
平成16年8月～平成18年10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 P型 FCSG128P A-01-261 平成16年9月8日 型式更新

ニッタン(株) 連動制御器 P型 1PF2-nWSl A-01-134 平成16年9月8日 型式更新

ニッケイ(株) 自動閉鎖装置 N-78B. N-78BN C-01-120 平成16年9月8日 型式更新

ニッタン(株) 連動制御器 P型 1PF2-J-nWSl A-01-135 平成16年9月8日 型式更新

ニッタン(株) 連動制御器 P型 NSS-80UT A-01-165 平成16年9月8日 型式更新

ニッタン(株) 連動制御器 P型 NSS-32T1. NSS-32T2A-01-164 平成16年9月8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 P型 BM-102SF A-01-32 平成16年9月8日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器 R型 RX200 AR-01-264 平成16年9月8日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器R型分散型 HRK-AD□□FGA AR-01-262 平成16年9月8日 型式更新

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 MD-24B C-01-47 平成16年9月17日 型式更新

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 SOH-24 C-01-50 平成16年9月17日 型式更新

(株)文明シャッター 自動閉鎖装置 NBエレクトロ24E C-01-119 平成16年9月17日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 連動制御器 WIC-n A-01-34 平成16年9月17日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 SA-808 C-01-153 平成16年9月17日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 BKUD2ARLPD C-01-152 平成16年9月17日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 BKU2D075APD C-01-151 平成16年9月17日 型式更新

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 MD-24E C-01-98 平成16年9月17日 型式更新

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-D-400 C-01-54 平成16年9月17日 型式更新

小俣シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 X-3 C-01-45 平成16年9月17日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 BKU2D015APD C-01-150 平成16年9月17日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器R型分散型 FCRG0□4MXA AR-04-3 平成16年10月6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16年10月6日 軽補正

リョ－ビ(株) 自動閉鎖装置 SWST-REL01-R/L C-04-2 平成16年10月6日 型式承認

シブタニ(株) 自動閉鎖装置 SB-550 C-01-149 平成16年11月26日 型式更新

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-D-B C-01-95 平成16年12月10日 軽補正

能美防災(株) 自動閉鎖装置 SLD059 C-01-79 平成17年1月12日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器 P型 SAS018-I. SAS058 A-01-110 平成17年1月12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 P型 BM-111S A-01-166 平成17年1月12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 P型 BM-111T A-01-167 平成17年1月12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 P型 BM-113 A-01-255 平成17年1月12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-210 C-01-154 平成17年1月12日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器 P型 HBP134 A-01-266 平成17年1月12日 型式更新

シブタニ(株) 自動閉鎖装置 SB-550 C-01-149 平成17年1月12日 型式更新

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MSA-150 C-04-3 平成17年2月22日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器R型分散型 HRO-A□S510FGA AR-04-4 平成17年2月22日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 P型 FCS128. FCS168 A-01-229 平成17年3月9日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器 P型 FXS129. FCS169 A-01-230 平成17年3月9日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器 R型  FCR/FCRG034S. FCRAR-01-231 平成17年3月9日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器 R型 FCRG094L AR-01-233 平成17年3月9日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器 P型  RCQ-AAW□. RCQ-A A-01-227 平成17年3月9日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器 P型  HAQ-AAW□. HAQ-AAA-01-226 平成17年3月9日 型式更新

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SC(M) D-05-1 平成17年4月13日 型式承認

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SC(T) D-05-2 平成17年4月13日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器 P型  RCQ-AAW□.RCQ-AAA-01-227 平成17年4月12日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器 P型  HAQ-AAW□. HAQ-AAA-01-226 平成17年4月12日 型式更新

能美防災(株) 連動中継器 STL055 B-01-16 平成17年4月12日 型式更新

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SC(M) D-05-1 平成17年4月13日 型式承認

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SC(T) D-05-2 平成17年4月13日 型式承認

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 DSO-F1B C-01-100 平成17年5月18日 型式更新

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 DSO-F3C C-01-140 平成17年5月18日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 BKUD2APD C-01-108 平成17年5月18日 型式更新

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 BKUD2ARAPD C-01-109 平成17年5月18日 型式更新

