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2021年12月版　No.1

【 おすすめ商品のご提案 】

※再編集版※ 

裏面は… “ＨＡＣＣＰの温度管理対策”におすすめの新機種、

『日食協バーグラフ温度計 Ｎ-700』 の詳細です！

当社が「この商品おすすめ！」とご紹介するコーナー

18-8 抗菌トング （ピンクゴールドメッキ）

ＤＡＩＩＣＨＩとれんど 12月号

抗菌には 『ＳＵＷＡＯ 抗菌メッキ』 !
特にピンクゴールドメッキがおすすめ！
菌・ウィルスの増殖を抑制し減少させる
抗菌・抗ウィルス性の 『SUWAO抗菌メッキ』 。

その中でも特に高い結果の『ピンクゴールドメッキ』は、
○大腸菌、黄色ブドウ球菌ともに

3時間で-100％ 生菌を検出せず！

○A型インフルエンザウイルス・
ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替)ともに
4時間で-99％以上減少！

グリルトングに最適 ! 衛生的で安心！

そこで、おススメの商品はコチラ!

お取引先各位

平素より大変お世話になっております。

お見積りのご依頼に関しまして、 今般の経済状況の中、各メーカー様共に値上げ、欠品
が続出の状況であり、その都度、在庫の確認が必要となっております。
そのため、お見積りのご提示に今までよりお時間を頂く事態となっております。 また、価格も
旧価格でお出し出来ない事が想定されます。

ご迷惑をお掛けする状況が続き、大変申し訳ございませんが、弊社としましても、極力、迅
速にお見積りのご提示をさせて頂く所存でございますので、現状のご理解とご協力を頂きます
よう、何卒宜しくお願い申し上げます。

お見積りのご依頼についてのお願い

●18-8抗菌トング サニタイザー ピンクゴールドメッキ
◇全長:270mm
◇製造国:日本
◇食器洗浄機：不可×
◇JAN:45603540375784

定価 ¥2,500（税抜）

●テーブルに置いた際、
トングの先端が直接触れず衛生的！

●トングの先端が細く、
すべり止め加工でつかみやすい！！

◆ 菌やウイルスの増殖を抑制し、減少させる
『ＳＵＷＡＯ抗菌メッキ』加工!

◆ 焼肉・バーベキューなどの
グリルトングとして最適です!

◆ 18-8ステンレス製
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『日食協バーグラフ温度計 Ｎ-700』 の詳細です！

２枚目は… 保温力バツグン！サーモス製 食缶の新製品
高性能保温食缶『シャトルドラム』4種のご紹介です！

ご注文･お問い合わせは第一産業まで！

設置イメージ

『公益社団法人 日本食品衛生協会』の温度計に新機種登場！

日食協バーグラフ温度計 Ｎ-700

標準価格 ￥3,980（税抜）
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保温効力

4562344381222 10L 4.6kg

型番
希望小売価格
（税込み）

JAN 容量 重量

80度以上(2h)

GBK-14CP \68,200 4562344381048 14L 5.2kg 83度以上(2h)

GBK-10CP \57,200

対応クリップ本体サイズ

35×34×25.5cm

35×34×33.5cm

GBK/CPクリップ *

GBK/CPクリップ *

★異物混入防止対策に！

スライド式 新クリップ採用！

スタッキングイメージ

ＧＢＫ-１０ＣＰ/１４ＣＰ

異物混入防止！ スライド式新クリップ登場！

洗浄機
対応

消毒保管庫

対応

クリップ
3か所

高性能保温食缶『シャトルドラム』4種のご紹介です！

裏面も… 保温力バツグン！サーモス製 食缶の新製品
高性能保温食缶『シャトルドラム』のパッキンなしのご紹介です！

※2021年8月時点の数値となります。数値は予告無く変更する場合がございます。

※画像はイメージです

【パッキン付タイプ】
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83度以上(2h)GBK-14C

4562344381215 10L 4.2kg 35×34×24cmGBK-10C \55,000 GBK/GBL-Cクリップ * 80度以上(2h)

