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【 おすすめ商品のご提案 】

参考上代
サテン：Ｓ/ ¥2,000 (税込¥2,200） Ｌ/ ¥3,000 (税込¥3,300)

その他 :Ｓ/ ¥2,500 (税込¥2,750) Ｌ/ ¥3,500 (税込¥3,850)

●ステンレスコーヒーキャニスター
◇材質 ： 本体/18-8ステンレス（カラーはアクリル塗装）、

蓋/天然木、パッキン/シリコン
◇サイズ ： Ｓ/φ85×Ｈ98mm、 Ｌ/φ85×Ｈ158mm
◇容量 ： Ｓ/豆120g、粉130g、 Ｌ/豆200g、粉220g
◇製造国 : 日本製（新潟県燕市）
◇JAN : サテン Ｓ/4522466405985、Ｌ/4522466407439
◇JAN : ブルー Ｓ/4522466406012、Ｌ/4522466408481
◇JAN : レッド Ｓ/4522466406043、Ｌ/4522466408474
◇JAN : グリーンＳ/4522466406074、Ｌ/4522466407941

サテン Ｓサテン L ブルー L レッド L グリーン L

★各カラー Ｓサイズもございます！

Ｓなら約10～12杯分、
Ｌなら約16～18杯分
の粉が入ります♪

酸素

湿気
紫外線

高温

当社が「この商品おすすめ！」とご紹介するコーナー

コーヒー豆は劣化するとせっかくの風味が損なわれてしまいます。
そこでコーヒー豆の保存に適してるのがコーヒーキャニスターです。

■コーヒーキャニスターのメリット
◎保存容器としてはもちろん…
◎酸化しにくい ◎湿気にくい ◎熱気から守る
◎紫外線から守る(遮光性のもの) 他には防虫…など

加えて…スタイリッシュで、しかも扱いやすい
おススメ商品はコチラ!

★容器のサイズは
１週間に飲む量が目安

ステンレスコーヒーキャニスター Ｓ・Ｌ

ＤＡＩＩＣＨＩとれんど 10月号

お取引様各位

平素より大変お世話になっております。

昨今、資材価格の高騰や世界的な半導体の需給逼迫による入荷遅延などにより、

各仕入メーカー様の価格改定や製品の欠品が多くみられます。

価格改定のなかには即日値上げというご配慮頂けない状況も起きておりますし、欠品で

納期が見込めないケースもございます。

弊社も、出来る限り最新の情報をご報告させて頂きますが、お見積りやご発注の際には、

改めて価格や在庫状況をご確認頂きますようお願い致します。

何かとお手数をお掛けし申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

裏面は… 川西工業(株)製の使いきりエプロン
『ポリエチ袖付エプロン（割烹着タイプ）』 のご紹介です！

オシャレな箱入りで
ギフトにも！

“コーヒーを美味しく” 飲みたい方は

『コーヒーキャニスター』 を使ってます！

★コンパクトだから
持ち運べる！

★アウトドアにも
最適！

在庫しました！
※売れ筋商品ですので、発注前に必ず在庫をご確認ください。



<2>

介護補助に！ 感染症対策に！ お掃除に！ 調理現場に！

『ポリエチ袖付エプロン（割烹着タイプ）』 のご紹介です！

２枚目は… 『雲丹(うに)割り職人 （改良型）』 と、

『バリバリサラダ ハンディスリム』 のご紹介です！

在庫しました！
在庫ございますので箱単位でのバラ売りＯＫです！
※売れ筋商品ですので、発注前に必ず在庫をご確認

ください。
※ご希望のカラーをご指定ください。

川西工業 クリーンベルズ #4442
ポリエチ袖付エプロン（割烹着タイプ） 10枚入

簡単装着のフリーサイズ使い切りエプロン

クリア

ブルー

ピンク

＃4442 割烹着タイプ 特長
●かぶるだけ！簡単装着ネック

●作業しやすいゴム入り袖口

●腰紐でらくらくサイズ調整

●中身を取り出しやすいパッケージ

●３色展開で使い分け自由

●水作業も安心な防水仕様

ゴム入り袖口で
作業効率ＵＰ！

取り出しやすい
箱パッケージ！

識別も可能な
３色展開！

クリア ピンク

ブルー

●ポリエチ袖付エプロン割烹着タイプ #4442
◇入数：10枚/箱
◇素材：ポリエチレン
◇サイズ：フリー（全長1050mm、幅950mm）
◇JAN : クリア / 4906554147665

