
・人材育成やノウハウの獲得事例

送出：不動産 理由：社員の飛躍的成長
受入：大手コンサル 理由：提携関係強化と事業成長
出向者：営業職 理由：ノウハウ獲得、自身の成長

Vターンシップのイメージ

ボルテックスがご提供する

会社間留学「Vターンシップ」

ボルテックスはお客様の事業継続性の強化に貢献するため本サービスを開始しました。

まずはお気軽にご相談ください。

会社と個人の成長を実現する新たな人事施策としてご活用ください！

（現代版の「武者修行」、採用の代替手段）

・出向施策の活用事例

・人材育成事例

送出：旅行 理由：雇用確保と社員の成長
受入：IT 理由：即戦力人材活用と事業成長
出向者：SE 理由：経験の活用・自身の成長

☎：03-6893-0539 /  070-1385ｰ4279

担当：浅井・木村

MAIL：jinzai-info＠vortex-net.com

株式会社ボルテックス
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2

飯田橋グラン・ブルーム22F

有料職業紹介事業 13-ユｰ313532

送出業種：不動産 送出理由：人材育成・コンサル手法の獲得

受入業種：コンサル 受入理由：即戦力人材活用

出向者：営業職 受諾理由：経験の活用・自身の成長

送出業種：IT 送出理由：人材育成・人材ビジネスのノウハウ獲得

受入業種：人材 受入理由：即戦力人材の活用・送出会社との関係構築

出向者：営業 受諾理由：自身の成長（リーダーシップ）

送出会社

出向者

帰任前提の出向契約

出向料
（教育目的の出向は支払いがない場合もあり）

・有意な人材活用
・出向者のノウハウ活用
・送出会社との関係･･･

マッチング

成長機会の獲得

活用目的
・社員の成長や変化

・ノウハウや人脈の獲得

・受入会社との関係強化

マッチング
受入会社

活用目的
・有意な人材の活用

・出向者のノウハウ

・送出会社との関係強化

・出向活用のメリット

・出向者の変化、成長
・ノウハウや人脈獲得
・受入会社との関係･･･

・スキルや経験の活用
・新しいスキル・ノウハウ
・行動変容、能力獲得
・新たな人脈･･･

■送出会社のメリット ■出向者のメリット■受入会社のメリット



マッチングから出向期間満了まで、両社・出向者をトータルサポート

STEP１
サービス申し込み

STEP２
希望条件
ヒアリング

STEP３
マッチング提案

STEP４
出向手続支援

STEP５
出向契約
締結支援

STEP６
出向者フォロー

Point！ 出向の活用の経験がない会社さまでも安心して出向を活用いただけます

・サービスの流れ

・サービスの内容

希望に沿った相手先会社の探索とご提案 出向手続きに関する相談・助言

出向予定者とのコミュニケーション支援 助成金に関する相談・助言

出向期間中の出向者への支援

1

3

5

2

4

・出向者支援 キャリアコンサルティングを通じて出向者の職場適応や成長を支援

・報酬について

１コンサルティングフィー

（出向成約時成功報酬）

出向開始を条件とし出向者の想定年収を基準と

した成功報酬を送出・受入会社から受領

２月額委託報酬

月次のキャリアコンサルティングの対価として

月額委託報酬を送出・受入会社から受領
＊1,2の報酬について、受入会社からはいただかない場合もあり。

・産業雇用安定助成金について

・制度の概要

会社が社員の雇用維持を目的とした在籍出向を

行う場合、一定の要件を充足することで国から、

助成金を受けられることとなりました。

ボルテックスでは、社会保険労務士法人とも連

携しており、助成金に関する情報提供やご相談

にも対応可能です。

ぜひお気軽にお問合せください！ 連絡先は表面下部に記載

②
月次個別面談

①
自己分析・目標設定

③
各関係者に報告



お申し込みはこちら ⇒ https://bit.ly/3zREjL9

７月28日 13:30～14:302022年

①ご希望の日時のURLまたは右記QRコードよりお申し込みください。

②開催当日までにセミナー詳細と視聴用URLをお送りいたします。

（木）開催日時
①

お申込方法

