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【 おすすめ商品のご提案 】

お盆中の休業日は8/11(木㊗)～8/16(火)となります。
8/10(水)は午前中まで営業・出荷致します。8/17(水)より通常営業となります。
当社が「この商品イチオシ！」とご紹介するコーナーです！
計量・計測・温度・湿度・環境計測には県内一詳しい？当社が

今回特別に2点、ご紹介＆在庫をご用意しました!!
以前よりお伝えしてきましたように、今年4月より
白ナンバー事業者※にも運転前後のアルコールチェックが義務化されました！

10月1日からは『アルコールチェッカー(検知器)』の
常備・使用も義務化されます!!
白ナンバー事業者の飲酒検査義務化の内容
● 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

※５台以上の車両（バイクは10台、マイクロバスは1台以上）保有し、
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

STOP!
飲酒運転

10月からの法令開始に備えて

今すぐアルコールチェッカーのご準備を!!!

CUSTOM アルコールチェッカー 『AT-03』
B TANITA アルコールチェッカー 『HC-310』
どちらの商品も信頼のブランドです！万全のメンテナンスをお約束します！
A

A

B

バックライト付で
暗所でも見やすい☆
写真はイメージです

測定値を超えると
アラーム音で
おしらせ♪

結果がわかりやすいバックライト搭載モデル
◆高さ120ミリで携帯に便利 ワイシャツの胸ポケットにも
◆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。
◆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

●カスタム アルコールチェッカー AT-03
◇商品寸法:幅37mm×高さ103mm×奥行20mm
◇本体質量：約50g(乾電池含む)
◇電源：単4アルカリ電池×2本(別売)
◇製造国:中国
◇JAN:4983621990157

上代価格 ¥4,400（税抜）

【センサー寿命】

約2年 または
測定回数700回 の
どちらか早い方
（参考値 ※保証値ではありません）

在庫数300個

●タニタ 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

上代価格 ¥5,000（税抜）

【センサー寿命】

約1年 または
測定回数1000回 の
どちらか早い方
（参考値 ※保証値ではありません）

在庫数20個(暫時入荷！)

裏面は… 杉山工業の “解凍皿 Newクイッ君”のご紹介です！
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裏面は… 杉山工業の “解凍皿 Newクイッ君”のご紹介です！

解凍皿 Newクイッ君
うまみを逃がさないための
“素早く冷凍”“自然解凍”をより早く！
食材を置くだけでＯＫ！１枚で３役の使い道！
◆冷凍（熱伝導率が高い＆急速に冷凍）
食材の細胞破壊が少ないので、
食材のうま味を逃がさず冷凍
解凍する時のドリップが少ない

KS-3181

急速冷凍

通常冷凍より
約2倍の
早さで冷凍！

◆解凍（アルミ合金＆底面特殊形状）

急速冷凍・
急速解凍で
ドリップ知らず

より多くの熱を吸収・放出
自然解凍だけど自然解凍より早い！
解けムラがなく均一に解凍

◆粗熱取り（食材を冷ます＆室温で冷める）
お弁当作り、作り置きの冷凍保存に便利
お弁当や食材を冷ます時間短縮
粗熱を取ってそのまま冷凍庫へ

急速解凍

【解凍の秘密】
熱伝導率に優れたアルミニウム合金！
さらに底面の特殊形状で表面積をアップ！
空気にふれる面が多くなるので
より多くの熱を吸収・放出が可能に！

自然解凍より
約1.7倍の
早さで解凍！

粗熱取りで
雑菌の繁殖を
遅らせます！
粗熱取り

●解凍皿 Newクイッ君

テイクアウト用お弁当屋さんや家庭用でも
大きな需要が見込める商品です！

◇材質 : 本体／アルミニウム合金
（表面／シリコン加工）
◇外寸 : 215×250×27mm
◇内寸 : 210×224×15mm
◇満水容量 : 0.75L
◇重量 : 750g
◇製造国 ： 日本
◇JAN : 4900896131818

定価 ¥2,500(税抜)

２枚目は… コーヒー焙煎商品２種のご紹介！
当社オリジナル『18-8ローズ柄焙煎職人』、ユニオン『サンプルロースター』です！
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当社オリジナル『18-8ローズ柄焙煎職人』、ユニオン『サンプルロースター』です！
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で

手軽に気軽にコーヒーの自家焙煎始めてみませんか!!
オリジナル焙煎で本格派の風味！簡単に香りが復活！
◆煎りたて香り高いコーヒーがご家庭で味わえます。
◆湿気たナッツや香辛料も煎るだけで香りが復活！
◆ゴマやギンナンもＯＫ！
丸みを帯びて手になじむ
高級感のあるローズ柄
◆安心の日本製！

フタがロックするので
豆が飛び出さないから
煎りやすい！！
写真は
16ｃｍタイプです

フタはリングで連結、
180°以上開きます！

凹凸の底ででムラなく焙煎！
おいしいコーヒーが味わえます！

コーヒー生豆の焙煎が
一度に約100g！

コーヒー生豆の焙煎が
一度に約50g！

こまめに
焙煎したい方に！

コーヒーを
よく飲まれる方に！

●18-8 ローズ柄 焙煎職人 16cm 31140
◇サイズ ： 約φ160×370mm
◇柄の長さ ： 約200mm
◇材質 ： 本体／ステンレス鋼（18-8ステンレス）
柄／天然木(ローズ)
◇JAN : 4989083311400

上代 ¥3,800(税抜)

●18-8 ローズ柄 焙煎職人 13cm 31139
◇サイズ ： 約φ130×310mm
◇柄の長さ ： 約170mm
◇材質 ： 本体／ステンレス鋼（18-8ステンレス）
柄／天然木(ローズ)
◇JAN : 4989083311394

上代 ¥3,300(税抜)

裏面も… コーヒー自家焙煎機 ユニオン『サンプルロースター」のご紹介！
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裏面も… コーヒー自家焙煎機 ユニオン『サンプルロースター」のご紹介！

昔から愛されているコーヒー焙煎機

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
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
具合を確認するための焙煎機です。

コーヒー生豆の焙煎が
一度に約500g！

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。

＜特長＞
◆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、ご家庭にある
ガスコンロで使用可能です。

にて
で検索すると様々な動画が視聴できます！
是非ご参考ください。

●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

常時、在庫完備しております！

上代価格 ¥63,750（税抜）

★ユニオン『サンプルロースター』には
電動式、手動式（直火式パンチングタイプ）
もございます。
当社までお問い合わせください。

電動式

手動式（直火式
パンチングタイプ）

一度に約500g

一度に約200g

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。

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
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