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【 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”

今、コロナ禍により、“おうちで”のコーヒー関連商品の需要が高まっております。
そこで、馴染みが深いわりには意外と知らない『コーヒー』について、
少しずつ数回にわけてご説明していきたいと思います。

1.『コーヒー』 とは？
コーヒーの原料のコーヒー豆は『コーヒーノキ』という植物の、果実の種子です。
このコーヒー豆を煎って（焙煎して）これを粉にしたもの、
またこれをお湯等で抽出した飲料を 『コーヒー』と呼びます。
（ちなみに漢字では『珈琲』と書きますが、これは当て字のため特別な意味はないとのこと。）
コーヒーノキは熱帯植物で、熱帯気候で雨季と乾季のある地域の高地で栽培されます。
主な栽培地域は、赤道を中心とした南北25度の間に
分布しており、『コーヒーベルト』と呼ばれています。

2.『コーヒー』 の3大原種特徴と主な生産国
コーヒーの原種には
【アラビカ種】、【ロブスタ種（カネフォラ種）】、【リベリカ種】の
３種類があります。

【アラビカ種】
世界で生産されているコーヒーの７～８割を占め、
ブレントにもストレートにも用いられる良質な品種です。
栽培地 ： 海抜1000メートル前後の雨季と乾季がある高地
原産国 ： エチオピア
主な生産国 ： コロンビアの中南米、ブラジル、エチオピア、

タンザニア、ケニア、インドネシア、ハワイ 他
代表的な品種 ： ティピカ、ブルボン、マラゴジッペ、カトゥーラ、ムンドノーボ 他

【ロブスタ種(カネフォラ種)】
世界で生産されているコーヒーの約２割の生産量で、
３原種の中で最も病気や害虫には最も強いと言われている品種です。
香ばしい麦のような香味で、苦味と渋みが強く、酸味はほとんどありません。
そのため大半はブレンド用やインスタントコーヒー、缶コーヒーの原料となります。
栽培地 ： 海抜500メートル以下の低地でも栽培が可能
原産国 ： コンゴ周辺
主な生産国 ： インドネシア、ベトナム、ブラジル、アフリカ各国 他

【リベリカ種】
アジアの一部で生産され、世界の生産量の1％以下という珍しい品種です。
産地ではマーガリンで焙煎するなど特殊な飲み方で消費されています。
栽培地 ： 海抜500メートル以下の低地でも栽培が可能
原産国 ： アフリカ西海岸
主な生産国 ： マレーシア、フィリピン 他
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裏面は… 今、売れ筋商品の 『ユニオン サンプルロースター（焙煎機）』 、
『フィーノ コーヒーポット1.0L、1.2L』 のご紹介です！

今月は
『コーヒー 入門編』

その① です

コーヒーの実

コーヒーノキの花

焙煎したコーヒー豆

コーヒーベルト

当社では

業務用から家庭用にいたるまで、
コーヒー関連商品、
喫茶店・カフェなどの店舗用品なども
幅広く取り扱っております。

気になる商品がございましたら、

まずはお気軽にご相談ください！

ドリップポット

ドリッパー、サーバー

続きは、またこの講座にて！
（次号とは限りません…）

ロースター
（焙煎機）
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ここからは…『コロナ禍』により、当社で売れている商品をご紹介します！
売れ筋商品は在庫欠品の無いようにしております。 お気軽にお問い合わせお願い致します。

フィーノ コーヒーポット 1.0L 1.2L

『フィーノ コーヒーポット1.0L、1.2L』 のご紹介です！

２枚目は… アウトドアで大活躍！『燻製（くんせい）』関連商品と
『ニチネン カセットグリル KCシリーズ』のご紹介です！

サンプルロースター 特徴
◆生豆450～550gまで焙煎可能。
◆コンパクトな作りになっているので、場所をとりません。
◆重量感のあるスタンドが付いておりますので手回し中も
ズレません。

◆ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ちします。
◆手軽に焙煎でき、家庭にあるガスコンロで使用可能です。

★電動式、手動式（直火式パンチングタイプ）もございます。
お問い合わせください。

●ユニオン サンプルロースター 手動式
半熱風式（ノーマルタイプ） FLC-03

◇本体サイズ ： 480(柄含む)×230×H250mm
◇重量 ：約5.0kg
◇材質 ： ステンレススチール 他
◇付属品 ： じょうご、テストスプーン、冷却アミ
◇JAN： 4905001269615