株式会社ボルテックス ・ 在籍型出向マッチングサービス

ご経営者様・人材部門責任者様向け

革新的な人材成長戦略
～会社間留学「Vターンシップ」～

講
師
紹
介

第
1

部

第
２
部

株式会社ボルテックス
代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦

13:30～14:00

「Ⅴターンシップ」具体的導入事例のご紹介

株式会社ボルテックス マーケティング推進部 セミナー推進課 課長

14:00～14:30

松澤 麻子

平成元年 早稲田大学商学部卒業後、ユニバーサル証券(現 三菱UFJ モルガン・
スタンレー証券)入社。平成7年にレーサム・リサーチ(現 レーサム)に入社、営業部
長として活躍し不動産コンサルティングを行う。平成11年4月に株式会社ボルテック
スを設立。公認不動産コンサルティングマスター 認定者。

ポ
イ
ン
ト

・現代版武者修行・会社間留学で社員の飛躍的成長を促す

・人材交流により相互の強みを学びさまざまな課題解決を実現

・利用者様の声から、具体的な出向活用のイメージが持てる

受け入れ企業様の声

有意な人材の活用メリットについて

「優秀な人財の育成」は、財務基盤の強化同様に企業の成長に於ける重要な要素であり、課題感をお持
ちの経営者様は多いのではないでしょうか？
お客様の事業継続性向上を真剣に願うボルテックスから、社内の人材の飛躍的な成長を促す新しいソリュー
ションサービス「会社間留学」をご提案いたします。導入することのメリットや活用方法、実際のご利用者様の
お声をお伝えいたしますので、ぜひ、ご参加ください。

8月5日2022年 （金）開催日時
② お申し込みはこちら ⇒ https://bit.ly/3zMMMiJ

13:30～14:30

出向者の声

得られた気づき・行動変容・成長の実感



株式会社ボルテックス 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22F

宅地建物取引業 国土交通大臣（2）第8509号

マンション管理業 国土交通大臣（2）第034052号

不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣第101号

（公社）全国宅地建物取引業保証協会加盟

（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

（公社）東京都宅地建物取引業協会加盟

オンラインセミナーご視聴に関するご案内

・弊社ホームページよりお申込後、開催当日までに「視聴用URL」をメールにてお届けいたし
ます。

・お申込時にご申告いただいた個人情報は、弊社の個人情報保護方針に則って適切に取
り扱いさせていただくとともに、情報は参加者名簿の作成に利用させていただくほか、共催・
協力・協議・各登壇企業への名簿の共有、セミナーに関する連絡・案内およびアンケート、
アンケートで希望したほかセミナーへの参加登録に利用させていただく場合がございます。下
記個人情報保護方針は必ずご確認いただき、お申し込みください。

■株式会社ボルテックス：https://www.vortex-net.com/policy/privacypolicy/

・セミナー内容、講師、時間などは予告なく変更となる場合がございます。

・セミナー後はご希望により、個別相談（対面、オンライン方式など）の場を用意しますので
お気軽にご相談ください。なお、個別相談ではセミナー内容に関連する商品などの勧誘を行
う場合がございます。

・主催側のシステム不具合やご視聴される環境などで視聴できない場合がございます。
ご理解の上、お申し込みいただきますようお願い申し上げます。

・システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがござ
います。あらかじめご了承ください。

・PCやスマートフォンなどのネット環境があれば参加可能です。セミナーは「Zoom」のシステ
ムを使用して実施いたします。「Zoom」について、個人情報保護方針や視聴要件、その他
ご不明な点につきましては「Zoom」の公式サイトをご確認ください。
※視聴方法については、セミナー開催日までにメールで詳細をご案内いたします。

