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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９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！



QR

レンタルマットアロマ・空間除菌 レンタルマット 【販売代理店】株式会社クリーン・モア
http://clean-more.co.jp/

色やデザイン、サイズや形などさまざまな
組み合わせが可能です。
(詳細はHPをご覧ください。)

オフィスや店舗の入口にオリジナルマットを！

←当社管理物件のエントランス等で
使用しているオリジナルのロゴ入りマット
（ロゴやデザインはオリジナルで作成可能です。）

すべて消防庁の認定を受けた防炎
機能マットです。万一、タバコの火種
が落ちても燃え広がりません。

月額レンタル料金より

10％OFF＋3カ月間レンタル料金無料

他社との契約記載金額から

20％OFF

■他社から切替の場合

■新規レンタルの場合

特別価格（レンタル料）

先着5名
1カ月無料キャンペーン中

※詳細はお問い合わせください

【販売代理店】株式会社OHインターナショナル
http://oh-in.jp

対応面積 80㎡(約24坪)×3.5m(高)
機種サイズ 8.5cm(直径)×28.0cm(高)

香りの種類～約20種類～

ご希望の香りとおすすめの香りの
約5種類をサンプルとして
ご用意いたします。

オフィスのアロマ・空間除菌に！

先着5社様限定!!

アロマミニを1台ご契約ごとに、サーキュレーターを
1台無償貸出いたします。(契約期間中のみ)

特別価格（レンタル料）

標準価格

月額13,200円（税込） 月額12,650円（税込）

＋2カ月間
レンタル料金無料

【販売代理店】アイコニックボックス株式会社
https://www.iconicflower.com/vort

33,000円・55,000円の胡蝶蘭を
「5％OFF」でお求めいただけます。

下記専用QRコードにてお求めください
ませ。
※ご依頼主様住所がVORT物件のお客様
のみ特典をご利用いただけます。

開店祝い、開業祝い、就任祝いをはじめ
さまざまなお祝いの花として最適な胡蝶蘭を特別価格に！

標準価格

33,000円（税込）
31,350円（税込）
※配送費別

特別価格（販売価格）

iconicflower アイコニックフラワー

胡蝶蘭テレワーク環境を改善する吸音アイテム 【販売元】リス株式会社
https://www.risu.co.jp

JAXA・IHIとの共同研究された、航空機軽量吸音ライナにも応用検討され

ている最先端素材を使用。施工業者不要、30分で組み立て可能。

吸音性能に優れ、施工業者不要の簡単組み立てを実現！
“ハイコストパフォーマンス”の個室ブース

特別価格（販売価格）

297,000円（税込） 258,500円（税込）
※送料不要(北海道・沖縄・離島を除く)

1人用個室ブース 『吸音ブースFT 』

効果体験！貸し出し無料キャンペーン中
※詳細はお問い合わせください

・標準装備
換気ファン、火災警報器、
テーブル、電源タップ

・サイズ(mm）
900×1300×1900h
デスク設置高：700
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