東鋼シャッター(株) 自動閉鎖装置 TA-808 C-01-62 平成17年5月18日 型式更新

文化シャッター(株) 連動制御器 SCB-1SB A-01-168 平成17年5月18日 型式更新

文化シャッター(株) 連動制御器 SCB-1SB A-01-168 平成17年6月23日 軽補正

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17年6月23日 軽補正



平成16年8月～平成18年10月

申請者 種別 型式 評定番号 承認日 申請種別
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17年6月23日 軽補正

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SC(M) D-05-1 平成17年6月23日 軽補正

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SC(T) D-05-2 平成17年6月23日 軽補正

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 DMOA C-05-1 平成17年7月6日 型式承認

トステム鈴木シャッター(株) 自動閉鎖装置 KB-ER C-05-2 平成17年7月6日 型式承認

トステム鈴木シャッター(株) 危害防止用連動中継器 KB-C D-05-3 平成17年7月6日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 P型 SASJ001 A-05-1 平成17年7月6日 型式承認

ホーチキ(株) 自動閉鎖装置 ARS-B104 C-01-128 平成17年9月7日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器 HLD911 A-01-234 平成17年9月7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17年9月22日 軽補正

ニッタン(株) 連動制御器 R型 RXN-410 AR-05-2 平成17年10月4日 型式承認

ニッタン(株) 連動制御器 R型 RXN-510 AR-05-3 平成17年10月4日 型式承認

ニッタン(株) 連動制御器 R型 RXN-610 AR-05-4 平成17年10月4日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 SATJ001 A-05-5 平成17年10月4日 型式承認

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-N-W C-05-3 平成17年10月4日 型式承認

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-N C-05-4 平成17年10月4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 IRN-1H D-05-4 平成17年10月4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 IRN-1 D-05-5 平成17年10月4日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MCA-60 C-05-5 平成17年10月4日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MCA-120 C-05-6 平成17年10月4日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MCA-150 C-05-7 平成17年10月4日 型式承認

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SD(M) D-05-6 平成17年10月4日 型式承認

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SD(T) D-05-7 平成17年10月4日 型式承認

リョービ(株) 自動閉鎖装置  FMR-01/FMR-02/FM C-01-127 平成17年10月25日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器 SAP023/SAP063 A-01-156 平成18年1月11日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器 HBP123AE A-01-176 平成18年1月11日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器 HBP123BE A-01-176 平成18年1月11日 型式更新

沖電気防災(株) 自動閉鎖装置 HYK901EX C-01-130 平成18年1月11日 型式更新

沖電気防災(株) 自動閉鎖装置 HYK902FX C-01-131 平成18年1月11日 型式更新

沖電気防災(株) 連動中継器 HYK903FX B-01-18 平成18年1月11日 型式更新

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18年1月19日 軽補正

ニッタン(株) 連動制御器 NSS-33S□□ A-05-6 平成18年2月14日 型式承認

沖電気防災(株) 連動制御器 HLD912 A-05-7 平成18年2月14日 型式承認

ホーチキ(株) 自動閉鎖装置 ARS-B104 C-01-128 平成18年2月14日 軽補正

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 CDA-40□ C-05-8 平成18年2月14日 型式承認

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 DMOB C-05-9 平成18年2月14日 型式承認

三和シャッター工業(株) 連動制御器 IC-B-1H A-05-8 平成18年2月14日 型式承認

東洋シャッター(株) 危害防止用連動中継器 KC-S D-05-8 平成18年2月14日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器   RCJ-Ewn.RCJ-Eun. RA-01-77 平成18年3月17日 型式変更

ホーチキ(株) 連動中継器 ART-A400 B-01-17 平成18年3月17日 型式更新

ヤマトプロテック(株) ヤマトプロテック YARS-B104 C-01-129 平成18年3月17日 型式更新

東洋シャッター(株) 危害防止用連動中継器 KC-S D-05-8 平成18年4月21日 軽補正

ホーチキ(株) 連動制御器 HRN-AB□□FGA AR-06-1 平成18年4月21日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器 HRP-AAW255FA-□ AR-06-2 平成18年4月21日 型式承認

三和シャッター工業(株) 連動制御器 ICH-S A-06-3 平成18年4月21日 型式承認

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MCA-60 C-05-5 平成18年4月21日 軽補正

