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型式番号 依頼者 種別 型式 適合年月日
ＭＬＥ３－１０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＥ３－１０ 平成16年1月7日
ＭＬＥ３－１５－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＥ３－１５ 平成16年1月7日
ＭＬＧＤ４－３０Ｓ－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＧＤ４－３０Ｓ 平成16年1月7日
ＭＬＧＤ５－３５－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＧＤ５－３５ 平成16年1月7日
ＭＬＧＤ５－４０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＧＤ５－４０ 平成16年1月7日
ＮＤＴ－３０－１ 日本ドライケミカル株式

会社
水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－３０ 平成16年1月7日

ＭＬＦ３－２０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ３－２０ 平成16年1月8日
ＭＬＦ６－５０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ６－５０ 平成16年1月8日
ＭＬＪＳ４－３０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＪＳ４－３０ 平成16年1月8日
ＮＬ３５５ＨＫ－Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 はしご付消防ポンプ自動車 ＮＬ３５５ＨＫ－Ｂ 平成16年1月8日
ＤＬＫ－３７Ｈ－１ 近鉄モータース株式会

社
はしご付消防自動車 ＤＬＫ－３７Ｈ 平成16年1月8日

ＮＫＷ－１５－２ 株式会社ナカムラ消防
化学

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＫＷ－１５ 平成16年1月13日

ＨＰＣ－４Ａ－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

化学消防ポンプ自動車 ＨＰＣ－４Ａ 平成16年1月14日

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５Ｄ 平成16年1月16日

ＮＤＴ－１０Ａ－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１０Ａ 平成16年1月18日

ＨＰ－５０－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－５０ 平成16年1月22日

ＨＰ－ＢＣ－４０－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

泡原液搬送車 ＨＰ－ＢＣ－４０ 平成16年1月22日

ＮＰ－Ｐ１－１ 長野ポンプ株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＰ－Ｐ１ 平成16年1月28日
ＮＰ－Ｐ２－２ 長野ポンプ株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＰ－Ｐ２ 平成16年1月28日
ＨＰ－１０－１ 株式会社畠山ポンプ製

作所
水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－１０ 平成16年1月28日

ＨＰ－１５－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－１５ 平成16年1月28日

ＨＰ－１５－２ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－１５ 平成16年1月28日

ＨＰ－１５－３ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－１５ 平成16年1月28日

ＨＰ－２０－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－２０ 平成16年1月28日

ＨＰ－２０－２ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－２０ 平成16年1月28日

ＨＰ－２０－３ 株式会社畠山ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＨＰ－２０ 平成16年1月28日

ＮＰ－１０－１ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－１０ 平成16年1月28日
ＮＰ－１０－２ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－１０ 平成16年1月28日
ＮＰ－１０－３ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－１０ 平成16年1月28日
ＮＰ－１５－１ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－１５ 平成16年1月28日
ＮＰ－１５－２ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－１５ 平成16年1月28日
ＮＰ－１５－３ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－１５ 平成16年1月28日
ＮＰ－２０－２ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－２０ 平成16年1月28日
ＮＰ－２０－３ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－２０ 平成16年1月28日
ＮＰ－２０－４ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－２０ 平成16年1月28日
ＮＰ－２５－１ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－２５ 平成16年1月28日
ＮＰ－３０－１ 長野ポンプ株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰ－３０ 平成16年1月28日
ＮＷ－１５Ａ－１ 日本造機株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷ－１５Ａ 平成16年2月9日
ＤＬＫ－３０Ｈ－２ 近鉄モータース株式会