お渡し価格 ¥33,150（税抜） ¥36,465（税込）

IH・CH 200Vにも対応！

ユニオンのサンプルロースターはその名の通り、
珈琲の生豆を少量焙煎し、焙煎具合等を確認するための
焙煎機です。
最近はご家庭で必要な分だけ美味しい珈琲を焙煎する
ことを目的に小型の焙煎機が人気です。

燕市製の細口で注ぎやすいシンプルポット《意匠登録商品》

昔から愛されているコーヒー焙煎機

●安心安全の日本製！ステンレス加工の産地燕市製のドリップポットです。
●磨きは職人による丁寧な鏡面仕上げ☆
●注ぎ口は水流をコントロールしやすい細口！
●本体を90度傾けてもフタが落ちない安全設計！

細口で狙った場所に注ぎやすい

サンプルロースター
手動式・半熱風式（ノーマルタイプ）

根本は溶接してないのでキレイ

◆在庫 常時１０台

美味しいコーヒーを淹れるコツは

『珈琲粉に優しく
お湯をかけてあげること…』

●コーヒーポット1.0L OFF-100
◇容量 ：満水1.0L（適性容量 ： 0.65L）
◇サイズ ：約145×285×H165mm
◇JAN ： 4938897006576

上代価格 ¥4,000（税抜） ¥4,400（税込）

●コーヒーポット1.2L OFF-101
◇容量 ：満水1.2L（適性容量 ： 0.8L）
◇サイズ ：約145×295×H190mm
◇JAN ： 4938897005760

上代価格 ¥4,200（税抜） ¥4,620（税込）

◎1.0L、1.2L共通
◇材質 ：本体／18-8ステンレス鋼、 底板／18-0ステンレス鋼（底厚0.5mm）、
ハンドル・つまみ／フェノール樹脂 ◇日本製(新潟県燕市) ◇電磁調理器 100・200V対応
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直火もＯＫ！の
鍋タイプ！

◆ウッドの特長
〔サクラ〕…日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。
〔ナラ〕…木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。
〔オニクルミ〕…ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。
〔リンゴ〕…甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。
〔ブナ〕…ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。
〔ヒッコリー〕…欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。
〔ホワイトオーク〕…ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。

淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。

『ニチネン カセットグリル KCシリーズ』のご紹介です！

●鉄製 燻製鍋 ２７cm
◇サイズ ： 27cm（取っ手含まず）
◇板厚 ：本体／1.2mm、フタ／0.8mm 
◇塗装 ：黒（シリコン塗装）

上代価格 ¥4,700（税抜） ¥5,170（税込）

進誠産業 スモーク用チップ、ウッド（ロング）

●スモーク用チップ
◇内容量 : 1袋 500ｇ

上代価格

[サクラ、ナラ、オニクルミ、リンゴ、ブナ] 
¥680（税抜） ¥748（税込）

[ヒッコリー、ホワイトオーク]
¥720（税抜） ¥792（税込）

●スモーク用ウッド（ロング）
◇発煙時間 :約4～5時間
◇寸法 : 50×50×300 mm
◇内容量 : 1本

上代価格

[サクラ、ナラ、オニクルミ、リンゴ、ブナ] 
¥620（税抜） ¥682（税込）

[ヒッコリー] ¥970（税抜） ¥1,067（税込）

★深い香りと色づきがいい！！天然木100％

燻製作りの必需品！！

＜燻製に適している素材＞
ハム、ウインナー、チーズ、ゆで卵、サーモンなど… いろいろお試しください☆

燻製鍋の底に敷いたり、
専用箱などの底で燻して
お使いください。

最初に火をつけたら熱源不要！
燻製用の箱やスチール缶などの
底に置いてお使いください。

裏面は… 『ニチネン カセットグリル KCシリーズ』 ２タイプご紹介です！

おうち時間のアウトドア、キャンプでも大人気！！

別売のスモークチップを
敷いてお使いください。

鉄製 燻製鍋(くんせいなべ)
27ｃｍ
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ジュージューボーイⅡ

ガスの火力でムラなく
おいしい焼き上がり！
準備やお手入れもスピーディ！

《ＫＣ-111》
コンパクトなのに
１台３役(網・串・プレート)の
便利なグリル！

焼きまへんか２

《ＫＣ-112》

3枚目は… 新登場！ 『あつあつ鍋つかみ』 と、
再登場！ 換気チェック用モニター 各種のご紹介です！

価格は
お問い合わせ
ください。

特価で
ご対応させて
いただきます！！

裏面は… 『ニチネン カセットグリル KCシリーズ』 ２タイプご紹介です！

カセットグリル
KCシリーズ ２タイプ

ニチネン
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再登場！ 換気チェック用モニター 各種のご紹介です！

