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型式番号 依頼者 種別 型式 適合年月日
認評放第１４～１号 ホーチキ株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年1月25日
認評放第１４～２号 ホーチキ株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年1月25日
認評放第１４～３号 ホーチキ株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年1月25日
認評放第１４～４号 ホーチキ株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年1月25日
認評放第１４～５号 ホーチキ株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年1月25日
認評放第１４～６号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～７号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～８号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～９号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１０号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１１号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１２号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１３号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１４号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１５号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１６号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１７号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１８号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～１９号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２０号 能美防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２１号 株式会社カンノ製作所 遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２２号 株式会社カンノ製作所 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大８４０Ｗ 平成14年2月15日
認評放第１４～２３号 松下電工株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２４号 松下電工株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２５号 松下電工株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２６号 松下電工株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年2月15日
認評放第１４～２７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・

Ｌ級）、音響パワーレベル（９１ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～２８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９６ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～２９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～３０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響

パワーレベル（９５ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～３１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～３２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９５ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～３３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
５ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～３４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～３５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～３６号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９２ｄＢ） 平成14年3月4日
認評放第１４～３７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（１

００ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～３８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９３ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～３９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９３ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～４０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
１ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～４１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～４２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～４３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ

ベル（９６ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～４４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９７ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～４５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～４６号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～４７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～４８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～４９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー

レベル（９４ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～５０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・
Ｌ級）、音響パワーレベル（９１ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～５１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～５２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・

Ｌ級）、音響パワーレベル（９２ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～５３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～５４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～５５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～５６号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～５７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー

レベル（９４ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～５８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（３０Ｗ／６０Ｗ／１２０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９７ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～５９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（７．５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～６０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～６１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～６２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（１０３ｄ

Ｂ）
平成14年3月4日
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認評放第１４～６３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（１０２ｄ

Ｂ）
平成14年3月4日

認評放第１４～６４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（１０４ｄ
Ｂ）

平成14年3月4日

認評放第１４～６５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～６６号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～６７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～６８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９５ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～６９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９２ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～７０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～７１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９１ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～７２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９２ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～７３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９１ｄＢ） 平成14年3月4日
認評放第１４～７４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ

ベル（９５ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～７５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～７６号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～７７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～７８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月4日
認評放第１４～７９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ

ベル（１０６ｄＢ）
平成14年3月4日

認評放第１４～８０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０７ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響
パワーレベル（１０７ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ／４０Ｗ／８０Ｗ・Ｌ
級）

平成14年3月4日

認評放第１４～８３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響
パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８６号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８７号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１０４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８８号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１０４ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～８９号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９０号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９１号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１５Ｗ／３０Ｗ／５０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー ホーン型（１５Ｗ／３０Ｗ／５０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９２ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９４号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９１ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９５号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９７ｄＢ）

平成14年3月4日

認評放第１４～９６号 ボーズ株式会社 スピーカー コーン型（４Ｗ・Ｍ級、８Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月7日
認評放第１４～９７号 ボーズ株式会社 スピーカー コーン型（４Ｗ・Ｍ級、８Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月7日
認評放第１４～９８号 ボーズ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／６Ｗ／１２Ｗ／１７Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月7日
認評放第１４～９９号 ボーズ株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／４Ｗ／８Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月7日
認評放第１４～１００号 ボーズ株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／４Ｗ／８Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月7日
認評放第１４～１０１号 ボーズ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／６Ｗ／１２Ｗ／１７Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月7日
認評放第１４～１０２号 株式会社テイ・アイ・シ

イ・シチズン
スピーカー コーン型（３．５Ｗ・Ｌ級） 平成14年3月12日

認評放第１４～１０３号 アイホン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年3月15日
認評放第１４～１０４号 アイホン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年3月15日
認評放第１４～１０５号 アイホン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年3月15日
認評放第１４～１０６号 日本電音株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー

レベル（９７ｄＢ）
平成14年3月27日

認評放第１４～１０７号 日本電音株式会社 スピーカー 複合型（７．５Ｗ／１５Ｗ／２５Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９３ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１０８号 日本電音株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／７．５Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９３ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１０９号 日本電音株式会社 スピーカー 複合型（３Ｗ／５Ｗ／７．５Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響
パワーレベル（９８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１０号 日本電音株式会社 スピーカー 複合型（７．５Ｗ／１５Ｗ／２５Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９２ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１１号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（９８ｄＢ）

平成14年3月27日
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認評放第１４～１１２号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（７．５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、