社
はしご付消防自動車 ＤＬＫ－３０Ｈ 平成16年2月17日

ＤＬＫ－３０ＨＬ－２ 近鉄モータース株式会
社

はしご付消防自動車 ＤＬＫ－３０ＨＬ 平成16年2月17日

ＤＬＫ－３７Ｈ－２ 近鉄モータース株式会
社

はしご付消防自動車 ＤＬＫ－３７Ｈ 平成16年2月17日

ＭＬＦ３－２５－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ３－２５ 平成16年2月23日
ＭＬＦ４－２５－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ４－２５ 平成16年2月23日
ＭＬＦ４－３０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ４－３０ 平成16年2月23日
ＭＬＦ４－３０－２ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ４－３０ 平成16年2月23日
ＭＬＦ５－３０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－３０ 平成16年2月23日
ＭＬＦ５－３５－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－３５ 平成16年2月23日
ＭＬＦ５－４０－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－４０ 平成16年2月23日
ＭＬＦ６－４５－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ６－４５ 平成16年2月23日
ＭＬＧＤ４－３０Ｒ－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＧＤ４－３０Ｒ 平成16年2月23日
ＭＬＧＤ５－３５Ｓ－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＧＤ５－３５Ｓ 平成16年2月23日
ＭＬＧＤ５－４０Ｓ－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＧＤ５－４０Ｓ 平成16年2月23日
ＭＬＪＤ５－３０Ｒ－１ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＪＤ５－３０Ｒ 平成16年2月23日
ＭＳＡ１５－１ 株式会社モリタ 屈折はしご付消防ポンプ自

動車
ＭＳＡ１５ 平成16年2月23日

ＭＳＢ２０－１ 株式会社モリタ 屈折はしご付消防ポンプ自
動車

ＭＳＢ２０ 平成16年2月23日

ＭＱＡ－２２－１ 株式会社モリタ 大型高所放水車 ＭＱＡ－２２ 平成16年2月23日
ＤＬＫ３０ＧＬＣＣ－１ 近鉄モータース株式会

社
はしご付消防自動車 ＤＬＫ３０ＧＬＣＣ 平成16年2月25日

＿ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車大Ⅰ
型

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ（大Ⅰ型） 平成16年2月25日

ＫＨＰ－０１－１ 株式会社モリタ 災害対応特殊高発泡車 ＫＨＰ－０１ 平成16年2月25日
ＤＬＫ１８－１２ＣＣ－１ 近鉄モータース株式会

社
はしご付消防自動車 ＤＬＫ１８－１２ＣＣ 平成16年3月1日

ＮＣ－Ｐ１－１ 日本造機株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣ－Ｐ１ 平成16年3月8日
ＮＷ－１０－１ 日本造機株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷ－１０ 平成16年3月8日
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ＮＷ－１５Ａ－２ 日本造機株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷ－１５Ａ 平成16年3月8日
ＮＷ－２０－１ 日本造機株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷ－２０ 平成16年3月8日
ＮＷ－２５－１ 日本造機株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷ－２５ 平成16年3月8日
ＮＷ－４０－１ 日本造機株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷ－４０ 平成16年3月8日
ＧＭＣ－Ｃ５・ＧＭＴ－２
７－１

ジーエムいちはら工業
株式会社

大型化学高所放水車 ＧＭＣ－Ｃ５・ＧＭＴ－２７ 平成16年3月8日

ＤＬＫ２３－１２－ＧＬＣＣ
－１

近鉄モータース株式会
社

はしご付消防自動車 ＤＬＫ２３－１２－ＧＬＣＣ 平成16年3月15日

ＮＣＴ－５０－１ 株式会社野口ポンプ製
作所

泡原液搬送車 ＮＣＴ－５０ 平成16年3月15日

ＫＣ－Ｐ１－１ 小池株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＫＣ－Ｐ１ 平成16年3月16日
ＫＣ－Ｐ２－１ 小池株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＫＣ－Ｐ２ 平成16年3月16日
ＮＣ－Ｐ２－１ 日本造機株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣ－Ｐ２ 平成16年3月16日
ＮＣ－Ｐ２－２ 日本造機株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣ－Ｐ２ 平成16年3月16日
ＹＳＷ－１５－１ 株式会社ネイチャー 水槽付消防ポンプ自動車 ＹＳＷ－１５ 平成16年3月16日
ＫＴ－１５－１ 小池株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＫＴ－１５ 平成16年3月16日
ＫＴ－２０－１ 小池株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＫＴ－２０ 平成16年3月16日
ＫＴ－２５－１ 小池株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＫＴ－２５ 平成16年3月16日
ＫＴ－３０－１ 小池株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＫＴ－３０ 平成16年3月16日
ＤＬＫ３０ＧＬＣＣ－２ 近鉄モータース株式会

