
親しみやすい：
アクリルガラス

多くのアポイントメント、
多くの来訪者。
安全を確保しましょう。
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開口部付き感染防止パーティション

公共施設｜学校｜大学

登録業務

安全性と機能性を同時に実現します。

私たちの感染防止パーティションは空間に合わせて提供可能

です。目的や場所によっては開口部付きパーティションが安全

に書類のやりとりをするために役立つこともあります。
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狭い空間でも生徒に
安心・安全を提供します。

あらゆる年代に
完全な安全策を

集団学習を可能にする
パーティション
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いつでも子どもたちに教育を

教室の空間は限られていますが、私たちのパーティションを使

用すれば空間を 大限有効活用し、かつ多くの生徒が授業に

出席することが可能です。授業の種類に合わせて、グループ

ワーク型の授業にも対応することができます。あらゆる場面で

完璧な安全を提供します。

公共施設｜学校｜大学

教室
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モジュール型の
デザインを採用
しているので、
必要に応じて
増設することが
可能です。

このような危機的な
状況下でも一日ずっと、
安全・安心を

私たちは急なご要望でも
十分な供給量でお応え
することができます。 
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休み時間に安全な食事を

生徒の休息時間が重なるとカフェテリアはいつも多くの生

徒で溢れかえります。全ての安全基準は完全に満たす、

感染防止策が重要です。私たちは世界規模のネットワー

クを駆使して、すぐにソリューションを提供いたします。

コミュニケーションと安全を両立
する感染防止パーティション

公共施設｜学校｜大学

リフェクトリー
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早くて簡単、
すぐに使用可能。
そして、簡単に衛生的な
環境を維持することが
できます

パネル、支柱、そして梁を組み合わせることに
よってシンプルなモジュール方式を可能にして
います。
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ヘルスケア

移動式緊急ユニット

治療用ベッドがさらに必要になった場合でも素早く対応可能です。

治療室がどんどん不足していく中、私たちのパーティションを使用

することで緊急用の病室をすぐに用意することが可能です。すぐ

に隔離された空間で診療行為を行うことが可能になるのです。私

たちの提供するパーティションは素早く簡単にレイアウトを変更す

ることが可能で、さらに幅広い付属のアクセサリーと組み合わせ

ることで即座に利用の準備が整います。また、完璧にお客様のご

要望に合わせてご使用いただくことが可能です。

モジュール方式を採用することで簡単に
規模を拡大することが出来ます。
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完全に仕切られた
空間が安全な面会
を実現します

全ての空間を
安全に保ちましょう。
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モジュール方式を採用しているため、
ご要望に応じて不透明パネル、アクリル
ガラスを使用することが可能です。

安心できる気持ちの良い面会を。

人生において親しい人とのコミュニケーション以上に喜ばし

いものはそうはありません。あらゆる種類の施設で面会が

可能になるよう、患者様、面会者様、双方の安全が確実に

確保されることが重要です。私たちのモジュール方式の

パーティションで作られた面会室はサイズ、素材の面におけ

るご要望に迅速に対応することが可能です。

ヘルスケア

面会室
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EXHIBITION SYSTEMS 
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS
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〒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

EUROPE

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

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

OCTANORM® France
T. +33 1 8828 3932
www.octanorm.fr

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

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

OCTANORM® Italia
T. +39 02 9645 1966 
www.octanorm.it

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

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

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

OCTANORM®Espana 
T. +34 930 019
 www.octanorm.es

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

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

AMERICA

OCTANORM® North America
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www.octanormna.com

OCTANORM® México
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www.octanorm.com.mx

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

AFRICA

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

MIDDLE EAST

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

AUSTRALIA

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

ASIA

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




