
平成14年3月～平成16年7月

申請者 種別 型式 評定番号 承認日 申請種別
パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 R型 BM-305 AR-01-257 平成14年3月30日 軽補正

ホーチキ(株) 連動制御器 R型 HRN-AAS□FGA AR-01-181 平成14年5月8日 軽補正

ホーチキ(株) 連動制御器 R型 HRI-A□□□FGA AR-01-215 平成14年5月8日 軽補正

ホーチキ(株) 連動制御器 HRM-AA□ AR-02-1 平成14年5月8日 型式承認
パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 BM-114 A-02-2 平成14年5月8日 型式承認

ニッケイ(株) 自動閉鎖装置 N-78BD,N-78BND C-02-1 平成14年5月8日 型式承認

ニッタン(株) 自動閉鎖装置
NSS-DL-3D,
NSS-DL-3ND

C-02-2 平成14年5月8日 型式承認

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-A III C-02-3 平成14年5月8日 型式承認

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-SGH15 C-02-4 平成14年5月8日 型式承認

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-P-380 C-01-143-1 平成14年5月8日 型式承認

三和シャッター工業(株)
危害防止用
連動中継器

IR-45 D-02-1 平成14年5月8日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-108 C-02-5 平成14年5月8日 型式承認

リョービ(株) 自動閉鎖装置 FMR-EV C-02-6 平成14年7月10日 型式承認
パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 R型 BM-306 AR-02-3 平成14年7月10日 型式承認

パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 R型 BM-305 AR-01-257 平成14年7月10日 軽補正

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-808 C-02-7 平成14年7月10日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-921 C-02-8 平成14年7月10日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 EMY-242 C-02-9 平成14年7月10日 型式承認

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 ERT C-02-10 平成14年7月10日 型式承認

ニッケイ(株) 自動閉鎖装置 N-64D C-02-11 平成14年10月2日 型式承認

ニッケイ(株) 自動閉鎖装置 N-64DH. N-64DH01 C-02-12 平成14年10月2日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 R型 FCRG034MS AR-02-5 平成14年10月2日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 P型 SAP028P A-02-6 平成14年10月2日 型式承認

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-SS15 C-02-13 平成14年10月2日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-25S C-02-14 平成14年10月2日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-40M C-02-15 平成14年10月2日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MSA-60/120 C-02-16 平成14年10月2日 型式承認

文化シャッター(株)
危害防止用
連動中継器

SRB-1S D-02-2 平成14年10月2日 型式承認

ニッタン(株) 連動制御器 P型 1PQ0-BT A-02-4 平成14年10月2日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 P型 FCSJ101 A-02-7 平成15年1月22日 型式承認

リョービ(株) 自動閉鎖装置 FMC-CO□□□ C-03-1 平成15年4月15日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 R型 HCRJ001 AR-03-1 平成15年4月15日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 EA-40A C-03-2 平成15年4月15日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 EA-60A C-03-3 平成15年4月15日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 EM-40E C-03-4 平成15年4月15日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 EM-60E/120E C-03-5 平成15年4月15日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MA-60D C-03-6 平成15年4月15日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MA-120D C-03-7 平成15年4月15日 型式承認

ニッタン(株) 連動制御器 R型 RXN-500□B AR-03-3 平成15年7月2日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 R型 FCRG0□4MX AR-03-2 平成15年7月2日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 R型 FCRG094L AR-01-233 平成15年7月2日 軽補正

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-75SY C-03-8 平成15年7月2日 型式承認

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 MD-24E C-01-098 平成15年7月2日 軽補正

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 MD-24D C-01-092 平成15年7月2日 型式更新
パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 BM-115 A-03-4 平成15年10月1日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 P型 FCSJ101 A-02-7 平成15年10月1日 軽補正

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-75M C-03-9 平成15年10月1日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-220M C-03-10 平成15年10月1日 型式承認

新生精機(株) 自動閉鎖装置 A-220SY C-03-11 平成15年10月1日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MSA-60/120 C-02-16 平成15年10月1日 軽補正

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 ERT C-02-10 平成15年10月1日 軽補正

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SB D-03-1 平成16年2月4日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 R型 HCRJ001 AR-03-1 平成16年2月4日 軽補正

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MA-150D C-03-12 平成16年2月4日 型式承認



平成14年3月～平成16年7月

申請者 種別 型式 評定番号 承認日 申請種別

能美防災(株)
連動制御器 R型
分散型

FCRG094EXF.
FCRG094EXM

AR-03-6 平成16年2月4日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器 R型 HRN-AA□□FGA AR-03-5 平成16年2月4日 型式承認

沖電気防災(株)
連動制御器 R型
分散型

HBS520 AR-04-1 平成16年4月7日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器 R型 HRN-AA□□FGA AR-03-5 平成16年4月7日 軽補正

ニッタン(株) 連動制御器 P型 NSS-J-80WS A-01-128 平成16年4月7日 型式更新

ニッタン(株) 連動制御器 P型 NSS-80WS A-01-127 平成16年4月7日 型式更新

ニッタン(株) 連動中継器 NCER-1 B-01-11 平成16年4月7日 型式更新
パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

自動閉鎖装置 BM-211 C-04-1 平成16年4月7日 型式承認

ニッタン(株) 連動制御器 R型
RXN-61CB. 
RXN-J-6CB. 
RXN-J-61CB

AR-01-245 平成16年4月7日 軽補正

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-SGS C-01-138 平成16年6月8日 型式更新

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-S-400 C-01-78 平成16年6月8日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 連動制御器 CIC A-01-29 平成16年6月8日 型式更新

ホーチキ(株) 自動閉鎖装置 ARS-B201 C-01-97 平成16年6月9日 型式更新
パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

自動閉鎖装置 BM-208 C-01-96 平成16年6月9日 型式更新

パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 BT-303T AR-01-213 平成16年6月9日 型式更新

パナソニック電工(株)
(旧松下電工(株))

連動制御器 BM-112 A-01-260 平成16年6月9日 型式更新

ヤマトプロテック(株) 連動制御器 YRCP-EAW01 A-01-214 平成16年6月9日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器 R型分散 HRI-A□□□FGA AR-01-215 平成16年6月9日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器 FCSJ101 A-02-7 平成16年7月7日 軽補正

ニッタン(株) 連動制御器 1PM2-BT A-04-2 平成16年7月7日 型式承認


