
  
　

<1>

2021年5月版 No.1

【 おすすめ商品のご提案 】

第一産業 “商品・ビジネスひとくち講座”

当社では、『抗菌・抗ウイルスメッキ加工』を１点からでも受注致します。

金、銀、ピンクゴールド等多彩な色彩表現だけでなく、抗菌性も重要なセールスポイントです。

そもそも…『メッキ』 とは？
物体の表面を金属の膜でコーティングする技術です。
水溶化した金属（メッキ液）の中で、メッキしたい製品を陰極、メッキ用
金属板を陽極として、双方に電極を接続して電流を流すと金属陽イオン
が陰極に吊り下げた製品を覆いメッキされます。

≪『メッキ』 の目的は?≫
おもに耐久性・装飾性・機能性を上げる目的で用いられます。
まさに “製品のお化粧” で、製品を洗浄→下地処理→メッキ処理で
さらなる輝きを放ち、その製品の魅力をより引き出します。

≪抗菌メッキの種類≫
金メッキにもイエロー金メッキ、やまぶき金メッキ等あり、
他に、銀メッキ、ピンクゴールドメッキ、銅メッキ、
また、つや消しやアンティーク調、金箔調など加工もできます。

≪抗菌メッキ加工の実績≫（大腸菌・黄色ブドウ球菌の場合）

ステンレス板の菌接触後の生息数は
×無加工は６時間で＋1000％（10倍増！）に対し
◎金メッキは６時間で-99.3％以上（生菌ほぼゼロ！）

◎銀メッキは６時間で-100％（生菌を検出せず）

◎ピンクゴールドメッキは３時間で-100％（生菌を検出せず）

と、高い抗菌性能が実証されました☆

≪抗菌性の高いピンクゴールドメッキ！≫
A型インフルエンザ・ネコカリシウイルス（ノロウイルス代替）は、

ともに４時間で-99％以上減少！（生菌ほぼゼロ！）

≪抗菌メッキの主な用途≫
●手や口にふれる部品、製品などに
・手すり、ドアノブ、取っ手、レバー、カトラリー

●清潔、除菌を求められる商品、製品などに
・保存容器（タンク、バット、トレー）
・水まわりの部品 など

≪こんな分野・業界でも大活躍！≫
飲食関連、医療・介護分野、厨房機器、
建築金物・部品、雑貨、アクセサリー、
高級リゾート列車の車両・内装の一部にも★

テーブルウェアから厨房機器まで…

お手持ちの製品・商品に
抗菌性が高く安心な 『抗菌メッキ加工』 を施してみませんか?

小さなものから大きなものまで、複雑な形状でも、まずは気軽にご相談ください！

ＤＡＩＩＣＨＩとれんど 5月号

裏面は… 『マイクロプレイン グルメ シリーズ＜ゼスター＞』 、
『アルコール対応 PETスプレーボトル（ブラウン）』 のご紹介です！

ＧＷ中の休業日は 4/29(木㊗)、5/2（日）～5/5(水㊗)となります。
4/30(金)、5/1（土）は営業・出荷致します。5/6(木)より通常営業となります。

☆当社が受注する抗菌メッキは全て、人体に悪影響を及ぼす菌が
付着してしまっても、菌の繁殖を抑制し、減少させることができます。

多彩な抗菌メッキの器

エレガントで抗菌性の高い
ピンクゴールドメッキ

厨房機器にも

『ななつ星』
エンブレム

今月は
『抗菌・抗ウイルス

メッキ加工」
についてじゃ

専門機関での検査結果
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■アルコール対応なので除菌用スプレーとしても！
■光を通しにくく、お洒落感漂うブラウンボトル
■握りやすく大きなグリップ
■軽いプッシュ感で疲れにくく長時間使用でもラク！
■安心な誤噴霧防止機能付

※ご注意
強酸性、強アルカリ性・有機溶剤を含有する薬品、
柑橘類オイルを含有する液体は使用しないでください。

アルコール対応

ＰＥＴスプレーボトル(ブラウン）

『アルコール対応 PETスプレーボトル（ブラウン）』 のご紹介です！

２枚目は… 『カスタム CO2モニター CO2-M1』 と、
『折りたたみスクエアバケツ 10Ｌ』 のご紹介です！

販売ロット ： 6個/箱単位でご注文お願いたします。

マイクロプレイン グルメ・シリーズ
＜ゼスター＞ MP-503

『マイクロプレイン グルメ・シリーズ』は…
今まで日本になかった新しいタイプのおろし金のシリーズです。
デザイン性の高さだけでなく、機能的にも優れています。
★ブレードの幅が広く、大きい食材にも。
★ハンドルは握りやすく、滑りにくい形状。
★ブレード（刃）を保護するカバー付。
★本体は食器洗浄機でも洗えます。