セミナーに関するお問い合わせ先

※「区分所有オフィス」「Vシェア」「VORT」は株式会社ボルテックスの登録商標です。

お問い合わせ先：セミナー担当 向井・齋藤

電話番号： 0120-790-936 ※平日10:00～18:00

メール：info-seminar@vortex-net.com

会社間留学“Ⅴターンシップ”に関するお問合せ

お問い合わせ先：経営企画課 浅井・木村

電話番号：03-6839-0539 ※平日10:00～18:00

メール：jinzai-info＠vortex-net.com



スペックとデザインを兼ね備えたLED捕虫器

お問い合わせはこちら

株式会社ボルテックス 商品開発課

ProductDevel_sec@vortex-net.com
TEL:03-6893-5618

受付時間：平日10時～18時（土日祝日は除く）

ボルテックスでは、お客様に役立つ商品・サービスの紹介を行っています。
特別価格でのお案内となりますので、ぜひご利用ください！

“特別価格“でご購入、レンタルいただけます

※2022年7月末日まで 購入の場合のみ有効

お問い合わせは下記メールアドレスからお願いします。

※運用費用として、毎月約50,000円～企様業にご負担いただきます。

職場に設置した冷蔵庫に定期的にお総菜が届く社食システムです。

従業員は1品100円で購入でき、電子レンジで温めるだけで24時間

いつでもおいしい食事を楽しめます。

置くだけ簡単！食の福利厚生「オフィスおかん」で解決！!

食の簡単福利厚生 【販売元】株式会社OKAN
https://office.okan.jp/

無 料 ！

特別価格（初期費用）

初期費用50,000円（税別）

用意するのは電子レンジだけ！
設置に必要なのは、電子レンジと冷蔵庫を設置するスペースのみ。
専用の冷蔵庫やお皿などが入ったBOXは「オフィスおかん」から提供しますので、
手軽にスタートいただけます。

●一品100円！
管理栄養士が監修した、安全・健康的・美味しい商品をご提供！

メニューは約20種類のバランスのよいお惣菜をご用意。
毎月新しい商品が登場するので飽きずに食べられます。

●キャッシュレスにも対応！

●忙しく働く人のためにチルド（冷蔵）でお届け
温め時間も少なくオフィスでの気軽な食事に最適です。

個包装のため、持ち帰り利用で家庭との両立に役立ちます。

●外出せず社内完結型のため、感染リスク軽減！

特別価格（販売価格）

1セット（10個入り）

標準価格 39,800円(税込) 23,880円（税込）

※配送費含む

スマートフォンのウイルス対策

第三者機関に認定された、抗ウイルスガラスコーティング剤
付着したウイルスを24時間で99%減少させます。

高性能 LED捕虫器 【製造元】株式会社SHIMADA
https://www.probuster.jp/

新商品！

室内換気にともなうムシ対策に！！ スタイリッシュなデザイン

こだわりのデザイン 取扱いかんたん

捕獲力ばつぐん 安心安全のノンケミカル

ひと目見ただけでは捕虫器に
は見えないスタイリッシュなデ
ザインにこだわりました。
どんな場所にも溶け込みます。

粘着シートの交換や本体の
メンテナンスも簡単にできる、
シンプルな構造です。

ムシを効率的に誘引し、確
かな粘着力でしっかり捕獲し
逃しません。

粘着シートには薬剤を一切
使用していません。お子様や
ペットのいるご家庭でも安心
安全に使用できます。

特別価格(販売価格)

15,840円（税込）
標準価格

19,800円（税込）

粘着シート（シルバー）
12枚入

標準価格 3,960円（税込）
2,772円（税込）

粘着シートタイプで、バチバチ音や死骸の飛び散りが無く静かに駆除できます

捕虫性能に優れた壁面・天面固定式の
『フレキシブルタイプ』 もございます

特別価格(販売価格)

