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1. ０１．防災･防犯用 

1.1. １．自動火災報知設備 

1.1.1.   ０１．差動式スポット型感知器 

 

 差動式スポット型感知器､埋込形   

 差動式スポット型感知器 

 

1.1.2.   ０２．補償･熱複合式スポット感知器 

 
 補償･熱複合式スポット感知器 

 

1.1.3.   ０３．定温式スポット型感知器 

 
 定温式スポット型感知器 

 定温式スポット型感知器､耐アルカリ形 

 定温式スポット型感知器､耐酸形 

 定温式スポット型感知器､防水形 

 定温式スポット型感知器､防爆形 

 

1.1.4.   ０４．熱煙複合式スポット型感知器 

 
 熱煙複合式スポット型感知器 

 

 



1.1.5.   ０４．熱煙複合式感知器 

 
 熱煙複合式スポット型感知器 

 

1.1.6.   ０５．煙感知機 

 

 煙感知器 

 煙感知器､煙複合式スポット型(埋込形) 

 煙感知器､煙複合式スポット型(露出形) 

 煙感知器､点検ボックス付 

 煙感知器､埋込形 

 光電式分離型感知器､受光部 

 光電式分離型感知器､送光部 

 

1.1.7.   ０６．その他感知器 

 

 炎感知器 

 差動式分布型感知器(熱電対式) 

 差動式分布型感知器(熱半導体部) 

 差動式分布型感知器(熱電対式)､小屋裏用 

 

1.1.8.   ０７．Ｐ型発信機 

ｖ  

 Ｐ型発信機 

 Ｐ型発信機､屋外用 

 Ｐ型発信機､防爆形 

 



1.1.9.   ０８．警報ベル 

 

 警報ベル 

 警報ベル､屋外用 

 警報ベル､防爆形 

 

1.1.10.  ０９．移報器 

 

 移報器 

 移報器､その他 

 移報器､警備会社などの機器 

 移報器､消火栓 

 移報器､消火装置 

 移報器､非常放送 

 移報器､防火戸･排煙など 

 

1.1.11.  １０．機器収容箱 

 

 機器収容箱 

 機器収容箱､屋外用 

 機器収容箱､埋込型 

 機器収容箱､消火栓内蔵型 

 

 

 

 



1.1.12.  １１．その他 

 

 回路試験器    ポット試験器 

 差動式分布型感知器の検出部  信機 

 中継器     標識板 

 表示灯     副受信機(表示機) 

 補助電源 

 

1.2. ２．共同住宅用警報設備 

1.2.1.   ０１．ベル 

 

 ベル､屋外用    ベル 

 

1.2.2.   ０２．ブザー 

 
 ブザー     ブザー､ガス漏れ 

 ブザー､自動断線警報 

 

1.2.3.   ０３．その他 

 
 スピーカ    火災表示灯 

 回路試験器(導通試験装置)  住戸用自火報受信機 

 表示灯  



1.3. ３．非常警報設備 

1.3.1.   ０１．起動装置 

 
 起動装置､屋外用 

 起動装置 

 

1.3.2.   ０２．警報ベル 

 

 警報ベル､屋外用 

 警報ベル 

 

1.3.3.   ０３．その他 

 

 警報サイレン 

 電源部(操作部) 

 非常警報装置(一体形) 

 非常電話機 

 表示灯 

 



1.4. ４．消火設備 

1.4.1.   ０１．消火設備 

 
 ガス漏れ検知器    スプリンクラー 

 ハロゲン化物    炎感知器 

 煙感知器    屋外消火栓 

 屋内消火栓    加圧送水装置 

 光電式分離型感知器   高圧ガス容器貯蔵室 

 自然排煙窓    受信機 

 水噴霧     特別避難階段排煙口給気口 

 熱感知器    排煙機 

 排煙口     発信機 

 非常コンセント    非常鍵 

 非常電話    非常用エレベーター 

 不活性ガス    粉末 

 放送設備    泡 

 防火ダンパー    防火戸 

 誘導灯     連結送水口 

 

 

 

 

 