社
はしご付消防自動車 ＤＬＫ３０ＧＬＣＣ 平成16年3月17日

ＮＤＴ－１０－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１０ 平成16年3月17日

ＮＬ４０５ＨＲ－Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 はしご付消防自動車 ＮＬ４０５ＨＲ－Ｂ 平成16年3月26日
ＭＣ－５Ａ－１ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車大Ⅱ

型
ＭＣ－５Ａ－１ 平成16年3月26日

ＭＬＥ３－１５－２ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＥ３－１５ 平成16年3月29日
ＭＬＦ５－３０－２ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－３０ 平成16年3月29日
ＭＬＦ５－３５－２ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－３５ 平成16年3月29日
ＭＬＦ５－４０－２ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－４０ 平成16年3月29日
ＭＬＦ５－４０－３ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＦ５－４０ 平成16年3月29日
ＨＰＣ－１－１ 株式会社畠山ポンプ製

作所
化学消防ポンプ自動車 ＨＰＣ－１ 平成16年3月29日

ＨＰＣ－２－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

化学消防ポンプ自動車 ＨＰＣ－２ 平成16年3月29日

ＨＰＣ－３－１ 株式会社畠山ポンプ製
作所

化学消防ポンプ自動車 ＨＰＣ－３ 平成16年3月29日

ＭＳＡ２５－１ 株式会社モリタ 屈折はしご付消防ポンプ自
動車

ＭＳＡ２５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－１５－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－１５－２ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－１５－３ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－１５－４ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－１５－５ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－１５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２０－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２０－２ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２０－３ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２０－４ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２０－５ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２０－６ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２５－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－２５－２ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－２５ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－３０－２ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－３０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－４０－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－４０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－４０－２ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－４０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－４０－３ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－４０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－５０－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－５０ 平成16年3月29日

ＮＤＴ－８０－１ 日本ドライケミカル株式
会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＤＴ－８０ 平成16年3月29日

ＭＱＡ－２７－１ 株式会社モリタ 大型高所放水車 ＭＱＡ－２７ 平成16年3月29日
ＤＬＫ２３－１２－ＧＬＣＣ
－２

近鉄モータース株式会
社

はしご付消防自動車 ＤＬＫ２３－１２－ＧＬＣＣ 平成16年4月5日

ＩＰＷ－１５－１ 有限会社岩手ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＩＰＷ－１５ 平成16年4月5日

ＩＰＷ－２０－１ 有限会社岩手ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＩＰＷ－２０ 平成16年4月5日

ＩＰＣ－１－１ いわてポンプ株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＩＰＣ－１ 平成16年4月7日
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型式番号 依頼者 種別 型式 適合年月日
ＮＰＣ－１－１ 株式会社野口ポンプ製

作所
化学消防ポンプ自動車 ＮＰＣ－１ 平成16年4月9日

ＮＰＣ－２Ｂ－１ 株式会社野口ポンプ製
作所

化学消防ポンプ自動車 ＮＰＣ－２Ｂ 平成16年4月9日

ＮＣ－Ａ０１－１ 日本造機株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣ－Ａ０１ 平成16年4月9日
ＮＣ－Ｐ３－１ 日本造機株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣ－Ｐ３ 平成16年4月9日
ＮＰＷ－１０－１ 株式会社野口ポンプ製

作所
水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰＷ－１０ 平成16年4月9日

ＮＰＷ－１５－１ 株式会社野口ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰＷ－１５ 平成16年4月9日

ＮＰＷ－１５－２ 株式会社野口ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰＷ－１５ 平成16年4月9日

ＮＰＷ－２０－１ 株式会社野口ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰＷ－２０ 平成16年4月9日

ＮＰＷ－３０－１ 株式会社野口ポンプ製
作所

水槽付消防ポンプ自動車 ＮＰＷ－３０ 平成16年4月9日

ＮＤＣ－Ａ３－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ３ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ３－２ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ３ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ３－３ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ３ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ３－４ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ３ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ３－５ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ３ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５－２ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５－３ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５－４ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５－５ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－２ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５Ｄ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－３ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５Ｄ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－４ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５Ｄ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－５ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５Ｄ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ５Ｄ－６ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ５Ｄ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ａ６Ｄ－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ａ６Ｄ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－２ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－３ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－４ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－５ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－６ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１－７ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年4月15日