●マイクロプレイン ゼスター MP-503
◇本体サイズ ：全長31.5×幅6.6×厚（柄）3.2ｃｍ
◇ブレードサイズ ：長さ13.5×幅6ｃｍ
◇重量 ：約140ｇ
◇材質 ：ブレード/18-8ステンレススチール

カバー部/PIMM樹脂
ハンドル部/エラストマー樹脂
すべり止め部/エチレンプロピレンゴム

◇付属品 ：オリジナルレシピブック、プラスチックハードカバー
◇食洗機使用 ：可能（本体のみ）
◇生産国 ： ブレード/アメリカ（組立て/メキシコ)

上代価格 ￥3,500（税抜） ￥3,850（税込）

＜ゼスター MP-503 特徴・用途＞
◆目詰まりしにくくお手入れ簡単！
◆繊維を断ち切りながらおろすので

口当たりのよい食感！

◎ドレッシング作りに。
◎素材を簡単に粉末状に。
◎冷凍ごはんや冷凍うどんをおろして

離乳食作りにも。

500ml
上代価格（1個）
￥650（税抜）
￥715（税込）

300ml
上代価格（1個）
￥600（税抜）
￥660（税込）

●PETスプレーボトル（ブラウン）
◇材質/PET樹脂
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『折りたたみスクエアバケツ 10Ｌ』 のご紹介です！

●カスタム ＣＯ2モニター CO2-M1
◇測定範囲 ： CO2／0～9999ppm、 温度／0～＋50℃、 湿度／20～90％RH
◇アラーム表示 ： GOOD／0～699ppm、 NORMAL／700～999ppm、 POOR／1000～9999ppm (全て初期値・変更可能)
◇アラーム設定 ： 1000～5000ppm (100単位で設定可能)
◇使用環境温湿度 ： 0〜＋50℃、 10～90％RH以下 （但し、結露のないこと）
◇保存環境温湿度 ： -20〜＋60℃、 5～90％RH以下 （但し、結露のないこと）
◇本体寸法 ・重量 ：φ120×D95mm、 約210g
◇電源 ： ACアダプター（付属）
◇付属品 ：取扱説明書、 ACアダプター

◇JAN ： 4983621300048

標準価格 ￥22,000（税抜） ￥24,200（税込）

CO2濃度を数値化することで適度な換気を促し、快適・安心な室内環境を!!
ウイルス感染防止対策として注目されています!!

裏面は… 『折りたたみ スクエアバケツ 10ℓ』 のご紹介です！

CO2濃度表示

温度表示
・

湿度表示

カレンダー
・

現在時刻

環境コンディション表示

（CUSTOM社 カタログより）

二酸化炭素レベルの目安

好評につき
次回入荷は5月中旬頃になります



<4>

裏面は… 『折りたたみ スクエアバケツ 10ℓ』 のご紹介です！

3枚目は… 再登場！ 『タッチレスアエログローブディスペンサー』 と、
『New ディスペンサースタンド』 のご紹介です！

洗車や掃除、レジャーなど使い方はいろいろ…
手近に用意しておけば…

いざ！という時(緊急時・災害時)にも大活躍！

●折りたたみスクエアバケツ 10Ｌ AXL-156
◇容量 ： 10L
◇材質 ： PP、TPR
◇サイズ ：

W290mm×D290mm×H240mm（開いた状態）
W290mm×D290mm×H50mm（たたんだ状態）

◇重量 ：約535g
◇耐熱温度 ： -20～60℃
◇ JAN ： 4580399752736

お渡し価格 ￥750(税抜）
￥825(税込）

在庫しました！

ジャバラの線に

合わせて
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『New ディスペンサースタンド』 のご紹介です！

裏面は…
『タッチレス エアログローブ ディスペンサー』 の続きです！

手をかざすだけ！どこにも触れずにポリ手袋を装着☆

スーパーやショッピングセンターから、ビュッフェ等の飲食店、調理現場でも！
いまや新生活スタイルの必需品です！

ロッカー・
自動販売機や
ATMなどでも

スーパーや
大型商業施設･
エレベーター…

ベーカリーや
ビュッフェ等の
トング使用
時！

Nｅｗ!
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上代価格 ￥35,000（税抜）

第一産業株式会社 〒959-1287 新潟県燕市大関219-1

TEL 0256-62-2531 FAX 0256-62-3086
http://www.daiichi-sangyou.jp

ご提供価格につきましては、弊社営業担当または営業事務にお気軽にお問合せください。

なお、「ＤＡＩＩＣＨＩとれんど」は貴社でご利用できるよう、データファイルにてお渡し可能です。

ご希望の方は gyoumu@daiichi-sangyou.jp までご連絡ください。

『タッチレス エアログローブ ディスペンサー』 の続きです！

設置イメージ

●タッチレス エアログローブ
ディスペンサー 品番3500-2

●エアログローブ（通常タイプ・クリア）
1カートン (10050枚) 品番3697 New

●ディスペンサースタンド
品番3500-10

上代価格 ￥20,000（税抜） 上代価格 ￥27,000（税抜）