1.4.2.   ０２．起動ボタン 

 
 起動ボタン 

 起動ボタン､ガス系消火設備 

 起動ボタン､屋外用 

 起動ボタン､水系消火設備 

 起動ボタン､防爆形 

 

1.4.3.   ０３．警報ベル 

 
 警報ベル 

 警報ベル､屋外用 

 警報ベル､防爆形 

 

1.4.4.   ０４．警報ブザー 

 
 警報ブザー 

 警報ブザー､屋外用 

 警報ブザー､防爆用 

 

1.4.5.   ０５．サイレン 

 
 サイレン 

 サイレン､屋外用 

 サイレン､防爆形 

 



1.4.6.   ０６．その他 

 
 制御盤     表示灯 

 表示灯､始動表示灯兼用   表示盤 

 

1.5. ５．自動閉鎖設備 

1.5.1.   ０１．煙感知器 

 
 煙感知器､埋込形    煙感知器 

 

1.5.2.   ０２．熱感知器 

 

 熱感知器 

 

1.5.3.   ０３．自動閉鎖装置 

 

 自動閉鎖装置    自動閉鎖装置､排煙口 

 自動閉鎖装置､排煙口   自動閉鎖装置､防煙たれ壁 

 自動閉鎖装置､防煙たれ壁   自動閉鎖装置､防火シャッター 

 自動閉鎖装置､防火シャッター  自動閉鎖装置､防火ダンパー 

 自動閉鎖装置､防火ダンパー  自動閉鎖装置､防火戸 

 自動閉鎖装置､防火戸 

 



1.5.4.   ０４．その他 

 
 連動制御器､操作部あり 

 連動制御器 

 

1.6. ６．ガス漏れ警報設備 

1.6.1.   ０１．検知器 

 
 検知器     検知器､ブザー付 

 検知器､ランプ付    検知器､分離型 

 検知器､壁掛形 

 

1.6.2.   ０２．検知区域警報装置 

 

 検知区域警報装置 

 検知区域警報装置､屋外用 

 検知区域警報装置､防爆型 

 

1.6.3.   ０３．音声警報装置 

 
 音声警報装置 

 音声警報装置､アウトレットのみ 

 音声警報装置､ホーン形スピーカ 

 音声警報装置､壁付 

 音声警報装置､防滴形 

 音声警報装置､方向あり 

 



1.6.4.   ０４．その他 

 

 受信器 

 中継器 

 表示灯 

 中継器､ガス漏れ表示灯 

 

1.7. ７．無線通信補助設備 

1.7.1.   ０１．無線機接続端子 

 

 無線機接続端子    無線機接続端子､警察 

 無線機接続端子､自衛   無線機接続端子､終端抵抗付 

 無線機接続端子､消防   無線機接続端子箱 

 無線機接続端子箱､屋外用 

 

1.7.2.   ０２．その他 

 

 １分岐器    ２分岐器 

 ２分配器    ４分配器 

 アンテナ    コネクタ 

 分波器(フィルタ含む)   混合器 

 

 

 

 

 



1.8. ８．監視カメラ設備 

1.8.1.   監視カメラ設備 

 

 カメラ     タイムラプスＶＴＲ 

 モニタ     映像切換器 

 映像分配器    映像補償器 

 監視カメラ装置架 

 

1.9. ９．機械警備設備 

1.9.1.   ０１．入室操作器 

 
 入室操作器 

 入室操作器､カード式 

 入室操作器､キー式 

 入室操作器､ダイヤル式 

 入室操作器､テンキー式 

 

1.9.2.   ０２．警報センサ 

 

 警報センサ 

 警報センサ､ガラス破壊検知器 

 警報センサ､シャッタ検知器 

 警報センサ､パッシブセンサ 

 警報センサ､リミットスイッチ 

 警報センサ､磁気近接スイッチ 

 警報センサ､振動検知器 

 

 

 

 



1.9.3.   ０３．その他 

 

 電気錠 

 警報制御盤 

 

2. ０２．屋内配線用 

2.1.1.  ０１．屋内配線 

 

 ジョイントボックス   受電点 

 接続箱     素通り 

 点検口     立下がり 

 立上がり 

 

2.1.2.  ０２．火災報知器 

 

