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【 おすすめ商品のご提案 】
※修正版※

当社が「この商品イチオシ！」とご紹介するコーナー

現在、残留塩素測定試薬のご購入は
安価な『粉末タイプ』 がおススメです！ powder- type
鈴研(株)の『残留塩素測定キット』は錠剤試薬が特長で好評でしたが（※他社は粉末分包）、
昨今の世界情勢の影響を受けて錠剤試薬が暴騰しております。

そこで、“残留塩素計・測定試薬のプロ”第一産業では現在、
安価な『粉末タイプの試薬』をおススメしております！

鈴研(株) 『粉末分包タイプ』 残留塩素測定器・試薬
今回は低濃度用粉末分包タイプの測定器３種類と専用試薬をご紹介します！
A）手軽に購入できる簡易テスト版
B）ローコストな普及版
C）正確な測定が可能なスタンダード版
D）粉末分包試薬（50包、100包、500包）

※今回はDPD法・粉末分包・低濃度測定用(0.1～2.0mg/L)
のご紹介です。
その他の測定器や測定範囲用が必要な方は
第一産業までお問い合わせ下さい。

低濃度用試薬 対象範囲（参考）
・ プール
・ 温泉・浴槽水
・ 一般の飲料水
（水道局からの配水は、原則1.0mg/l
を超えることはありません）
・ マンション管理（貯水槽etc.）
・ 熱帯魚・鑑賞魚の飼育水
・ 浄水器フィルターのチェック等

A

遊離残留塩素測定器 アクア・シリーズ アクア・ダスト ADP-1935
＜DPD法・粉末分包・低濃度測定用(0.1～2.0mg/L)＞

７段階のカラーチャート付
手軽に購入が可能な 簡単テスト版！
◆Yes-No検査や事前検査等におすすめ
◆試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能！
セット内容 ： DPD試薬50回分(粉末分包)、ポリ製試験管×2本、
カラーチャート、携帯ポーチ
JAN ： 4589883431935

上代価格 ¥3,000(税抜)

“試しに使ってみたい”方は
まずはこのアクア・シリーズから

※写真DP-1

【測定範囲 】
0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
検水へ粉末試薬を添加

濃度を読み取る

残留塩素が存在する場合は、
付属の試薬を添加すると
ピンク－赤に発色します

呈色（あらわれた色）と
カラーチャートを身比べ、
濃度を読み取ります

本格的に導入したい方は
裏面の測定器・試薬をチェック！

裏面も… 鈴研(株)『残留塩素測定器・試薬（粉末分包）』のご紹介です！
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裏面も… 鈴研(株)『残留塩素測定器・試薬（粉末分包）』のご紹介です！

B

簡易型 残留塩素測定器 SP-1

＜DPD法・粉末分包・低濃度測定用(0.05～2.0mg/L)＞

８段階の比色レンズを用いた
ローコストな普及版！
◆使用方法はとにかく簡単なので、
日常の簡易検査に最適です！

◆必要な器具がセット！届いてすぐに測定可能！
セット内容 ： ケース、本体、丸型試験管×3本、
DPD試薬50回分(粉末分包)
JAN ： 4589883431850

上代価格 ¥8,500(税抜)
※写真はDP-1

【測定範囲 】
0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
検水へ粉末試薬を添加

C

測定器へ試験管をセット

濃度を読み取る

ダイヤル式 残留塩素測定器 DP-1

＜DPD法・粉末分包・低濃度測定用(0.05～2.0mg/L)＞

９段階の比色レンズを用いた
正確な測定が可能なスタンダード版！
◆交換用ダイヤルを差し替えるだけで、
異なる測定対象、測定範囲の測定も可能！
◆機能性・精度に優れ、日々の業務に最適！
◆必要な器具がセット！届いてすぐに測定可能！
セット内容 ： ケース、本体、ダイヤル、角型試験管×2本、
DPD試薬50回分(粉末分包)
JAN ： 4589883431317

上代価格 ¥12,000(税抜)
【測定範囲 】
0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
検水へ粉末試薬を添加

D

測定器へ試験管をセット

濃度を読み取る

遊離残留塩素測定用 DPD試薬粉末分包（No.1 通常用）
試薬のみ必要な方・追加購入用に！
◆粉末なのですぐに溶けてクリアな発色！
● ５０袋入
JAN ： 4589883430105

上代価格 ¥700(税抜)

● １００袋入
JAN ： 4589883430112

上代価格 ¥1,300(税抜)

● ５００袋入
JAN ： 4589883430129

上代価格 ¥5,500(税抜)

◇使用期限 ： 1 年

◎現在、錠剤タイプよりお求めやすい価格です！

２枚目は… ホンマ科学(株)“グレステン包丁”のご紹介です！
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２枚目は… ホンマ科学(株)“グレステン包丁”のご紹介です！
DAIICHIとれんど

