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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”
当社では、レーザーマーキングの機械による名入れ が簡単にできます。
（文字や絵をレーザーで彫刻する技術は当地燕市が一番優れているのではないでしょうか？）
そもそも…『レーザーマーキング』とは？
対象物にレーザー光を照射させ、金属や樹脂の表面に、溶かす、焦がす、剥離する、酸化させる、
削る、変色させる等の物理的効果を与えて文字や絵を彫刻する加工です。

≪レーザーマーキングの特徴≫
◆インクを使った 印字と比べて摩耗に強く、 再度印字する手間やコストが抑えられます。
◆従来の打刻・彫刻・印刷と比べて、柔軟性に富んだ加工を施す事が可能です。
たとえば写真画像やロゴマーク等もマーキングできます。

≪こんなことも可能です≫
●平面だけでなく曲面にも！ 完成品への加工が可能！ ※条件がそろった場合のみ
●文字やロゴだけでなくラインを1周引くこともできます！
●マーキング可能範囲は高さ３０cmまで！ ※形状によります
●ステンレスにはカラー加工も！
●チタン・鉄・AB S樹脂・A S樹脂にもマーキング！ ※カラー加工はできません
加工別の特性比較（参考）

今月は

「レーザー
マーキング」
についてです

レーザー
マーキングには
新たな可能性が
たくさんあります★

名入れ例

テーブルウェアから厨房用品まで… 手軽に“オリジナル商品”を作ってみませんか

の名入れ 承ります!!
★社名やロゴをマーキングした商品は「貴社だけ」のオリジナル商品となります。
ノベルティや記念品も作れ、多様な付加価値を生み出すことができます。
★金型が不要！『名入れ』や『ナンバリング』といった１個単位の注文にも対応します。
★カラーも12色から選べます。（カラーサンプル参照）
用途別に…
★保存容器やトレイ、トングなどの厨房用品にも。
◍ 用途別に色分けしたり、食品名の記入をすれば、
混同せず衛生的に使い分けができます。
カラーサンプル(ステンレス板)
◍ 品物に直接マーキングするので、
「ラベルがはがれて異物混入!?」 などの
食品別に…
トラブルも未然に防止できます！。
※加工にはAI(イラストレーター)データ、
CADデータが必要です。

ご要望や価格・資料請求等のお問い合わせ、何卒よろしくお願いたします。

裏面は… 『業務用いちごスライサー 電動ＨＤ５０』 のご紹介です！

裏面は… 『業務用いちごスライサー 電動ＨＤ５０』 のご紹介です！
包丁や手動だと気の遠くなる小さなフルーツのスライス…

“早くて、きれいで、衛生的”にスライスできます！！

業務用いちごスライサー
電動ＨＤ５０
■イチゴやプチトマトのスライスや、柑橘類の皮の千切りに適しています。
■径の異なる二種類の投入口パイプを素材の大きさに合わせ簡単に付け替えできます。
■上部カバーが付いていない状態では丸刃が回転しないので安全です。
■押し棒を使わず投入するだけでも素材の自重で切ることができます。
■刃物ユニット部分は食洗機対応です。
←投入口
直径が40mmまでの素材ならスライスＯＫ！
モーターユニット天板
ここに食材のバットを乗せて
作業ができます。
↓

縦置きでも

横置きでも

イチゴはもちろん…

刃物ユニット→
取り外して
食洗機ＯＫ！
また、
刃の交換も簡単！
プチトマトも！！

マスカットなどのぶどう類も！！

◎刃物ユニットの交換でスライス幅の変更可能！

←スライスの様子は
こちらの動画でご確認ください★

●業務用いちごスライサー 電動ＨＤ５０
◇本体サイズ ： 幅180×長さ440×高さ300ｍｍ
(投入口パイプを外した場合の高さは230mm)
◇本体重量 ： 9.0kg
◇素材最大径 ： 40ｍｍ
◇付属品 ： 押し棒 大 ・ 小、 投入口パイプ 大 ・ 小
◇食洗機対応箇所 ： 刃物ユニットのみ
◇電圧 ： 100V
◇消費電力 ： 40W
◇連続使用時間 ： 40分

２枚目は… 『18-8ステンレス シェラカップ 300ml目盛付＆ フタ』 と、
『18-8ステンレス ピンセットトング』 のご紹介です！

『18-8ステンレス ピンセットトング』 のご紹介です！
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人気の18-8ステンレス製シェラカップ＆蓋にカラーが登場しました！

PTYGRACE

18-8ステンレス シェラカップ

330ｍｌ 目盛付

PY-SIE001(シルバー)

PY-SIE006(ブラック)

PY-SIE019(レッド)
PY-SIE018(ブルー)

PY-SIE017(グリーン)

