型式番号
依頼者
品評住第１７～２５～８ ニッタン株式会社
号
品評住第１７～２７～１ 矢崎資源株式会社
号
品評住第１８～１～１号 ホーチキ株式会社
品評住第１８～２～１号 ホーチキ株式会社
品評住第１８～５７～１
号
品評住第１９～２２～２
号
品評住第１９～２５～２
号
品評住第１９～４８～１
号
品評住第２０～９～３号
品評住第２０～１２～１
号
品評住第２０～１３～１
号
品評住第２０～３５～２
号
品評住第２０～３６～２
号
品評住第２１～１号
品評住第２１～２号
品評住第２１～３号
品評住第２１～４号
品評住第２１～５号
品評住第２１～６号
品評住第２１～７号
品評住第２１～８号
品評住第２１～９号
品評住第２１～１０号
品評住第２１～１１号
品評住第２１～１２号
品評住第２１～１３号

ＢＲＫ ＢＲＡＮＤＳ，ＩＮ
Ｃ．
パナソニック電工株式
会社
株式会社センチュリー

型式
電池方式、２種（ＤＣ６Ｖ、７５ｍＡ）、自動試験機能
付、
無線式（発信器）
定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、１２ｍＡ）、連動型、自
ガス漏れ警報器
動試験機能付、異常温度検知機能付
定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、２５ｍＡ）、連動型、自
ガス漏れ警報器
動試験機能付
定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、２５ｍＡ）、連動型、自
ガス漏れ警報器
動試験機能付
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ９Ｖ、１ｍＡ）、自動試験機能付

適合年月日
平成21年8月27日

光電式住宅用防災警報器

平成21年8月27日

外部電源方式、２種（ＡＣ１００Ｖ、５０ｍＡ）、自動試
験機能付
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、１８ｍＡ）、自動試験機能
付
ヤマトプロテック株式会 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ９Ｖ、２０ｍＡ）、自動試験機能
社
付
日本セラミック株式会社 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ９Ｖ、２８ｍＡ）、自動試験機能
付
パナソニック電工株式 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
会社
試験機能付、無線式（発信器・受信器）
パナソニック電工株式 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動試験
会社
機能付、無線式（発信器・受信器）
新コスモス電機株式会 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式、（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）、自動試験
社
ガス漏れ警報器
機能付
新コスモス電機株式会 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式、（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）、自動試験
社
ガス漏れ警報器
機能付
日本フェンオール株式 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３３０ｍＡ）、自動試験機能付
会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
宮田工業株式会社
能付
矢崎資源株式会社
定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、１５ｍＡ）、自動試験機
ガス漏れ警報器
能付
新コスモス電機株式会 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）、自動試験機
社
ガス漏れ警報器
能付
新コスモス電機株式会 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）、自動試験機
社
ガス漏れ警報器
能付
ヤマトプロテック株式会 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、２０ｍＡ）、自動試験機能付
社
能美防災株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、無線式（発信器・受信器）
能美防災株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、無線式（発信器・受信器）
能美防災株式会社
定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動試験
機能付、無線式（発信器・受信器）
矢崎資源株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、１００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、無線式（発信器・受信器）
富士電機システムズ株 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）、自動試験機
式会社
ガス漏れ警報器
能付
富士電機システムズ株 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）
式会社
ガス漏れ警報器
日本フェンオール株式 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）自動試験機能
会社
付
株式会社センチュリー 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、１８ｍＡ）、自動試験機能付
株式会社センチュリー 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、１８ｍＡ）、自動試験機能付

品評住第２１～１４号
品評住第２１～１４～１
号
品評住第２１～１５号
宮田工業株式会社
品評住第２１～１６号
品評住第２１～１７号

種別
光電式住宅用防災警報器

光電式住宅用防災警報器

品評住第２１～１８号

宮田工業株式会社
定温式住宅用火災警報器
新コスモス電機株式会 光電式住宅用防災警報器
社
宮田工業株式会社
光電式住宅用防災警報器

品評住第２１～１９号
品評住第２１～２０号

ニッタン株式会社
ニッタン株式会社

定温式住宅用火災警報器
光電式住宅用防災警報器

品評住第２１～２１号

ＢＲＫ ＢＲＡＮＤＳ，ＩＮ
Ｃ．
日本フェンオール株式
会社
株式会社センチュリー

定温式住宅用火災警報器

品評住第２１～２２号
品評住第２１～２３号
品評住第２１～２４号
品評住第２１～２５号
品評住第２１～２６号
品評住第２１～２７号
品評住第２１～２８号
品評住第２１～２９号

定温式住宅用火災警報器
光電式住宅用防災警報器

電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
能付
電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機能付
電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
能付
電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
能付
電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機能付
電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
能付
電池方式（ＤＣ３Ｖ、１４５ｍＡ）、自動試験機能付、
公称音圧８５ｄＢ
電池方式（ＤＣ３Ｖ、３３０ｍＡ）、自動試験機能付