51,040円（税込）

標準価格

63,800円（税込）

粘着シート（シルバー）
12枚入

標準価格 5,280円（税込）
3,696円（税込）

有効範囲：約20㎡

有効範囲：約50㎡

【寸法】
幅:235mm
高さ:860mm
奥行：250mm

【寸法】
幅:275mm
高さ:130mm
奥行：64mm

※別途運賃が発生いたします

設置場所を選ばないコンパクトタイプ

Cle-Shield (クレシールド）

【販売元】坂本ラヂヲ株式会社
https://www.gramas.jp

99%細菌減少
抗菌剤を含んでいるため、
付着した細菌を24時間で99%減少させます。

SIAA認証 抗菌
経済産業省の「抗菌加工製品ガイドライン」、JISの基準、抗菌
製品技術協議会の「自主基準」、すべてに適合しています。

99%ウイルス減少
抗ウイルス剤を含んでいるため、
付着したウイルスを24時間で99%減少させます。

SIAA認証 抗ウイルス
「SIAA」マーク(ISO21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示)を取得しています。
※SIAAの安全性基準に適合しています。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものでは
ありません。

新商品！



※送料別

オフィス家具を“借りる”という選択肢。
出社率に合わせて家具の物量を調整可能！

※40㎡オフィスイメージ

オフィスサブスクサービス 【販売元】株式会社クラス
https://biz.clas.style/

レンタルなら！

プランニングの
ご相談無料！

いま話題の
個室ブースもレンタル可能！！

月額レンタル料金より 5％OFF

特別価格（レンタル料金）

地域貢献型 災害用備蓄スタンド 【販売元】ファシル株式会社
https://facil.jp/

必要な防災用品50人分がオールインワン＋高いデザイン性！
オフィスや施設のBCP対策商品として注目されています

特別価格（初期費用）

810,040円（税込） 710,600円（税込）
※配送費別

QR

浄水機一体型ウォーターサーバー 【販売元】株式会社ウチムラ
https://shinewater.jp/

シャインウオーターリング
（タッチパネル式）

レンタル料

◎水道水からおいしい水を
低価格で！

◎予備や空きボトルの置場所
問題解決！

◎重たいウォーターボトルの
持ち運び作業削減！

シャインウォーター
レンタル料

従業員個人のご要望にも
お応えいたします

月額3,630円（税込）
（カートリッジ料金含む）

月額3,300円（税込）
（カートリッジ料金含む）

シャインウォーター
シャインウォーターリング

無料

特別価格（初期費用）

初期費用50,000円（税別）

※その他商品もございます。詳細はホームページをご覧ください。※発注から納期まで1カ月程度要す場合がございます。

11,700円（税込）

トロトロねぎの塩麹チキン×1
りんごが決め手の生姜焼き×1
名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮×1
ほっこりけんちん汁×1、出汁のきいた牛丼×1
和風出汁のカレー丼×1、黒みつきなこ餅×1
プレーンマフィン×1、７年保存水500ml×6 等
全22品

1～1.5日3人分の
保存食と水のセット

【販売元】杉田エース株式会社
https://izameshi.com/

突然の災害に備えて
おいしく食べる長期保存食

オフィスイザメシ3personセット

特別価格（販売価格）

標準価格 12,960円（税込）

長期保存食

地震への備えとして
売れています!

観葉植物レンタルサービス 【販売元：国土緑化株式会社】

https://www.kokudoryokuka.co.jp/

除菌+消臭
+リフレッシュ
のトリプル効果
鉢植えに低濃度オゾン
発生機が合体した
「エアグリーン」シリーズ
もございます。

※画像はイメージです。植物は一例ですのでご希望に合わせてご提案いたします。
※毎月2回ご訪問するメンテナンス費を含みます。

標準価格

月額13,200円
(税込)

月額11,000円 (税込)

【大鉢×３，中鉢×１プラン】 特別価格 (レンタル料)