 火災警報ベル 

 火災報知設備受信機 

 火災報知設備副受信機 

 空気管または熱電対線の貫通個所 

 空気管ブースター 

 差動式スポット形感知器 

 差動式分布形感知器の検出器 

 自動火災報知器設備の発信機 

 消防機関に通報する火災報知器設備の発信機 

 定温式スポット形感知器 

 標示灯 

 標識盤 

 補償式スポット形感知器 



 

2.1.3.  ０３．コンセント 

 

 壁付以外コンセント 

 壁付コンセント 

 

2.1.4.  ０４．テレビジョン 

 

 スイッチ盤    テレビジョン空気中継線アウトレット 

 テレビジョン中継線   テレビジョン分配器 

 乾電池     在否表示スイッチ 

 在否表示器    充電電盤 

 蓄電池     充電用盤流機器 

 

2.1.5.  ０５．開閉器 

 

 カットアウト    カットアウトスイッチ 

 フロートスイッチ   フロートレススイッチ 

 フロートレススイッチ電極  開閉器 

 電磁開閉器    電流系付金属箱開閉箱 

 

 

 

 



2.1.6.  ０６．拡声装置･電気時計 

 

 スピーカー    ホーン型スピーカー 

 マイクロホン用ジャック   拡声インターホーン用(子) 

 拡声インタホーン(親)   子時計 

 時計監視盤    時報子時計 

 親時計     増幅器 

 

2.1.7.  ０７．機器 

 

 ウィンドウ型ルームクーラー  コンデンサ 

 起動装置    整流器 

 扇風機     蓄電池 

 電動機     電力装置 

 発熱器     電機 

 

2.1.8.  ０８．計器 

 

 積算電力計 

 積算電力計 

 



2.1.9.  ０９．警報装置・呼出装置 

 

 チャンネルセレクタ   押釦(握り) 

 押釦(卓上)    押釦(壁付) 

 押釦用アウトレット   看護婦呼出月表示灯 

 看護婦呼出用握り押釦   看護婦呼出用押鉛緊付 

 看護婦呼出用受信盤   警報ブザー 

 警報受信盤    呼出ブザー 

 表示器     呼出ベル 

 

2.1.10.  １０．照明器具 

 

 コードペンダント   シャンデリア 

 チェーンペンダント   ハトメ 

 パイプペンダント   レセプタクル 

 屋外灯     天井灯一般 

 不滅天井灯・非常用天井灯  不滅壁付灯 

 壁付以外コンセント   壁付灯一般 

 

2.1.11.  １１．点滅機 

 

セレクタスイッチ   セレクタスイッチ 

 プルスイッチ    リモコンスイッチ 

 リモコンリレー    自動点滅器 

 点滅器一般 



 

2.1.12.  １２．電話 

 

 インタホーン現受   インタホーン子機 

 スピーカー用ジャック   加入電話機 

 公衆電話    切替盤 

 端子盤(内線と外線の接続)  転換機(切替スイッチ) 

 電話交換台(共電、磁石)   電話交換台(共電、磁石) 

 電話用アウトレット   内線電話機 

 配線盤     器(雷害、高圧等防止) 

 

2.1.13.  １３．配分電盤 

 

 直流用 

 電灯用 

 電熱用 

 電力用 

 分電盤 

 



3. Ｖ２ 

3.1.1.  P-AT 感知器関連 

 

 光電式スポット型感知器、2 種、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電式スポット型感知器、2 種、自動試験機能付、湯気環境強化型 

 光電式スポット型感知器、2 種、埋込型、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電式スポット型感知器、2 種、埋込型、自動試験機能付、湯気環境強化型 

 光電式スポット型感知器、3 種、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電式スポット型感知器、3 種、埋込型、自動試験・自動感度補正機能付 

 差動式スポット型感知器、2 種、自動試験機能付 

 差動式スポット型感知器、2 種、防水型、自動試験機能付 

 差動式スポット型感知器、2 種、埋込型、自動試験機能付 

 赤外線式スポット型感知器、自動試験機能付、DC24V,50ｍA、天井取付、取付高さ○

m、取付角○度 

 定温式スポット型感知器、1 種、75℃、自動試験機能付 

 定温式スポット型感知器、1 種、75℃、防水型、自動試験機能付 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃、自動試験機能付 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃、防水型、自動試験機能付 