ブルー / 4906554147689
ピンク / 4906554147702

お渡し価格 1箱 ¥570 (税込¥627)
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裏面は… 大好評、野菜水切り器 バリバリサラダの縦長タイプ
『バリバリサラダ ハンディスリム』 のご紹介です！

『バリバリサラダ ハンディスリム』 のご紹介です！

【ご使用方法 】

●ウニは丸くて全体にトゲついていて真ん中に口があります。

ウニの口に先端部を差し込んでハンドルを握ると、

先端部が広がりウニの口が開きます。

●ウニの大きさや殻の固さはひとつずつ違います。

手作業で力加減を変えながら殻割りをします。

●雲丹割り職人 改良型
DS-UN2535

◇寸法：全長 240mm
◇材質：本体/オールステンレス製

ハンドル/レジン加工(赤色)
◇製造国：日本
◇JAN：4560354035777

定価 ￥6,300×50％ ＠3,150（税抜）

トゲが刺さるとものすごく痛い“ウニ”
《ウニ割り専用器具》を使って楽に“ウニ”を取りましょう！

う に

＜ご注意＞

※慣れないとキレイに割れず、ウニの身が崩れやすいです。
ある程度の修練が必要な道具です。

※身を取った後は、殻のトゲが危険ですので、カゴに入れる等
手などに刺さらないように配慮してから、 ゴミに出して
ください。

使用イメージ

ハンドルを握ると先端が開きます

全長は240ｍｍ

従来型から少し改良して
さらにウニの身が取り出しやすくなりました！

先端部が尖り
ウニの口が
開けやすく
なりました!!

ここに
親指を入れて
握ったり離したり

ハンドルが
レジン加工で
スベらず安全に
作業できます！
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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。

『バリバリサラダ ハンディスリム』 のご紹介です！

大好評の『バリバリサラダ』の縦長タイプをご紹介します！！

バリバリサラダ

＊他にも大容量タイプ、業務用タイプ等各種ございます。お問い合わせください。

タテ長タイプで収納面積をとりません！
回転ふたがロックするのでフタをつけたまま排水が可能に！

持ち手と水切り口がついて排水に便利！

●バリバリサラダ ハンディスリム
◇材質(耐冷・耐熱温度) :

本体（透明容器） / スチロール樹脂 (-20℃～70℃)

フタ・取っ手・バスケット / ポリプロピレン樹脂 (-20℃～120℃)

ハンドル内ネジ / ステンレス

◇商品サイズ ： 最大幅190×奥行157×高さ215mm

（バスケットサイズ ： 直径φ138（底104）×高さ170㎜）

◇容量 ： 本体 / 約2.5L、 バスケット / 約2L
◇重量 ： 410g
◇JAN : 4533009015059

参考上代 ¥1,500 (税込¥1,650)

ハンディスリム

スマートボール
φ180×150mm
本体容量 約1.7L

通常タイプ
φ196×170mm
本体容量 約2.7L

ハンディスリム（本品）
幅190×奥行157×高さ215mm
本体容量 約2.5L

< <

＜ハンディタイプ特長＞
◆スリムタイプなので、通常の「バリバリサラダシリーズ」より
場所も取らず、収納も楽です。

◆フタをロックして回転できるようになり、よりしっかりした
水切りができます！フタをしたままでの排水も可能に！

◆本体に持ち手と水切り口がつき、ラクに水を捨てられます。

ぜひ便利なハンディスリムをお試しください!!

野菜水切り器 (サラダスピナー)

ギフトにもできる
化粧箱入！

｢ハンディスリム｣は「スマートボール」より容量が大きく、
「通常タイプ」より容量が少し小さいサイズです。

持ち手
水切り口

●各部の名称

≪野菜水切り器 バリバリサラダ≫は
・回転するだけで手を汚さずに野菜を水切り☆
・アク抜き野菜、天ぷら材料、パスタなどの麺類、
炒め野菜、フルーツの水切りにも♪

★バリバリサラダ★ サイズ比較イメージ