型番
希望小売価格
（税込み）

JAN 容量 重量 本体サイズ

\66,000 4562344381031 14L 4.8kg 35×34×32cm GBK/GBL-Cクリップ *

対応クリップ 保温効力

ＧＢＫ-１０Ｃ/１４Ｃ

異物混入防止！ スライド式新クリップ登場！

3、4枚目は… 白ナンバー事業者にも義務化！
タニタ製『アルコール検知器(チェッカー)』4種のご紹介です！

高性能保温食缶『シャトルドラム』のパッキンなしのご紹介です！

洗浄機
対応

消毒保管庫

対応

クリップ
3か所

★異物混入防止対策に！

※2021年8月時点の数値となります。数値は予告無く変更する場合がございます。

スライド式 新クリップ採用！

スタッキングイメージ

※画像はイメージです

【内フタ付き(パッキン無し)タイプ】



※警察庁の方針に変更が生じたため、このページは2021年12月に再編集致しました。

<5>

DAIICHIとれんど　2021年12月版　NO.3

｢５万円以下の罰金｣となります！
義務化までに必ず管理者を選任し、ご準備ください！

ちなみに…
安全運転管理者を
選任してない事業者は

早く準備しておけば…

◍ 目視ＯＫ !
◍ アルコール検知なし☆

→○運転できます！

◍目視では大丈夫そうだけど…？
◍アルコール検知 !!

→×運転はできません!!

その背景には…
飲酒運転による数々の痛ましい死傷事故が大きな社会問題となり、
2011年より有償で荷物を運ぶ緑ナンバーの事業者には、
貨物自動車運送事業者法でアルコール検知機(チェッカー)
による飲酒検査の義務付けが施行されておりましたが、
本年6月、千葉県で起きた｢八街児童5人死傷事故(飲酒運転の白ナンバートラックが小学生の列に
突っ込み、児童２名が死亡、３名が重傷を負った悲惨な事故)｣をきっかけに、
白ナンバー事業者についても、2022年(令和4年)4月には目視等による飲酒検査の義務化、
そして同年10月にはアルコール検知器(チェッカー)による飲酒検査の義務化、
との改正道路交通法施行規則が順次施行される運びとなりました。

高速道路上での事故現場STOP!
飲酒運転

そこで当社より、

TANITA製アルコール検知器（アルコールチェッカー）

をご紹介します！

警察庁は、2022年(令和4年)4月より
「５台以上の車か,定員11人以上の車を1台所有し、安全運転管理
者選任事業所と規定されている企業や団体｣に対し、
運転前後の点呼・飲酒検査を義務付ける方針を発表しました。

白ナンバー事業者の飲酒検査義務化の内容は… ※2022年10月以降は必ず｢検知器｣を常備・使用の義務あり
● 運転の前後に、運転者に対して目視および呼気をチェックして酒気帯びの有無の確認

● 目視および呼気をチェックしての確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存
● 正常に機能するアルコール検知器の常備 ※2022年10月以降は義務

アルコールチェックだけでなく１年間の記録保存も必須で、しっかりとした酒気管理が必要です！

タニタ製『アルコール検知器(チェッカー)』4種のご紹介です！

2022年4月より、白ナンバー事業者※ にも

が

されます！

運転前、運転後に

検知器に息を吹きかけるだけ！
どなたでもカンタンに

ご使用できます☆

商品の詳細はこちら

現在、メーカーにも数多くの問い合わせがあり、在庫が少なく、
納期も施行ギリギリでのお渡しになる可能性がございます。

ご注文はお早めにお願いたします。

アルコール検知機のご準備は今すぐ！
まずは、当社までご連絡ください！

運転後も
再チェックが必要！

※条件に該当する事業者のみ

詳しくは警察庁HPでご確認を→
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商品の詳細はこちら

◆センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON

◆息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって
異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。

◆半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定

◆センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON

◆息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって
異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。