 定温式スポット型感知器、特種、埋込型、65℃、自動試験機能付 

 

 

 

 

 



3.1.2.  R-AT アナログ式感知器関連 

 

 光電アナログ式スポット型感知器、2 種、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電アナログ式スポット型感知器、2 種、点検 BOX 付、自動試験・自動感度補正機能

付 

 光電アナログ式スポット型感知器、2 種、埋込型、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電アナログ式スポット型感知器、2 種・3 種、埋込型、自動試験・自動感度補正機

能付 

 光電アナログ式スポット型感知器、3 種、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電アナログ式スポット型感知器、3 種、埋込型、自動試験・自動感度補正機能付 

 光電アナログ式分離型感知器、受光部、2 種、自動試験機能付 

 光電アナログ式分離型感知器、送光部、2 種、自動試験機能付 

 電光アナログ式スポット型感知器、2 種・3 種、自動試験・自動感度補正機能付 

 熱アナログ式スポット型感知器、特種、40～85℃、自動試験機能付 

 熱アナログ式スポット型感知器、特種、40～85℃、自動試験機能付、連動兼用 

 熱アナログ式スポット型感知器、特種、40～85℃、防水型、自動試験機能付 

 熱アナログ式スポット型感知器、特種、40～85℃、埋込型、自動試験機能付 

 熱アナログ式スポット型感知器、特種、40～85℃、防水型、自動試験機能付、連動兼

用 

 

3.1.3.  R-AT 感知器関連 

 
 光電式スポット型感知器、2 種、アドレス付、自動試験機能付、湯気環境強化型 

 光電式スポット型感知器、2 種、埋込型、アドレス付、自動試験機能付、湯気環境強

化型 

 差動式スポット型感知器、2 種、アドレス付、自動試験機能付 

 差動式スポット型感知器、2 種、防水型、アドレス付、自動試験機能付 

 定温式スポット型感知器、1 種、80℃、耐圧防爆型、アドレス付、自動試験機能付、

確認灯なし 

 差動式スポット型感知器、2 種、埋込型、アドレス付、自動試験機能付 

 



3.1.4.  その他 

 

 エキスパンジョイント 1    エキスパンジョイント 2 

 ケーブルラック     ケーブル配線、天井いんぺい 

 シーリングフィッチング    ジャンクション、プルボックス 

 ジャンクション、プルボックス   ハンドホール 

 外線路、架空配線    外線路、地中埋設 

 第 A 種接地工事     第 D 種接地工事 

 端子盤      端子盤、アレスター付 

 配管配線、いんぺい    配管配線、床いんぺい 

 配管配線、露出     配管配線立上げ引下げ 1 

 配管配線立上げ引下げ 2   

 

3.1.5.  ガスもれ火災警報設備関連 

 

 ガス漏れ受信機 

 ガス漏れ表示灯、埋込型 

 警備区域番号 

 検知器、LP ガス用、DC24V、壁掛型 

 検知器、都市ガス用、DC24V、天井付 

 中継器、埋込型、2～3 個接続用 

 中継器、埋込型、4～5 個接続用 

 



3.1.6.  一般型感知器関連 

 

 ＊検出部への引下げ箇所、配管にて保護 

 空気管、20m 不足分コイル巻き 

 空気管、自己支持型 

 空気管、自己支持型、小屋裏用 

 光電式スポット型感知器、2 種、非蓄積型 

 光電式スポット型感知器、2 種、非蓄積型、点検 BOX 付 

 光電式スポット型感知器、2 種、埋込型、非蓄積型 

 光電式分離型感知器、2 種、受光部 

 光電式分離型感知器、2 種、送光部 

 差動式スポット型感知器、2 種 

 差動式スポット型感知器、2 種、試験機能付 

 差動式スポット型感知器、2 種、小屋裏用 

 差動式スポット型感知器、2 種、埋込形 

 差動式スポット試験器、埋込型、1～4 個接続用 

 差動式分布型感知器の検出部、2 種、露出型 

 差動式分布型感知器の検出部、2 種、露出型、＊×ｎケ収容 

 赤外線式スポット型感知器、DC24V,100mA、天井取付、取付高さ m、取付角 度 

 定温式スポット型感知器、1 種、150℃、確認灯なし 

 定温式スポット型感知器、1 種、75℃ 

 定温式スポット型感知器、1 種、75℃、耐酸・耐アルカリ型 

 定温式スポット型感知器、1 種、75℃、防水型 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃ 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃、防水型 