音響パワーレベル（９８ｄＢ）
平成14年3月27日

認評放第１４～１１３号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９５ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１４号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９５ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１５号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９５ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１６号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９３ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１７号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２０Ｗ／３０Ｗ／４０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９６ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１８号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２．５Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（９６ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１１９号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／２０Ｗ／４０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９４ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２０号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９９ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２１号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２０Ｗ／４０Ｗ／８０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９７ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２２号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９７ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２３号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ・Ｍ級、５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９３ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２４号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９４ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２５号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９６ｄＢ） 平成14年3月27日
認評放第１４～１２６号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９

７ｄＢ）
平成14年3月27日

認評放第１４～１２７号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
７ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２８号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１２９号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３０号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２．５Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９７ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３１号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２．５Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９６ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３２号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
５ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３３号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３４号 日本電音株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
６ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３５号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９７ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３６号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９７ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３７号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９９ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３８号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（１０５ｄ
Ｂ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１３９号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／７．５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０４ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４０号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４１号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（１０５ｄ
Ｂ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４２号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／２．５Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１０９ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４３号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（２．５Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１１０ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４４号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１１０ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４５号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１１０ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４６号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１１０ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４７号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（２．５Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１１０ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４８号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／７．５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１４９号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ／２５Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１５０号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（１０Ｗ／２０Ｗ／２５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１５１号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（２０Ｗ／２５Ｗ／３０Ｗ／３５Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１５２号 日本電音株式会社 スピーカー ホーン型（３０Ｗ／３５Ｗ／４０Ｗ／５０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（１０８ｄＢ）

平成14年3月27日

認評放第１４～１５３号 日本電音株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１０４４０Ｗ 平成14年3月27日
認評放第１４～１５４号 日本電音株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年3月27日
認評放第１４～１５５号 日本電音株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１０４４０Ｗ 平成14年3月27日
認評放第１４～１５６号 日本電音株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大８６０Ｗ 平成14年3月27日
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認評放第１４～１５７号 日本電音株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年3月27日
認評放第１４～１５８号 株式会社カンノ製作所 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年3月27日
認評放第１４～１５９号 株式会社カンノ製作所 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１９２０Ｗ 平成14年3月27日
認評放第１４～１６０号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６１号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６２号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６３号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６４号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６５号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６６号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６７号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（０．５Ｗ・Ｓ級、１Ｗ・Ｍ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６８号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１６９号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１７０号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／２．５Ｗ／５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１７１号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（２．５Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１７２号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１７３号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１７４号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１７５号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ

ベル（９６ｄＢ）
平成14年4月4日

認評放第１４～１７６号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９５ｄＢ）

平成14年4月4日

認評放第１４～１７７号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（３Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９７ｄＢ）

平成14年4月4日

認評放第１４～１７８号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９７ｄＢ）

平成14年4月4日

認評放第１４～１７９号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８０号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８１号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（１０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８２号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８３号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８４号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８５号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ

ベル（９６．５ｄＢ）
平成14年4月4日

認評放第１４～１８６号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（１００ｄＢ）

平成14年4月4日

認評放第１４～１８７号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８８号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１８９号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９０号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９１号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９２号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９３号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９４号 日本ビクター株式会社 スピーカー 複合型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９５号 日本ビクター株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９６号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９７号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９

６ｄＢ）
平成14年4月4日

認評放第１４～１９８号 日本ビクター株式会社 スピーカー コーン型（７．５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月4日
認評放第１４～１９９号 日本ビクター株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１８００Ｗ 平成14年4月4日
認評放第１４～２００号 日本ビクター株式会社 増設用増幅器 ＡＣ１００Ｖ、最大１８００Ｗ 平成14年4月4日
認評放第１４～２０１号 日本ビクター株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月4日
認評放第１４～２０２号 日本ビクター株式会社 遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月4日
認評放第１４～２０３号 日本ビクター株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月4日
認評放第１４～２０４号 日本ビクター株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大３６０Ｗ 平成14年4月4日
認評放第１４～２０５号 日本ビクター株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月4日
認評放第１４～２０６号 ＴＯＡ株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１０８０Ｗ 平成14年4月17日
認評放第１４～２０７号 ＴＯＡ株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大３６０Ｗ 平成14年4月17日
認評放第１４～２０８号 ＴＯＡ株式会社 増設用増幅器 ＡＣ１００Ｖ、最大１８００Ｗ 平成14年4月17日
認評放第１４～２０９号 ＴＯＡ株式会社 遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月17日
認評放第１４～２１０号 ＴＯＡ株式会社 遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月17日
認評放第１４～２１１号 ＴＯＡ株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月17日
認評放第１４～２１２号 ＴＯＡ株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月17日
認評放第１４～２１３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響