フレッシュグリーンが溢れるオフィスで
リラックス空間作り ＆ SDGsへ貢献しませんか？

大鉢

中鉢
※画像は掲載プランとは異なります。

テレワーク用 ブース型家具 【製造元】株式会社ロータス
https://www.lot-us.co.jp/

Private Working Space

Web会議、テレセールス。集中作業に最適！

（ブラック&オーク）

（ブラック&ホワイト）

（ブラック&チェリー）

標準装備
LED照明、換気扇、コンセント、煙感知器、
遮音シート

特別価格（販売価格）

492,800円
（税込）

429,000円（税込）
※送料・施工費別

※設置にあたり、所轄の消防署と協議が必要となります。
※消防署との協議の結果、別途感知器や
スプリンクラー設置工事等が必要となる場合がございます。

売れて
います！



2020年4月1日

サイバー攻撃、情報漏えい等に対する備えは万全ですか？

日本におけるサイバー攻撃の脅威の高まり
◆2018年に検知した通常では想定されないアクセス件数は、

2017年と比較して約１．５倍に増加
出典：警察庁「平成30年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」

（インターネットとの接続点に設置したセンサーで検知した1日1IPアドレスあたりの件数）

◆サイバー攻撃の対象は企業規模に関係なく発生
出典：一般社団法人日本損害保険協会「サイバー保険に関する調査2018」

（サイバー攻撃を受けたことがあると回答した企業の売上高および従業員数別割合）

！
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全ての企業がサイバー攻撃をいつ受けてもおかしくない状況
であり、「自社には関係ない」と他人事ではすまされません

情報漏えい事故はあとを絶たず、法規制も強化！

◆2018年の漏えい事故は約450件、想定損害賠償額は総額約2,700億円
→ インターネットや電子メール経由の漏えい件数が2017年より増加
出典：日本ネットワークセキュリティ協会「2018年情報セキュリティインシデントに関する調査結果～個人情報漏えい編～（速報版）」

◆改正個人情報保護法（2017年5月）により、1件でも個人情報を取り扱う企業は法規制の対象
→ 2020年の改正では、罰金の強化・課徴金制度の導入や漏えい報告の義務化等など更なる

規制強化の可能性あり

企業活動のIT化の高まりや法規制を踏まえた情報漏えい対策の強化が必要になっています

業務のIT化によるシステム関連リスクの増加

◆企業のクラウド活用やネットワークセキュリティの再設計/構築への取り組み割合は高い一方、
社内のIT人材の不足やセキュリティ対策が取り組みの課題

◆生産性対策として、既存のシステムだけではなく、AIやRPA等のデジタルテクノロジーの
重要性が向上
出典：一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査2019（2018年度調査）」

！

一連の対応コストの発生、
自社利益の減少

再発防止・信頼回復等に
関する対応

損害を与えた被害者への謝罪
・損害賠償

取引先・顧客等への損害、
信用の失墜・顧客喪失

企業活動の中断・
事業継続の阻害

サイバー攻撃や情報漏えい等のセキュリティ事故は、
企業活動に直接的に影響する経営リスクそのものです

すでに対策を取られているとは思いますが、
企業を取り巻く環境は常に変化しており、セキュリティ事故に遭遇する可能性は日々高まっています

万が一の際の被害を抑え、迅速に事故に対応するためにサイバー保険の活用をおすすめいたします

IT化に対する企業の取り組みや新しいテクノロジーの採用が重要な環境下において、
企業のシステム関連リスクは急速に高まっています



サイバー保険の概要

サイバー攻撃や情報漏えい、自社ネットワークの管理誤りなど貴社システムに関連して発生するセキュリティ事故に起因し
た第三者への賠償責任や事故対応に要する貴社の諸費用を包括的に補償する保険です。