◆半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定

【検知表示】
アルコールを検知しない場合は、0.00mg/Lと表示
（0.05㎎/L未満は0.00㎎/L 表示）

検知した場合は0.05mg/L～0.50mg/Lまで、0.05mg/L単位で表示

【検知表示】
アルコールを検知しない場合は、0.00mg/Lと表示
（0.05㎎/L未満は0.00㎎/L 表示）

検知した場合は0.05mg/L～0.50mg/Lまで、0.05mg/L単位で表示

「アルコール検知器」のご紹介 Part1

【センサー寿命（保証期間）】
1000回測定※3または購入日より１年経過※4のどちらか早い方
※3 1000回で「sensor」マークが点灯します。
※4 保証書の記入をご確認ください。

アルコールチェッカー EA-100 アルコールチェッカー HC-310

個人で管理 ローコストなので、個人に1台！ 衛生面でも安心！

コンパクトで携帯に便利※高さ105mm

こまめなチェックが可能！
バックライト搭載で
計測結果がわかりやすい！

●アルコールを検知
バックライトが赤く点灯し、

アラームが鳴ります。

●アルコールの検知なし
バックライトは緑色に点灯

ホワイト ネイビー

●アルコールチェッカー EA-100
◇商品寸法:幅32mm×高さ105mm×奥行17mm
◇本体質量：約54g(乾電池含む)
◇電源：単4アルカリ電池×2本
◇製造国:中国
◇JAN:490478510005

オープン価格

●アルコールチェッカー HC-310
◇商品寸法:幅37mm×高さ120mm×奥行20mm
◇本体質量：約74g(乾電池含む)
◇電源：単4アルカリ電池×2本
◇製造国:中国
◇JAN:4904785631007

メーカー希望小売価格 ¥5,000（税抜）

キャップを上げると電源ON！あとは息を吹きかけるだけ！

胸ポケットにも収まるコンパクトサイズ

キャップを
引き上げて
電源ON

携帯しやすいコンパクトモデル 結果がわかりやすいバックライト搭載モデル

●高さ105ミリ！コンパクトで携帯しやすいサイズ
携帯に便利な胸ポケットにすっきり収まるサイズです。

●本体はホワイトとネイビーの２色から選べます。

●わかりやすいアルコール検知結果
アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが
鳴ります。
（アルコールが検知されない場合はバックライトは緑色に点灯）

●高さ120ミリで携帯に便利
ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ

継続使用の場合は保証期間が来る前に新規購入が必要です！

【センサー寿命（保証期間）】
1000回測定※1または購入日より１年経過※2のどちらか早い方
※1 1000回で「sensor」「over」マークが点灯します。
※2 保証書の記入をご確認ください。

キャップを
引き上げて
電源ON

センサーに
息を
吹きかける

最低でも
1年に1回は
新規購入が必要
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【検知表示】
アルコールを検知しない場合は、0.00mg/Lと表示
検知した場合 0.05mg/L～0.20mg/Lまで、0.01mg/L単位で表示

【検知表示】
アルコールを検知しない場合は、0.00mg/Lと表示
検知した場合 0.05mg/L～2.00mg/Lまで、0.01mg/L単位で表示

「アルコール検知器」のご紹介 Part2

①

①

複数人・複数拠点での測定や
管理に最適の高機能モデル！

スマホ連携可能※で外出先での
測定にも最適な3wayモデル！

※別途対応スマートフォンが必要

●アルコール検知器 アルブロ FC-1200
◇商品寸法:幅72mm×高さ145mm×奥行33mm
◇本体質量：約212g(乾電池・キャップ含む)
◇電源：単3アルカリ電池×2本、またはACアダプター、DCアダプター
◇製造国:中国
◇JAN:4904785612006

メーカー希望小売価格 ¥50,000（税抜）

●アルコール検知器 アルブロ FC-1000
◇商品寸法:幅72mm×高さ145mm×奥行33mm
◇本体質量：約212g(乾電池・キャップ含む)
◇電源：単3アルカリ電池×2本、またはACアダプター、DCアダプター
◇製造国:中国
◇JAN:4904785610002