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MCA-120 C-05-6 平成18年4月21日 軽補正

文化シャッター(株) 自動閉鎖装置 MCA-150 C-05-7 平成18年4月21日 軽補正

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器 SRB-1SD(T) D-05-7 平成18年4月21日 軽補正

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 DMOA C-05-1 平成18年4月21日 軽補正

東洋シャッター(株) 自動閉鎖装置 DMOB C-05-9 平成18年4月21日 軽補正

日信防災(株) 連動制御器 BSASJ001 A-06-4 平成18年7月24日 型式承認

日本ドアチェック製造(株) 自動閉鎖装置 D-24-5 C-06-1 平成18年7月24日 型式承認

リョービ(株) 自動閉鎖装置  MHO-REL02-□. MHOC-06-2 平成18年7月24日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器 SAP022. SAP062 A-01-161 平成18年7月24日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器 HBP128 A-01-242 平成18年7月24日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器  HAP-EAW□. HAP-EAA-01-243 平成18年7月24日 型式更新

ニッタン(株) 連動制御器 RXN-61CB. RXN-6EBAR-01-245 平成18年7月24日 型式更新

ニッケイ(株) 自動閉鎖装置 N-78C. N-78CN C-01-142 平成18年7月24日 型式更新

三和シャッター工業(株) 自動閉鎖装置 ER-D-B型 C-01-95 平成18年7月24日 型式更新



平成16年8月～平成18年10月

申請者 種別 型式 評定番号 承認日 申請種別
文化シャッター(株) 連動制御器 SCB-1SB型 A-01-168 平成18年7月24日 軽補正

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18年7月24日 軽補正

三和シャッター工業(株) 危害防止用連動中継器 IRN-1H D-05-4 平成18年7月24日 軽補正

三和シャッター工業(株) 危害防止用連動中継器 IRN-1 D-05-5 平成18年7月24日 軽補正

文化シャッター(株) 危害防止用連動中継器  SRB-1SD(M)型RCT-AD-05-6 平成18年7月24日 軽補正

ホーチキ(株) 連動制御器(操作盤)  RCT-AAU□型　RCT-A-06-5 平成18年10月4日 型式承認

ホーチキ(株) 連動制御器(操作盤)  HRO-A(D,E,F)S510FGAR-06-3 平成18年10月4日 型式承認

能美防災(株) 連動制御器(操作盤) FCRGJ001型 AR-06-4 平成18年10月4日 型式承認

文化シャッター(株)  自動閉鎖装置(防火シャッタMCA-60A型 C-06-3 平成18年10月4日 型式承認

文化シャッター(株)  自動閉鎖装置(防火シャッタMCＡ-120A型 C-06-4 平成18年10月4日 型式承認

文化シャッター(株)  自動閉鎖装置(防火シャッタMCA-150A型 C-06-5 平成18年10月4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(連動制御盤) BM-101型 A-01-14 平成18年10月4日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器(連動制御盤) SAP082型 A-01-162 平成18年10月4日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器(連動制御盤)  HAP-AAW□型HAPーA-01-193 平成18年10月4日 型式更新

ホーチキ(株) 連動制御器(連動制御盤)  RCP-AAW□型RCP-AA-01-194 平成18年10月4日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器(連動制御盤)  HLD909AE型HLD909AA-01-196 平成18年10月4日 型式更新

沖電気防災(株) 連動制御器(連動制御盤)  HLD910AE型HLD910AA-01-197 平成18年10月4日 型式更新

能美防災(株) 連動制御器(連動操作盤) FCS128S型 A-01-252 平成18年10月4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(連動操作盤) BM-304型 AR-01-251 平成18年10月4日 型式承認

沖電気防災(株) 連動制御器(連動操作盤) HBS516型 AR-01-256 平成18年10月4日 型式承認

ニッケイ(株) 自動閉鎖装置(防火戸用) N-70A型 C-01-15 平成18年10月4日 型式承認

能美防災(株) 自動閉鎖装置(防火戸用) SLD058型 C-01-26 平成18年10月4日 型式承認

トステム鈴木シャッター(株) 危害防止用連動中継器 KB-C型 D-05-3 平成18年10月4日 軽補正


