
型式番号 申請者 種別 型式 承認年月日

感第２４～１１～１号 能美防災株式会社
熱アナログ式スポット型感知
器（試験機能付）

（２４Ｖ、２００ｍＡ）・公称感知温度４０℃～８５℃、
非防水型、普通型、再用型

令和3年6月3日

感第２０２１～１号 能美防災株式会社
光電式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（３Ｖ、４００ｍＡ）・蓄積型（公称蓄積時間２０
秒）、非防水型、再用型、散乱光式、無線式（発信
用・受信用）、特定小規模施設用連動型警報機能
付、電池方式（兼用非常電源）

令和3年1月6日

感第２０２１～２号 パナソニック株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（３０Ｖ、５０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型 令和3年1月6日
感第２０２１～３号 パナソニック株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（３０Ｖ、５０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年1月6日

感第２０２１～４号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（３０Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年1月6日

感第２０２１～５号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（３０Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年1月6日

感第２０２１～６号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（３０Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年1月6日

感第２０２１～７号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（３０Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年1月6日

感第２０２１～８号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（３０Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年1月6日

感第２０２１～９号 ニッタン株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（１２Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年1月14日

感第２０２１～１０号 ニッタン株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（１２Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年1月14日

感第２０２１～１１号 ニッタン株式会社
差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（１２Ｖ、７０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年1月14日

感第２０２１～１２号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（２８Ｖ、５ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年1月27日

感第２０２１～１３号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（２８Ｖ、５ｍＡ）・公称作動温度６０℃、非防水
型、普通型、再用型

令和3年1月27日

感第２０２１～１４号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器（試
験機能付）

１種（２８Ｖ、５ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水型、
普通型、再用型

令和3年1月27日

感第２０２１～１５号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器（試
験機能付）

１種（２８Ｖ、５ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非防水
型、普通型、再用型

令和3年1月27日

感第２０２１～１６号
日本ドライケミカル株式
会社

差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（２８Ｖ、５ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型 令和3年1月27日

感第２０２１～１７号 ニッタン株式会社
差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（１２Ｖ、７０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型 令和3年2月9日

感第２０２１～１８号 ホーチキ株式会社
赤外線式スポット型感知器
（試験機能付）

屋内型（２０Ｖ、１２ｍＡ）・公称監視距離１８ｍ〜４０
ｍ・視野角１１０度、非防水型、普通型、再用型、Ｃ
Ｏ２共鳴放射式、ゆらぎ式

令和3年3月9日

感第２０２１～１９号 ニッタン株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（１２Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年3月29日

感第２０２１～２０号 ニッタン株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（１２Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年3月29日

感第２０２１～２１号 ニッタン株式会社
差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（１２Ｖ、７０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型 令和3年3月29日

感第２０２１～２２号 ホーチキ株式会社 光電式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通
型、再用型、散乱光式

令和3年4月8日

感第２０２１～２３号 ホーチキ株式会社 光電式スポット型感知器
２種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通
型、再用型、散乱光式

令和3年4月8日

感第２０２１～２４号 ホーチキ株式会社 光電式スポット型感知器
３種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通
型、再用型、散乱光式

令和3年4月8日

感第２０２１～２５号 ホーチキ株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

１種（３９．５Ｖ、３０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非
防水型、普通型、再用型

令和3年5月12日

感第２０２１～２６号 ホーチキ株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（２４Ｖ、１００ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年6月1日

感第２０２１～２７号 能美防災株式会社
熱アナログ式スポット型感知
器（試験機能付）

（２４Ｖ、２００ｍＡ）・公称感知温度４０℃～８５℃、
防水型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～２８号 能美防災株式会社
差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（２４Ｖ、２００ｍＡ）、非防水型、普通型、再用
型

令和3年7月20日

感第２０２１～２９号 能美防災株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～３０号 能美防災株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

１種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７５℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～３１号 能美防災株式会社
差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（２４Ｖ、５０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型 令和3年7月20日

感第２０２１～３２号 能美防災株式会社
定温式スポット型感知器（試
験機能付）

特種（１２Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度６５℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～３３号 能美防災株式会社
差動式スポット型感知器（試
験機能付）

２種（１２Ｖ、７０ｍＡ）、非防水型、普通型、再用型 令和3年7月20日

感第２０２１～３４号 パナソニック株式会社 差動式スポット型感知器 １種（２４Ｖ、１００ｍＡ）、非防水型、普通型、再用 令和3年7月20日
感第２０２１～３５号 パナソニック株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（２４Ｖ、１００ｍＡ）、非防水型、普通型、再用 令和3年7月20日
感第２０２１～３６号 パナソニック株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（２４Ｖ、５０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年7月20日

感第２０２１～３７号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度６０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～３８号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～３９号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度８０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～４０号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～４１号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～４２号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日
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感第２０２１～４３号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～４４号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年7月20日

感第２０２１～４５号 ニッタン株式会社
光電式スポット型感知器（試
験機能付）

１種（２４Ｖ、６５ｍＡ）・非蓄積型、非防水型、普通
型、再用型、散乱光式

令和3年7月20日

感第２０２１～４６号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型

令和3年8月25日

感第２０２１～４７号 パナソニック株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型

令和3年8月25日

感第２０２１～４８号 パナソニック株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（２４Ｖ、７０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年8月25日

感第２０２１～４９号
日本ドライケミカル株式
会社

差動式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、１００ｍＡ）、非防水型、普通型、再用
型

令和3年10月1日

感第２０２１～５０号
日本ドライケミカル株式
会社

差動式スポット型感知器
２種（２４Ｖ、１００ｍＡ）、非防水型、普通型、再用
型

令和3年10月1日

感第２０２１～５１号
日本ドライケミカル株式
会社

差動式スポット型感知器 ２種（２４Ｖ、５０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年10月1日

感第２０２１～５２号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度６０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５３号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５４号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度８０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５５号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、１００ｍＡ）・公称作動温度７０℃、非防
水型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５６号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５７号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５８号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
特種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度６０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～５９号
日本ドライケミカル株式
会社

定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、５０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、普通型、再用型

令和3年10月1日

感第２０２１～６０号 ホーチキ株式会社 差動式スポット型感知器 ２種（２４Ｖ、７０ｍＡ）、防水型、普通型、再用型 令和3年10月14日

感第２０２１～６１号 ホーチキ株式会社 定温式スポット型感知器
１種（２４Ｖ、７０ｍＡ）・公称作動温度７０℃、防水
型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型

令和3年10月14日
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