メーカー希望小売価格 ¥38,000（税抜）

●管理ソフト FC-1200PC
◇USBシリアルケーブル FC-1200SE 付属

メーカー希望小売価格 ¥40,000（税抜）

●管理ソフト FC-1000PC
◇PC用通信ケーブル FC-10PC 付属

メーカー希望小売価格 ¥20,000（税抜）

アルブロ FC-1200 アルブロ FC-1000

会社で管理 PCや外出先での結果管理等、ご要望に沿った運用が可能！

③

②

②

電源を入れて息を吹き込むだけ！測定時間は約15秒

低価格でハイスペック！

【センサー寿命】
20000回測定※1または使用開始※1から1年※2のどちらか早い方
※1 タニタ出荷日翌月初日
※2 最大使用時間累計58時間もしくは使用期間400日有効です。

【センサー寿命】
10000回測定または使用開始※1から1年※2のどちらか早い方
※1 タニタ出荷日翌月初日
※2 最大使用時間累計58時間もしくは使用期間400日有効です。

単独、設置に対応する2WAYモデル 単独、設置、スマホにも対応の3WAYモデル

業務使用に耐える
ハイスペック

センサー寿命が来る前に点検（メンテナンス）が必要です！詳細は裏ページへ

①本体メモリにデータを記録しての単独での使用
本体メモリーに3人×100件分測定データ保存
外部出力も可能
（PCへの取込み、感熱式プリンターに直接つないで印刷可能）

②事業所での多人数での測定に対応した据え置き測定（設置型）
測定結果は別売りの管理ソフト『FC-1200PC』でPCでの管理可能
※設置型測定を行う場合は、別売りのPC通信ケーブルが必要

●センサー寿命が最大20000回で
複数人、複数拠点での測定・管理が可能！

①本体メモリにデータを記録しての単独での使用
本体メモリーには3人×100件分測定データ保存
※PCなど外部出力不可
（アプリケーションソフト経由でサーマルプリンタでのプリントアウトに対応）

②事業所での多人数での測定に対応した据え置き測定（設置型）
※設置型測定を行う場合は、別売りのPC通信ケーブルが必要

③遠隔地での測定にはスマホを使用
顔写真と測定位置情報のデータ送信も可能！

※②、③の測定結果は別売りの管理ソフト『FC-1200PC』又は『FC-1000PC』で
リアルタイムで確認・管理可能。※Android端末のみ対応）

最低でも
1年に1回は
点検が必要
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ALBLO(アルブロ) FC-1200、FC-1000の場合

ご提供価格につきましては、 第一産業(株) 営業担当にお気軽にお問合せください。

アルコール検知器の定期点検（メンテナンス）について
安全運転管理には、アルコール検知器の定期点検も義務化されています。
検知器は1年（または測定上限回数）ごとのメンテナンスが必要となります。

これまで燃料電池式アルコールセンサーを用いたアルコール検知器は価格が高く、導入後も定期的に高価格な

メンテナンスが必要なため、導入コストのみならず、ランニングコストもネックになっていました。

ALBLOは、タニタ独自の技術により低価格化に成功！

さらに、リーズナブルなメンテナンス費用で、燃料電池式が抱えていたデメリットを克服。
高精度の燃料電池式アルコール検知器で、ひときわ高いコストパフォーマンスを実現しました。

5、6枚目は… 売り切れ御免！見切り商品のご紹介です！
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売り切れ御免！

2021.12 Ｎｏ．1
一律

￥40 （税抜）

このページの商品は

ご注文は
入数単位で
お願い致します。
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売り切れ御免！

2021.12 Ｎｏ．2
一律

￥40 （税抜）

このページの商品は
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売り切れ御免！

2021.12 Ｎｏ．3
一律

￥40 （税抜）

このページの商品は

ご注文は入数単位でお願い致します。
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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。

売り切れ御免！

2021.12 Ｎｏ．4
一律

￥80 （税抜）

このページの商品は

ご注文は入数単位でお願い致します。