ＮＤＣ－Ｐ１Ｄ－１ 日本ドライケミカル株式
会社

化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１Ｄ 平成16年4月15日

ＮＣＰ－２Ｄ－１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－２Ｄ 平成16年4月15日
ＮＷＴ－１５－１ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－１５ 平成16年4月15日
ＹＫＣ－１－１ 株式会社吉谷機械製作

所
化学消防ポンプ自動車 ＹＫＣ－１ 平成16年4月22日

ＹＫＣ－２－１ 株式会社吉谷機械製作
所

化学消防ポンプ自動車 ＹＫＣ－２ 平成16年4月22日

ＹＫＣ－２Ｂ－１ 株式会社吉谷機械製作
所

化学消防ポンプ自動車 ＹＫＣ－２Ｂ 平成16年4月22日

ＯＣ－２－１ 小川ポンプ工業株式会
社

化学消防ポンプ自動車 ＯＣ－２ 平成16年4月22日

ＯＣ－４－１ 小川ポンプ工業株式会
社

化学消防ポンプ自動車 ＯＣ－４ 平成16年4月22日

ＯＴ－１０－１ 小川ポンプ工業株式会
社

水槽付消防ポンプ自動車 ＯＴ－１０ 平成16年4月22日

ＯＴ－１５－１ 小川ポンプ工業株式会
社

水槽付消防ポンプ自動車 ＯＴ－１５ 平成16年4月22日

ＯＴ－２０－１ 小川ポンプ工業株式会
社

水槽付消防ポンプ自動車 ＯＴ－２０ 平成16年4月22日

ＯＴ－２５－１ 小川ポンプ工業株式会
社

水槽付消防ポンプ自動車 ＯＴ－２５ 平成16年4月22日
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ＯＴ－３０－１ 小川ポンプ工業株式会

社
水槽付消防ポンプ自動車 ＯＴ－３０ 平成16年4月22日

ＯＴ－４０－１ 小川ポンプ工業株式会
社

水槽付消防ポンプ自動車 ＯＴ－４０ 平成16年4月22日

ＯＲ－１－１ 小川ポンプ工業株式会
社

泡原液搬送車 ＯＲ－１ 平成16年4月22日

ＹＫＷ－１０－１ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－１０－２ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－１５－１ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１５ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－１５－２ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１５ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－１５－３ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１５ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－１５－４ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１５ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－２０－１ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－２０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－２０－２ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－２０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－２０－３ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－２０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－２０－４ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－２０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－２５－１ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－２５ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－２５－２ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－２５ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－３０－１ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－３０ 平成16年4月23日

ＹＫＷ－３０－２ 株式会社吉谷機械製作
所

水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－３０ 平成16年4月23日

ＴＳＷ－１５－１ 東急車輌製造株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＴＳＷ－１５ 平成16年4月23日
ＭＧ－５０－１ 株式会社モリタ 泡原液搬送車 ＭＧ－５０ 平成16年4月23日
ＴＧＬ－３５－１ 東急車輌製造株式会社 はしご付消防自動車 ＴＧＬ－３５ 平成16年5月11日
ＴＳＷ－６０Ｂ－１ 東急車輌製造株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＴＳＷ－６０Ｂ 平成16年5月11日
ＴＳＷ－８０－１ 東急車輌製造株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＴＳＷ－８０ 平成16年5月11日
ＭＴ－１５－１ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－１５ 平成16年5月14日
ＮＬ３０４ＨＳ－Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 はしご付消防ポンプ自動車 ＮＬ３０４ＨＳ－Ｂ 平成16年5月17日
ＮＬ３０４ＨＷ－Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 はしご付消防ポンプ自動車 ＮＬ３０４ＨＷ－Ｂ 平成16年5月17日
ＮＬ３０５ＨＫ－Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 はしご付消防ポンプ自動車 ＮＬ３０５ＨＫ－Ｂ 平成16年5月17日
ＴＥＣＰ－５Ａ－１ 帝国繊維株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＴＥＣＰ－５Ａ 平成16年5月21日
ＮＴ－１６ΣＢ－１ 日本機械工業株式会社 屈折はしご付消防ポンプ自