パワーレベル（ミュージックモード８７ｄＢ、アナウン
スモード９７ｄＢ、ローアッテネーションモード８８ｄ
Ｂ、ローカットモード８８ｄＢ）

平成14年4月17日

認評放第１４～２１４号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９３ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２１５号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
３ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２１６号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
４ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２１７号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
４ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２１８号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（２．５Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９４ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２１９号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（１Ｗ／２．５Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響
パワーレベル（９７ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２０号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
６ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２１号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（２Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
７ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２２号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
５ｄＢ）

平成14年4月23日
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認評放第１４～２２３号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９５ｄＢ） 平成14年4月23日
認評放第１４～２２４号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（０．５Ｗ・Ｍ級、１Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、

音響パワーレベル（９５ｄＢ）
平成14年4月23日

認評放第１４～２２５号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
６ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２６号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
７ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２７号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
７ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２８号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９１ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２２９号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（８７ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３０号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９０ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３１号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（９３ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３２号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音
響パワーレベル（９０ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３３号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（８９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３４号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（８９．８ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３５号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー コーン型（３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９６．３ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３６号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９６ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３７号 松下電器産業株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３８号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２３９号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４０号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４１号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４２号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４３号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１５Ｗ／３０Ｗ／５０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４４号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１５Ｗ／３０Ｗ／５０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４５号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４６号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９６ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４７号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー ホーン型（１０Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（９９ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４８号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー 複合型（５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
５ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２４９号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー 複合型（１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９５ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２５０号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル
（９５ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２５１号 松下電器産業株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大３６０Ｗ 平成14年4月23日
認評放第１４～２５２号 松下電器産業株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月23日
認評放第１４～２５３号 松下電器産業株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１２０Ｗ 平成14年4月23日
認評放第１４～２５４号 パナソニックシステム

ネットワークス株式会社
増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大２４００Ｗ 平成14年4月23日

認評放第１４～２５５号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大３７２０Ｗ 平成14年4月23日

認評放第１４～２５６号 松下電器産業株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１５３６０Ｗ 平成14年4月23日
認評放第１４～２５７号 パナソニックシステム

ネットワークス株式会社
増設用増幅器 ＡＣ１００Ｖ、最大１６８０Ｗ 平成14年4月23日

認評放第１４～２５８号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

増設用増幅器 ＡＣ１００Ｖ、最大２４００Ｗ 平成14年4月23日

認評放第１４～２５９号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月23日

認評放第１４～２６０号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月23日

認評放第１４～２６１号 パナソニックシステム
ネットワークス株式会社

遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月23日

認評放第１４～２６２号 株式会社エルシー電機 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月23日
認評放第１４～２６３号 株式会社エルシー電機 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月23日
認評放第１４～２６４号 日本電音株式会社 スピーカー 複合型（１５Ｗ／３０Ｗ／６０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー

レベル（９４ｄＢ）
平成14年4月23日

認評放第１４～２６５号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｍ級、３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベ
ル（９３ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２６６号 松下電器産業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
３ｄＢ）

平成14年4月23日

認評放第１４～２６７号 ニッタン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月23日
認評放第１４～２６８号 ニッタン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月23日
認評放第１４～２６９号 ニッタン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月23日
認評放第１４～２７０号 ニッタン株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月23日
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型式番号 依頼者 種別 型式 適合年月日
認評放第１４～２７１号 株式会社エミック スピーカー コーン型（３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月23日
認評放第１４～２７２号 株式会社エミック スピーカー コーン型（３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月23日
認評放第１４～２７３号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２７４号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２７５号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２７６号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
７ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２７７号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
８ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２７８号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
８ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２７９号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（３Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２８０号 東芝ライテック株式会社 スピーカー 複合型（７．５Ｗ／１５Ｗ／２５Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２８１号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９４ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８２号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
８ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８３号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
７ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８４号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ／６Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９６ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８５号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレベル（９
４ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８６号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／２．５Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１０９ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８７号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（１Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９８ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８８号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（２．５Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１１０ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２８９号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（２Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（９９ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２９０号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１１０ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２９１号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（９９ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２９２号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（５Ｗ／１０Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級）、音響パワー
レベル（１１０ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２９３号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１１０ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２９４号 東芝ライテック株式会社 スピーカー ホーン型（１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１００ｄＢ）

平成14年4月24日

認評放第１４～２９５号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（２Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２９６号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（７．５Ｗ／１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２９７号 東芝ライテック株式会社 スピーカー コーン型（１０Ｗ／１５Ｗ／２０Ｗ／３０Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日

認評放第１４～２９８号 東芝ライテック株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大３０００Ｗ 平成14年4月24日