電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、２７０ｍＡ）、自動試験機
能付
新コスモス電機株式会 光電式住宅用防災警報器・ 外部電源方式、２種（ＡＣ１００Ｖ、４０ｍＡ）、連動
社
ガス漏れ警報器
型、自動試験機能付、ＣＯ検知機能付
新コスモス電機株式会 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
社
試験機能付
矢崎資源株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、１００ｍＡ）、自動試験機
能付
新コスモス電機株式会 光電式住宅用防災警報器・ 外部電源方式、２種（ＡＣ１００Ｖ、４０ｍＡ）、連動
社
ガス漏れ警報器
型、自動試験機能付、ＣＯ検知機能付
ヤマトプロテック株式会 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
社
能付
ニッタン株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、
無線式（発信器・受信器）
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平成21年10月9日
平成21年1月14日
平成21年1月14日
平成21年12月3日

平成21年8月27日
平成21年5月7日
平成21年3月25日
平成21年8月27日
平成21年8月27日
平成21年3月18日
平成21年3月18日
平成21年1月28日
平成21年1月26日
平成21年1月28日
平成21年2月5日
平成21年2月5日
平成21年2月17日
平成21年3月5日
平成21年3月5日
平成21年4月2日
平成21年4月2日
平成21年4月13日
平成21年4月13日
平成21年4月24日
平成21年4月20日
平成21年8月27日
平成21年5月7日
平成21年5月7日
平成21年5月13日
平成21年5月20日
平成21年5月26日
平成21年6月9日
平成21年6月23日
平成21年8月12日
平成21年8月11日
平成21年9月4日
平成21年9月7日
平成21年8月28日
平成21年9月4日
平成21年9月7日
平成21年9月15日

型式番号
品評住第２１～３０号
品評住第２１～３１号
品評住第２１～３２号
品評住第２１～３３号
品評住第２１～３４号
品評住第２１～３５号
品評住第２１～３６号
品評住第２１～３７号
品評住第２１～３８号
品評住第２１～３９号
品評住第２１～４０号
品評住第２１～４１号
品評住第２１～４２号
品評住第２１～４３号
品評住第２１～４４号
品評住第２１～４５号
品評住第２１～４６号

依頼者
ニッタン株式会社

種別
光電式住宅用防災警報器

型式
電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、
無線式（発信器・受信器）
ニッタン株式会社
定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動試験
機能付、
無線式（発信器・受信器）
マックス株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、
無線式（発信器・受信器）
マックス株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、
無線式（発信器・受信器）
マックス株式会社
定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、連動型、自動試験
機能付、
無線式（発信器・受信器）
ホーチキ株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機
能付
ホーチキ株式会社
光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３５０ｍＡ）、連動型、自動
試験機能付、無線式（発信器・受信器）
ホーチキ株式会社
定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３５０ｍＡ）、連動型、自動試験
機能付、無線式（発信器・受信器）
新コスモス電機株式会 光電式住宅用防災警報器・ 外部電源方式、２種（ＡＣ１００Ｖ、４０ｍＡ）、連動
社
ガス漏れ警報器
型、自動試験機能付、ＣＯ検知機能付
ＫＥＩＪＡＰＡＮ株式会社 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ９Ｖ、１０ｍＡ）、自動試験機能
付
ホーチキ株式会社
定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機能付
株式会社センチュリー 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、２７０ｍＡ）、自動試験機能付
東芝ライテック株式会社 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、３５０ｍＡ）、自動試験機
能付
ＢＲＫ ＢＲＡＮＤＳ，ＩＮ 光電式住宅用防災警報器 電池方式、２種（ＤＣ３Ｖ、１４５ｍＡ）、自動試験機
Ｃ．
能付、
公称音圧８５ｄＢ
ＢＲＫ ＢＲＡＮＤＳ，ＩＮ 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、１４５ｍＡ）、自動試験機能付、
Ｃ．
公称音圧８５ｄＢ
ヤマトプロテック株式会 定温式住宅用火災警報器 電池方式（ＤＣ３Ｖ、３００ｍＡ）、自動試験機能付
社
富士電機システムズ株 定温式住宅用火災警報器・ 外部電源方式（ＡＣ１００Ｖ、３５ｍＡ）
式会社
ガス漏れ警報器

2/2

適合年月日
平成21年9月15日
平成21年9月15日
平成21年9月15日
平成21年9月15日
平成21年9月15日
平成21年9月28日
平成21年9月17日
平成21年9月17日
平成21年9月28日
平成21年10月27日
平成21年10月28日
平成21年10月27日
平成21年11月20日
平成21年12月3日
平成21年12月15日
平成21年12月16日
平成21年12月16日