サイバー攻撃、情報漏えい、システム管理
等に起因して他人に経済的損害を与えた場
合の賠償責任・争訟費用の補償

サイバー攻撃、情報漏えい等の発生に起因
して生じる『事故調査』から『解決/再発
防止』までの諸費用の補償

システムの中断・停止に起因して発生した
喪失利益や営業継続のための費用の補償

第三者への賠償責任 事故対応に要する貴社の費用 喪失利益・営業継続費用

損害賠償金

争訟費用 etc

原因調査費用

データ復旧費用

再発防止費用

etc

喪失利益 収益減少防止費用

営業継続費用

Ａ B C

補償の構成

事故事例
①業務用のパソコンにウィルスが感染し、社内のデータベースに保存されている顧客データのクレジットカード情報等が流出した

⇒ Ａ：クレジットカード不正利用によって被った顧客の損害に対する損害賠償金
Ｂ：顧客への見舞費用、ウィルス感染原因の調査・影響範囲特定費用、個人情報流出に関する謝罪会見・公告費用等

②自社のサーバーがサイバー攻撃を受け自社データが消失すると共に、取引先企業へのサイバー攻撃へ利用され、取引先企業の業務阻害が発生した
⇒ Ａ：業務阻害によって発生した取引先企業の損害に対する損害賠償金、Ｂ：データ復旧費用、再発防止策策定のためのコンサルティング費用等

③自社のホームページ上に記載している文章や掲載している画像等が人格権侵害や著作権侵害をしていた
⇒ Ａ：権利侵害された被害者に対する損害賠償金

④自社システムのバージョンアップ中に不具合が発生し、1か月近くシステム利用ができず、業務中断が発生した
⇒ Ａ：業務中断によって取引先等に発生した損害に対する損害賠償金、Ｃ：業務中断期間中の喪失利益、営業継続のための代替手段の費用

サイバー保険の特長

海外での事故・
損害賠償請求も

対象

データ復旧や
機器修理費用も

お支払い

紙媒体による
情報漏えいも

対象

外部・内部・
システム起因の
事故を包括的に

補償

緊急時の対応を
サポートする
サービスも

提供

サイバー攻撃の
おそれの調査
費用等も補償

外部からの攻撃だけではなく、内部の
システムオペレーションミス、システ
ムの管理不備等の過失に起因する事故
も対象です。オプションをセットする
ことによって、使用人の犯罪行為に起
因する事故も補償対象となります。

サイバー攻撃を受けた可能性を検知し
た場合、実際の攻撃の有無を調査する
費用、万が一に備えシステムやネット
ワークを遮断する費用も補償します。

電子データによる情報漏えいに限らず、
書類の誤廃棄や鞄の置き忘れ等、シス
テムに関係のない情報漏えいまたはそ
のおそれの事故も補償します。

事故の原因調査や見舞費用、再発防止
策費用等のほか事故によって損壊した
データや情報機器の復旧・修理費用も
事故対応費用に含まれています。

情報セキュリティ・システムに関する
事故は国内だけで発生するとはかぎり
ません。
サイバー保険では海外で発生した事故
および海外で提起された損害賠償請求
も補償します。

オプションで
IT事業リスクも

カバー可能

対価を得て他人にソフトウェアの開発
やクラウドサービスの提供等を行うIT
事業の遂行に起因した賠償責任もオプ
ションによって補償対象となります。

サイバー保険には、情報漏えい等のセ
キュリティ事故が発生した際に原因調
査や事故の公表、被害者からの問い合
わせ窓口の設置等の緊急対応を支援す
る「緊急時サポート総合サービス」が
自動でセットされます。

調査・緊急対応支援機能

緊急時広報支援機能

コールセンター支援機能

信頼回復支援機能

GDPR対応支援機能

原因・影響範囲特定、被害拡大防止アドバイス

報道発表・社告支援、WEBモニタリング支援等

コールセンター立ち上げ、運営支援

再発防止策の評価に関する証明書発行等

規制当局への対応支援、協力弁護士紹介等

※緊急時サポート総合サービスは、SOMPOリスクマネジメント社がコーディネーション役を担い、各サービスの提供委託先との総合調整を行います。
※サービス利用料金は、契約の範囲内でサイバー保険の事故対応に関する費用保険金から充当されます。