●18-8ステンレス シェラカップ 330ｍｌ 目盛付
◇材質 ： 18-8ステンレス シリコン焼付塗装
（シルバーはシリコン塗装なし）
◇サイズ ： 幅173（持ち手含む）×直径121×高さ44mm
◇容量 ： 330ml
目盛付で便利！
底裏面
◇本体重量 ： 95g（シルバーのみ94g）
◇生産国 ： 日本製 新潟県燕市
◆アウトドアで人気のシェラカップです。
●PY-SIE001(シルバー)/ JAN:4995969046489
◆シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れが簡単！
標準価格￥1,100（税別）
（カラータイプのみ）
●PY-SIE006(ブラック)/ JAN :4995969046922
◆直火OK！簡単な調理や湯沸かしもできます。
標準価格￥1,800（税別）
◆18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくい！お手入れも簡単！ ●PY-SIE017(グリーン)/ JAN:4995969047943
◆軽量でコンパクトなので持ち運びに便利！
●PY-SIE018(ブルー) / JAN:4995969047950
●PY-SIE019(レッド) / JAN:4995969047967
◆目盛付で実用的です。
標準価格￥1,900（税別）

18-8

ちょっと重めのシェラカップリッド（蓋）

セット使用時（シェラカップは別売）

コースターとしても！

PY-SIE029
(写真はシルバー)

●各カラーございます！（ブラック･グリーン･ブルー･レッド）
※型番･JANが共通ですので、ご注文の際はカラーをお知らせください

◆アウトドアで人気のシェラカップ用のリッド(フタ)です。
◆少し重めに作られており、安定した圧がかかるため、
ステンレスやチタン製のシェラカップと共に使用することで
湯沸かしや炊飯など幅広くお使いになれます。
◆コースターとしても兼用できます。
◆300〜600mlサイズのシェラカップに対応
※寸法を確かめてからご注文下さい。

セットで使えば炊飯も可能！

●18-8 ちょっと重めのシェラカップリッド（蓋）
◇材質 ： 18-8ステンレス シリコン焼付塗装
（シルバーはシリコン塗装なし）
◇サイズ ： 幅177×直径131×高さ9mm
◇本体重量 ： 約90g
◇生産国 ： 日本製 新潟県燕市
◇JAN：4995969049053（シルバー・カラー共通）
標準価格￥1,100（税別）

裏面は… 『プリグレース ピンセットトング』 のご紹介です！

裏面は… 『プリグレース ピンセットトング』 のご紹介です！
PTYGRACE

18-8ステンレス ピンセットトング （大･小）
PY-T271
(大、長さ270mm)

PY-T272
(小、長さ220mm)

大･小あります。
用途に合わせての

使い分けが
さらに便利です！

大

PY-T271
小

PY-T272

＜パッケージ＞

◆18-8 オールステンレスで衛生的！
細かい食材の取り分けにも最適！！
まるで“おはし”のように使えて便利★
◆ピンセットのような先細形状！
テーブルに先端がつかなく衛生的！
◆握りやすい形状で、ハンドルが手にフィット！
◆先細がすべり止め加工で薄い食材、
小さな食材もつかみやすい！
お弁当の盛り付けにも最適！

●プリグレース ピンセットトング 大 PY-T271

◆薄い生肉等もスムーズに取れる！

●プリグレース ピンセットトング 小

◆18-8ステンレス製でお手入れも簡単！

◇材質 ： 18-8ステンレス鋼
◇サイズ ： 幅19mm×全長270mm
◇重量 ： 78g
◇生産国 ： 日本製 新潟県燕市
◇ JAN:4995969047998
標準価格￥1,600（税別）

PY-T272

◇材質 ： 18-8ステンレス鋼
◇サイズ ： 幅17mm×全長220mm
◇重量 ： 53g
◇生産国 ： 日本製 新潟県燕市
◇ JAN:4995969048001
標準価格￥1,500（税別）

3枚目は… 二酸化炭素濃度計 『 CO2モニター CO2-mini 』 と、
『ワクチン接種関連 のぼり』 のご紹介です！

『ワクチン接種関連 のぼり』 のご紹介です！
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適度な換気を促し、快適・安心な室内環境を!!
ウイルス感染防止対策にも!!
二酸化炭素の濃度を

数値(ppm)

CO2 モニタ―

でお知らせ！

CO2-mini

電源はUSBで
持ち運びも設置もラク！
※ＵＳＢケーブル付属
※ACアダプターは別売

室温も
わかって便利！

3段階LEDで
危険度レベルを
カラー表示！

CO２モニター表示
（ほぼ実物大）

<室内CO2の基準> ●建築物環境衛生管理基準（厚労省） 1000pp以下

交互に
表示

●学校環境衛生基準（文科省） 1500pp以下

温度計表示

※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。

●ＣＯ2モニター CO2-mini
◇CO2測定範囲 ： 0～3000ppm
◇LED設定 ： 緑 <800ppm、 黄 800～1200ppm、 赤 >1200ppm (全て出荷時設定 ・ 変更可)
◇使用温湿度 ： 0〜＋50℃、 80％RH以下 （但し、結露のないこと）
◇保存温湿度 ： -10〜＋60℃、 80％RH以下 （但し、結露のないこと）
◇本体寸法 ・ 重量 ： 約 W115×H42×D24mm、 約70g
◇電源 ： USBから供給（5V、 300mA） ※ご注意参照
◇付属品 ： 取扱説明書、 USBケーブル（約1.5m）
◇JAN ： 4983621300161
標準価格￥13,000（税別）

裏面は…

『ワクチン接種関連 のぼり』

のご紹介です！

裏面は…

『ワクチン接種関連 のぼり』

のご紹介です！

★こちらは受注生産となります。納期・価格等は当社までお問い合わせください。
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