裏面は…

三密対策に！換気チェック用 ＣＯ2モニター 各種のご紹介です！

熱くなったお皿や鉄板など色々とつかめる鍋つかみ！！

●フェリオ あつあつ鍋つかみ（ブラック） F8820
◇材質 :本体／スチール・ABS樹脂

すべり止め／シリコン
◇サイズ ：約17.5×4×4.5ｃｍ
◇重さ :約125g
◇耐冷温度 : -40℃
◇耐熱温度 : 230℃
◇許容範囲 :最大約1.7ｃｍまで
◇JAN ： 4965337018820

上代価格 ¥800（税抜） ¥880（税込）

シリコンの
滑り止め付で
安心！

熱くなったお皿に

あつあつ鍋つかみ
（ブラック）

熱い汁物が入った
厚めの器にも

グリル皿などに 大きいものは2本使いで

使わない時は
フックで止めれば

コンパクト！

厚めの器や鉄板から
薄めのお皿までＯＫ!

本体は軽く、
バネも固くないので

にぎりがラク！

上向きはもちろん
下向きでも！

シリコンの
滑り止め付！
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コンパクトで持ち運びもOK！

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。

三密対策に！換気チェック用 ＣＯ2モニター 各種のご紹介です！

●ＣＯ2モニター CO2-M1
◇測定範囲 ： CO2/0～9999ppm、温度/0～＋50℃、

湿度/20～90％RH
◇使用温湿度 ： 0〜＋50℃、10～90％RH以下
◇保存温湿度 ： -20〜＋60℃、5～90％RH以下
◇本体寸法 ・重量 ：φ120×D95mm、約210g
◇電源 ： ACアダプター（付属）
※その他詳細は『DAIICHIとれんど』5月号に掲載

標準価格 ¥22,000（税抜） ¥24,200（税込）

CO2（二酸化炭素）濃度を数値化！適度な換気を促し 快適・安心な室内環境を!!
『CO2モニター』は店舗や職場、施設内の感染防止対策として必需品となってきております!!
特に飲食店などでは営業するための必須アイテムとなっております！

●ＣＯ2モニター CO2-mini
◇CO2測定範囲 ： 0～3000ppm
◇使用温湿度 ： 0〜＋50℃、80％RH以下
◇保存温湿度 ： -10〜＋60℃、 80％RH以下
◇本体寸法 ・重量 ：約 W115×H42×D24mm、約70g
◇電源 ： USBから供給（5V、300mA） ※USBケーブル（約1.5m）付属
※その他詳細は『DAIICHIとれんど』4月号に掲載

標準価格 ¥13,000（税別） ¥14,300（税込）

●コロナ対策 換気環境監視モニタ MH1000
◇外形寸法 ： φ230×90mm(ただし凸部含まず)
◇質量 ：約1.2kg
※その他詳細は『DAIICHIとれんど』2020年12月号に掲載

参考上代 ¥255,000(税抜) ¥280,500（税込）

吊り下げ式で
移動も簡単！

●換気お知らせセット (CO2モニタ、パトランプセット)
MA1102-00 #79

◇寸法 ：モニタ/120×120×55mm、パトランプ/φ45×H68cm
※その他詳細は『DAIICHIとれんど』2020年12月号に掲載

参考上代 ¥118,000(税抜) ¥129,800（税込）

3段階LEDで
危険度レベルを
カラー表示！

電源はUSB!※
持ち運びも設置も
ラクラク！

CO2濃度を
数値(ppm)でお知らせ！

<室内CO2の基準> ●建築物環境衛生管理基準（厚労省） 1000pp以下 ●学校環境衛生基準（文科省） 1500pp以下

※ご注意
製品に付属のUSBケーブルを使って、USBポートのある
ACアダプターやモバイルバッテリー、PCなどから給電します。
これらは製品に付属していません。

3つのデータをWi-Fiで簡単チェック!
グラフ表示も可能！※PC,スマホ、タブレットで表示させた場合

室温も
わかって便利！

設定値を超えるとパトランプ作動!
細かい設定は不要！電源を入れるだけ！

パトランプが作動したら換気を！

CO2濃度

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

大型表示でわかりやすい！