動車
ＮＴ－１６ΣＢ 平成16年5月21日

ＮＴ－２０Σ－１ 日本機械工業株式会社 屈折はしご付消防ポンプ自
動車

ＮＴ－２０Σ 平成16年5月21日

ＮＴ－２５Σ－１ 日本機械工業株式会社 屈折はしご付消防ポンプ自
動車

ＮＴ－２５Σ 平成16年5月21日

ＮＴ－２５ΣＡ－１ 日本機械工業株式会社 屈折はしご付消防ポンプ自
動車

ＮＴ－２５ΣＡ 平成16年5月21日

ＧＭＷ－１５－１ ジーエムいちはら工業
株式会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－１５ 平成16年5月28日

ＮＷＴ－１０－１ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－１０ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－１０－２ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－１０ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－１５－２ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－１５ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－２０－１ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－２０ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－２０－２ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－２０ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－２５－１ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－２５ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－２５－２ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－２５ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－３０－１ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－３０ 平成16年5月28日
ＮＷＴ－３０－２ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－３０ 平成16年5月28日
ＮＧ－５０－１ 日本機械工業株式会社 泡原液搬送車 ＮＧ－５０ 平成16年6月8日
ＭＣＥ－５－１ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣＥ－５ 平成16年6月17日
ＮＤＣ－Ｐ１－８ 日本ドライケミカル株式

会社
化学消防ポンプ自動車 ＮＤＣ－Ｐ１ 平成16年6月17日

ＮＣＰ－１Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－１Ｂ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－１Ｂ－２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－１Ｂ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－１Ｂ－３ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－１Ｂ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－２Ｃ－１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－２Ｃ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－２Ｃ－２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－２Ｃ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－２Ｃ－３ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－２Ｃ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－２Ｄ－２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－２Ｄ 平成16年6月17日
ＮＣＰ－２Ｄ－３ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＰ－２Ｄ 平成16年6月17日
ＭＴ－１５－２ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－１５ 平成16年6月17日
ＮＧ－４０－１ 日本機械工業株式会社 泡原液搬送車 ＮＧ－４０ 平成16年6月18日
ＮＧ－６０－１ 日本機械工業株式会社 泡原液搬送車 ＮＧ－６０ 平成16年6月18日
ＭＣ－Ｓ５Ｅ－１ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣ－Ｓ５Ｅ 平成16年6月21日
ＭＣ－Ｓ５Ｇ－１ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣ－Ｓ５Ｇ 平成16年6月21日
ＭＣ－Ｓ５Ｈ－１ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣ－Ｓ５Ｈ 平成16年6月21日
ＭＳＡ２０－１ 株式会社モリタ 屈折はしご付消防ポンプ自

動車
ＭＳＡ２０ 平成16年6月23日

ＭＳＡ－２５Ｋ－１ 株式会社モリタ 大型高所放水車 ＭＳＡ－２５Ｋ 平成16年6月23日
ＮＣＡ－３Ｊ－１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日



5/10

型式番号 依頼者 種別 型式 適合年月日
ＮＣＡ－３Ｊ－２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－３Ｊ－３ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－３Ｊ－４ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－３Ｊ－５ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－３Ｊ－６ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－３Ｊ－７ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－３Ｊ－８ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－３Ｊ 平成16年7月6日
ＮＣＡ－４Ｊ－１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－３ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－４ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－５ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－６ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－７ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＮＣＡ－４Ｊ－８ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－４Ｊ 平成16年7月27日
ＭＣＥ－５－２ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣＥ－５ 平成16年7月28日
ＮＣＡ－５Ｊ－１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－１０ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－１１ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－１２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－２ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－３ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－４ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－５ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－６ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－７ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－８ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＮＣＡ－５Ｊ－９ 日本機械工業株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＮＣＡ－５Ｊ 平成16年8月3日
ＧＭＣ－Ｃ３－１ ジーエムいちはら工業