2022年9月版 No.2
※修正版※

ホンマ科学(株) 『グレステン包丁』をご紹介致します！
ホンマ科学(株)は…
新潟県十日町市を拠点に、
『ベンチャー企業として世界の最先端技術の“ものづくり”で社会に貢献する
☆不可能を可能に・・・夢を世界に！
☆ものづくりの原点は“安全”でなければならない』
との経営理念を掲げ、

■刃の形状が特殊なヘコミのある“グレステン包丁”などの『ナイフ事業』
■“RRDB”という新概念のブレーキング・システムの開発を行う『RRDB(ブレーキ)事業』
■雪のないゲレンデをスキーのように滑る“グレステン・グランジャー”の開発や
グレステンスポーツの運営などを行う『スポーツ事業』
に取り組んでおり、この大変ユニークな発想と本物志向で益々の発展を期待されている企業です。

グレステン包丁 は…
今までに様々な雑誌にも取り上げられており、有名な調理人や
芸能人にも愛されている、デザイン性に優れ、切れ味もよく、
耐久性・耐腐蝕性のある大変魅力的な包丁です。

【グレステン包丁の特長】
★安全性・デザイン
・ステンレス鋲でしっかりと固定。ぐらつきがありません。
・握ったときのバランスの良さ（重さとバランス）。
・シンプルなデザイン。

★耐腐蝕性
・水に強い積層強化木を使用。耐腐蝕性に優れた柄です。

★特殊形状
・このウロコ状のミゾに空気が入るため、密着抵抗が減り、
軽い切れ味と切り身がつきにくいという効果を生みだします。

★切れ味・耐久性
・硬度が高く安定したグレステン鋼を使用。
サビに強く、しかも研ぐのも簡単。
さらに長時間わたってシャープな切れ味が保てます。

【ホームペティ】

【グレステン・ホームペティの特長】
★ハンドワークを徹底追求
・使う人の立場を考えるとカタチはこうなります。
・野菜や果物の皮むきはもちろんの事、肉や刺身、ケーキ・
カステラなどキッチンやリビングであらゆる用途に役立ちます。

★使いやすさのアップハンドル
・従来のペティナイフと違って持つ手がマナ板に接触しないので、
きざみ物などでも楽にできます。

★使手にフィットするカービングスタイル
・手の動きを考えて作ったスタイルが、指にかかる様に設計され
ており、野菜や果実の皮むきにも、自慢のフィット感です。

裏面は… ホンマ科学(株)“グレステン包丁”のラインナップです！

<3>

裏面は… ホンマ科学(株)“グレステン包丁”のラインナップです！
ホンマ科学(株) グレステン包丁ラインナップ

※修正版※

ご注意

掲載商品はラインナップの一部です

第一産業はトップブランド、ホンマ科学『グレステン包丁』のほとんどを
在庫対応致しております！
◎ 価格は第一産業までお問い合わせください。 大特価でご用意できます。
３枚目は…１００円均一商品の最大手 エコー金属(株)おススメ商品”のご紹介です!
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３枚目は…１００円均一商品の最大手 エコー金属(株)おススメ商品”のご紹介です!
DAIICHIとれんど

2022年9月版 No.3

第一産業では エコー金属(株)の“100円均一商品”を
全商品お取り扱いしております！！
『100円均一商品』の最大手商社、エコー金属(株)では、キッチン関係、カトラリー類をはじめ、
ペット用品、園芸用品、清掃用品、電気製品、バラエティ雑貨、文具、日曜大工等、と
販売アイテムは多岐にわたり、約2000点以上の商品がございます。

気になる商品が
たくさん ♪

第一産業ではエコー金属の全商品をお取扱い致しております。
まずはエコー金属のデジタルカタログ(http://www.echo-k.co.jp/digital_book2022/) ⇒⇒
をご覧ください。お探しの商品が見つかるかもしれません .

★ 価格は第一産業までお問い合わせください。
★ ご注文は入数単位でお願い致します。
★ サンプルは有料にて１個からお出しできます。

数ある商品の中から一部の商品をピックアップしてご紹介します ♪

ＪＡＮ／４９９１２０３１８４７６

ＪＡＮ／４９９１２０３１８４７４

ＪＡＮ／４９８６６５３９００４３９

ＪＡＮ／４９９１２０３１７７１１７

ＪＡＮ／４９９１２０３１５８２７７

ＪＡＮ／４９９１２０３１５２４８０

ＪＡＮ／４９９１２０３１３２６１１

ＪＡＮ／４９９１２０３１２１９３６

＜ご注意＞ このページに掲載の商品は在庫の確保はしておりません。 諸事情により、入荷遅延、欠品、廃番になる場合もございます。 予めご了承ください。

裏面も… エコー金属(株)の“100円均一商品”の続きです！
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裏面も… エコー金属(株)の“100円均一商品”の続きです！
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＜ご注意＞ このページに掲載の商品は在庫の確保はしておりません。 諸事情により、入荷遅延、欠品、廃番になる場合もございます。 予めご了承ください。

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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