基本補償 オプション

●このちらしは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

＜連絡先＞https://www.sompo-japan.co.jp/contact/

<お問い合わせ先>
株式会社ボルテックス
〒102-0071
東京都千代田区富士見2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム22階

保険担当者 大湊
電話番号 03-6893-5639

(SJNK19-50169) 2019年6月17日作成



【見積条件】

保険期間：1年間

遡及日：保険加入日

保険適用地域：全世界

【保険金額】

損害に対して

お支払いする割合
自己負担額

賠償責任 100% 0円

費用 100% 0円

【保険料例】 （一括払）

3億円 1億円

221,520 92,300

（一括払）

5億円 3億円

173,670 130,250

（一括払）

15億円 10億円

191,310 166,890

【お問い合わせ先】

(SJ21-02611 2021年6月11日）

　≪取扱代理店≫

　株式会社ボルテックス

　東京都千代田区富士見2-10-2　飯田橋グラン・ブルーム22Ｆ　　
　TEL：03-6893-5639　　保険担当者　大湊
　　＜受付時間＞ 平日：午前9時から午後5時まで

　　（土･日･祝日･年末年始は､お休みとさせていただきます｡）

　≪引受保険会社≫

　損害保険ジャパン株式会社　東京法人営業部第一課

　東京都中央区築地3-4-2　損保ジャパン築地ビル3Ｆ

　TEL：03-6893-5639

　　＜受付時間＞ 平日：午前9時から午後5時まで

　　（土･日･祝日･年末年始は､お休みとさせていただきます｡）

※その他IT業：下記以外のIT業を指します。

システムインテグレーター、パッケージソフト・アプリ開発、インターネットサービスプロパイダ、クラウド/ホスティング、システム運用・データ入力代行、

コンテンツプロパイダ、ハウジング、ECプラットフォーマー、オンライン決済サービス、ITハードウェア・IT機器製造

1請求/1事故･および

期間中のお支払い限度額

5,000万円

1億円

売上高

215,730

20億円

222,520

10億円

295,360

5億円

売上高

売上高

業種

サイバー保険

特約条項

その他IT業※

保険料（円）

業種

補償項目・対象とする損害

■本見積においては、過去サイバー保険（サイバー保険特約条項等セット業務過誤賠償責任保険）で支払対象となる事故が発生していないことを前提として

います。

■サイバー保険（サイバー保険特約条項等セット業務過誤賠償責任保険）では、「質問書兼告知書」の取付が保険料算出/引受必須条件となっているため、

告知内容によって引受可否および保険料に適用される割引率が異なります。

■記載の保険料につきましては、保険会社による料率の改定などによって、見直される場合がございますのであらかじめご了承ください。

■このチラシはサイバー保険（サイバー保険特約条項等セット業務過誤賠償責任保険）の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店

または引受保険会社営業店までお問い合わせください。また、ご契約の際は必ず「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」などをご覧ください。