株式会社
化学消防ポンプ自動車 ＧＭＣ－Ｃ３ 平成16年8月19日

ＴＥＣＰ－５Ｂ－１ 帝国繊維株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＴＥＣＰ－５Ｂ 平成16年8月19日
ＭＱＡ２２・ＭＣＥ－５－ 株式会社モリタ 大型化学高所放水車 ＭＱＡ２２・ＭＣＥ－５ 平成16年8月19日
ＭＴ－２０－１ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－２０ 平成16年9月1日
ＭＧ－４０－１ 株式会社モリタ 泡原液搬送車 ＭＧ－４０ 平成16年9月1日
ＧＭＷ－１５－２ ジーエムいちはら工業

株式会社
水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－１５ 平成16年9月6日

ＭＣＥ－５－３ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣＥ－５ 平成16年9月9日
ＮＤＭ２２・ＮＤＣ－Ｍ５
－１

日本ドライケミカル株式
会社

大型化学高所放水車 ＮＤＭ２２・ＮＤＣ－Ｍ５ 平成16年9月9日

ＭＴ－８０－１ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－８０ 平成16年9月14日
ＭＴ－１５－３ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－１５ 平成16年9月21日
ＭＱＡ２２・ＭＣＥ－５－ 株式会社モリタ 大型化学高所放水車 ＭＱＡ２２・ＭＣＥ－５ 平成16年9月22日
ＮＷＴ－８０－１ 日本機械工業株式会社 水槽付消防ポンプ自動車 ＮＷＴ－８０ 平成16年10月13日
ＭＣ－２－１ 株式会社モリタ 化学消防ポンプ自動車 ＭＣ－２ 平成16年10月18日
ＭＱＡ２２・ＭＣＥ－５－ 株式会社モリタ 大型化学高所放水車 ＭＱＡ２２・ＭＣＥ－５ 平成16年10月18日
ＧＭＷ－１５－３ ジーエムいちはら工業

株式会社
水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－１５ 平成16年11月2日

ＧＭＷ－２０－１ ジーエムいちはら工業
株式会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－２０ 平成16年11月4日

ＹＫＣ－２－２ 株式会社吉谷機械製作
所

化学消防ポンプ自動車 ＹＫＣ－２ 平成16年11月5日

ＧＭＷ－１５－４ ジーエムいちはら工業
株式会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－１５ 平成16年11月5日

ＴＣ－５ＳＰ－１ 東急車輌製造株式会社 化学消防ポンプ自動車 ＴＣ－５ＳＰ 平成16年11月9日
ＹＫＷ－１５－５ 株式会社吉谷機械製作

所
水槽付消防ポンプ自動車 ＹＫＷ－１５ 平成16年11月9日

ＭＴ－１０－１ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－１０ 平成16年11月24日
ＭＴ－１５－４ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－１５ 平成16年11月24日
ＭＴ－５０－１ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－５０ 平成16年11月24日
ＮＬ３５５ＨＫＷ－Ｂ－１ 日本機械工業株式会社 はしご付消防ポンプ自動車 ＮＬ３５５ＨＫＷ－Ｂ 平成16年12月2日
ＭＬＥ３－１５－３ 株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 ＭＬＥ３－１５ 平成16年12月3日
ＧＣＰ－２－１ ジーエムいちはら工業

株式会社
化学消防ポンプ自動車 ＧＣＰ－２ 平成16年12月3日

ＭＴ－２０－２ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－２０ 平成16年12月3日
ＭＴ－３０－１ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－３０ 平成16年12月3日
ＭＴ－１５－５ 株式会社モリタ 水槽付消防ポンプ自動車 ＭＴ－１５ 平成16年12月7日
ＭＧ－６０－１ 株式会社モリタ 泡原液搬送車 ＭＧ－６０ 平成16年12月17日
ＧＣＰ－２－２ ジーエムいちはら工業

株式会社
化学消防ポンプ自動車 ＧＣＰ－２ 平成16年12月24日

ＧＭＷ－１０－１ ジーエムいちはら工業
株式会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－１０ 平成16年12月24日

ＧＭＷ－１５－５ ジーエムいちはら工業
株式会社

水槽付消防ポンプ自動車 ＧＭＷ－１５ 平成16年12月24日
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