認評放第１４～２９９号 東芝ライテック株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大３３６０Ｗ 平成14年4月24日

認評放第１４～３００号 東芝ライテック株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大２４０Ｗ 平成14年4月24日

認評放第１４～３０１号 東芝ライテック株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大９６０Ｗ 平成14年4月24日

認評放第１４～３０２号 東芝ライテック株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月24日

認評放第１４～３０３号 東芝ライテック株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月24日

認評放第１４～３０４号 東芝ライテック株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年4月24日

認評放第１４～３０５号 東芝ライテック株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月24日

認評放第１４～３０６号 ジャトー株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年4月24日
認評放第１４～３０７号 沖電気防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月24日
認評放第１４～３０８号 沖電気防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月24日
認評放第１４～３０９号 沖電気防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月24日
認評放第１４～３１０号 沖電気防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月24日
認評放第１４～３１１号 沖電気防災株式会社 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年4月24日
認評放第１４～３１２号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（３Ｗ・Ｓ級、６Ｗ／１２Ｗ・Ｍ級）、音響パ

ワーレベル（８６ｄＢ）
平成14年5月10日

認評放第１４～３１３号 ＴＯＡ株式会社 スピーカー 複合型（３Ｗ・Ｍ級、６Ｗ／１２Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（８９ｄＢ）

平成14年5月10日

認評放第１４～３１４号 松下電工株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３１５号 松下電工株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３１６号 近畿通信工業株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１０８０Ｗ 平成14年5月10日
認評放第１４～３１７号 近畿通信工業株式会社 増設用増幅器 ＡＣ１００Ｖ、最大１８００Ｗ 平成14年5月10日
認評放第１４～３１８号 近畿通信工業株式会社 遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ 平成14年5月10日
認評放第１４～３１９号 近畿通信工業株式会社 遠隔操作器 ＤＣ２４Ｖ 平成14年5月10日
認評放第１４～３２０号 渡辺音器工業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
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認評放第１４～３２１号 渡辺音器工業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３２２号 渡辺音器工業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３２３号 渡辺音器工業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３２４号 渡辺音器工業株式会社 スピーカー コーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３２５号 株式会社ナスカ スピーカー コーン型（１Ｗ／３Ｗ・Ｍ級） 平成14年5月10日
認評放第１４～３２６号 株式会社日立製作所 非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年5月10日
認評放第１４～３２７号 株式会社ノボル電機製

作所
スピーカー ホーン型（２．５Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ

ワーレベル（１０４ｄＢ）
平成14年5月10日

認評放第１４～３２８号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（５Ｗ／７．５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０４ｄＢ）

平成14年5月10日

認評放第１４～３２９号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（１Ｗ／２Ｗ／４Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（１０４ｄＢ）

平成14年5月10日

認評放第１４～３３０号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（１Ｗ／２Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パワーレ
ベル（１０４ｄＢ）

平成14年5月10日

認評放第１４～３３１号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（５Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日

認評放第１４～３３２号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ／５Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０５ｄＢ）

平成14年5月10日

認評放第１４～３３３号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（２Ｗ／３Ｗ／５Ｗ／１０Ｗ・Ｌ級）、音響パ
ワーレベル（１０６ｄＢ）

平成14年5月10日

認評放第１４～３３４号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日

認評放第１４～３３５号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー コーン型（１Ｗ／２Ｗ／３Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日

認評放第１４～３３６号 株式会社ノボル電機製
作所

スピーカー ホーン型（１Ｗ・Ｌ級） 平成14年5月10日

認評放第１４～３３７号 光音電波株式会社 増幅器及び操作部 ＡＣ１００Ｖ、最大１０８０Ｗ 平成14年5月14日
認評放第１４～３３８号 光音電波株式会社 増設用増幅器 ＡＣ１００Ｖ、最大１８００Ｗ 平成14年5月14日
認評放第１４～３３９号 光音電波株式会社 遠隔操作器 ＡＣ１００Ｖ 平成14年5月14日
認評放第１４～３４０号 ヤマハ株式会社 スピーカー コーン型（３．８Ｗ／７．５Ｗ／１１．３Ｗ／１５Ｗ・Ｌ

級）
平成14年5月14日

認評放第１４～３４１号 新世株式会社 スピーカー セラミック型（３Ｗ・Ｓ級）、音響パワーレベル（８６ｄ
Ｂ）

平成14年8月7日

認評放第１４～３４２号 株式会社日立コミュニ
ケーションテクノロジー

非常電話 ＡＣ１００Ｖ 平成14年12月27日


	hijyokeiho_H14