サイバー保険　保険料例
（サイバー保険特約条項等セット業務過誤賠償責任保険）

業種

小売業

保険料（円）

飲食・不動産業

保険料（円）



書類保管サービスSHOKOは、保管前のアーカイブ作業、書類の回収・お届け、保管書類のPDF化送信、長期保管向けの保存箱、書類廃棄までワ

ンストップでサービスを提供しているため、はじめての書類保管でも安心してご利用いただけます。

■こんなお悩みございませんか？・・・スペースが足りない！書類が見つからない！外部保管を利用したいが準備の時間が無い！

18箱

18箱…一般的なオフィス用6段キャビ
ネット約2台分相当
※弊社規定文書箱サイズW42×D33×H30（cm）にて算出

事前準備不要で入庫時の手間を軽減

基本ご利用料金

充実のプションサービス

文
書
周
り
の
お
困
り
ご
と
は
、
日
本
パ
ー
プ
ル
に
お
ま
か
せ

電子化サービス

お客様の文書管理・廃棄に至るまでトータル的にサポートいたします。

書類保管サービス「SHOKO」

1箱：90,000円～
※弊社保存箱サイズを想定しております。
※仕様によって金額は異なりますので、別途御見積とさせていただきます。

処理用段ボール・運搬・処理費用込
５箱：17,500円

※弊社規定処理用箱サイズW42×D33×H30（cm）にて算出

※本チラシ記載の表示価格は全て税抜価格となります。

■こんなお悩みございませんか？・・・社内の情報共有を円滑にしたい！テレワークに移行したいが文書の閲覧頻度が高い！

機密処理サービス

日々のシュレッダーに代わる機密回収ボックス「保護くん」は、専用ツールで回収。
安全かつ確実に機密処理を行うサービスとなります。PC・HDD等メディア物も対応しております。
万全なセキュリティ管理体制のもと、責任をもって機密抹消いたします。

保護（まもる）くんとは？

■こんなお悩みございませんか？・・・シュレッダーは交換が手間！安全に文書の処理をしたい！簡単に処理がしたい！

電子化サービス は、OCRやハイパーリンク設定、フォルダ階層
分類、台帳入力等様々仕様へのご対応が可能でございます。納品
形態もDVD・HDD、オンライン等各種ご対応可能でございます。
上記保管サービスと組合せる事により、原本の電子化後の保管も
ご対応可能でございます。

株式会社ボルテックス
プロパティマネジメント部 担当：野村

電話：03-5893-5639（平日9時～18時）



PCITSupport は、パソコンの調達、初期セットアップ、困った時のリモートヘルプデスクサービス等、パソコン周りのお悩みやトラブルに対し、

お客様の運用に合わせてサービスをご提供します。 ※一部サービスは協力会社との協業となります。

■こんなお悩みございませんか？・・・ITのトラブルが発生すると本来の業務が後手に回る！キッティング済みのPC準備が手間！

18箱

基本ご利用料金

パ
ソ
コ
ン
周
り
の
お
困
り
ご
と
は
、
日
本
パ
ー
プ
ル
に
お
ま
か
せ

パソコンデータ機密抹消サービス

パソコンの調達・運用・処理に至るまでトータル的にサポートいたします。

パソコンの調達・運用・保守のサポート

※本チラシ記載の表示価格は全て税抜価格となります。

■こんなお悩みございませんか？・・・パソコンを安全に廃棄したい！処理した機器がわかる証明書が欲しい！

IT資産管理サービス

■こんなお悩みございませんか？・・・エクセルからシステム管理に移行し機器情報、保守情報をWebで共有したい！

パソコンデータ機密抹消サービスは、磁気消去と物理的破壊
のW消去のアプローチで機密データを安全に処理します。また、
処理実施後は、機器類の名称、シリアルナンバー、破壊前後の
写真を添付した内容証明書を発行します。

・ 代替PC保管
・ PC購入支援

・ キッティング
・ 初期ｾｯﾄｱｯﾌﾟ

・ ﾘﾓｰﾄﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸｻｰﾋﾞｽ
・ 旧PCのﾃﾞｰﾀ移行

デスクトップ1台：6,800円
ノート1台：4,900円

※1回当りの最低料金がございます。詳細はお問合せください。

IT資産管理サービスは、MAMORU ONEの機能を活かし、資産
管理に必要な項目をWebで管理するサービスとなります。項目は、
メーカー名、製品名、シリアル、保守期間等、カスタマイズして
設定が可能です。

月額：30,000円～
※管理台数・内容・運用を踏まえたご提案をさせていただきます。

株式会社ボルテックス
プロパティマネジメント部 担当：野村

電話：03-5893-5639（平日9時～18時）