 



3.1.7.  遠隔点検システム関連 

 

 中継器、露出型、遠隔試験用、火災信号・室外表示灯出力付 

 中継器、露出型、遠隔試験用、火災信号出力付 

中継器、露出型、遠隔試験用、室外表示灯出力付 

 電源装置、DC24V,4A 出力、遠隔試験中継器用 

 電源装置、DC24V,6A 出力、遠隔試験中継器用 

 

3.1.8.  火災通報設備関連 

 
 ISDN 対応ターミナルアダプタ、火災通報装置用、予備電源内蔵 

 火災通報専用遠隔起動装置、壁掛型 

 火災通報装置、壁掛型、専用電話機付属、アナログ回線用、予備電源内蔵 

 連動停止スイッチ箱、火災通報用 

 

3.1.9.  機器収容箱（リング型表示灯付発信機収納）関連 

 

 機器収容箱、屋外消火栓内蔵  器収容箱、消火栓内蔵 

 機器収容箱、補助散水栓内臓  器収容箱、埋込、防雨縦型 

 機器収容箱、埋込縦型   収容箱、露出、防雨縦型 

 機器収容箱、露出縦型 

 

3.1.10.  機器収容箱関連 

 
 移動式粉末消火箱 

 機器収容箱、屋外消火栓内蔵 

 機器収容箱、消火栓内蔵 

 機器収容箱、補助散水栓内蔵 

 



3.1.11.  共同住宅用防災システム関連 

 

 

  



オートドア制御盤 （建築工事） 

 カメラ付集合玄関機、埋込型、音声操作ガイド付 

 カラーモニター付増設インターホン、埋込型 

 コールボタン、トイレ用、埋込型 

 コールボタン、バス用、埋込型、防水型 

 コールボタン、握り型 

 一体型、露出防雨型 

 映像アダプタ、収納型、1 映像用 

 映像アダプタ、露出型、2 映像用 

 映像増幅分配器、露出型 

 映像分配器、露出型 

 音声警報装置 

 管理室制御盤、壁掛型、増設用 

 管理室制御盤、壁掛型、増設用、電源付 

 管理室通話映像盤、壁掛型、1 通話、1 映像、100 住戸以下 

 共同住宅用受信機、GP 型 3 級、埋込型、カラーモニタ付、火災信... 

 共同住宅用受信機、GP 型 3 級、露出型、火災信号出力付 

 緊急オートロック解錠ボタン 

 警報装置（スピーカ）、天井埋込型、防滴型 

 警報装置（スピーカ）、天井露出型、防滴型 

 警報装置（スピーカ）、壁掛型 

 検知器、都市ガス用、AC100V、CO 検知機能付 

 戸外表示器、露出型、遠隔試験機能付中継器内蔵、戸外表示灯、電子ブザー内蔵 

 戸外表示器（カメラ付ドアホン）、埋込型、遠隔試験機能付中継器内蔵 

 戸外表示器（カメラ付ドアホン）、埋込型、遠隔試験機能付中継器内蔵（小型映像分

配器組込） 

 戸外表示器（カメラ付ドアホン）、埋込型、戸外表示器試験スイッチ付 

 戸外表示器（カメラ付ドアホン）、埋込型、戸外表示器試験スイッチ付（小型映像分

配器組込） 

 戸外表示器（ドアホン）、埋込型、遠隔試験機能付中継器内蔵 

 戸外表示器（ドアホン）、埋込型、遠隔試験機能付中継器内蔵（小型映像分配器組込） 

 戸外表示器（ドアホン）、埋込型、戸外表示器試験スイッチ付 

 戸外表示器（ドアホン）、埋込型、戸外表示器試験スイッチ付（小型映像分配器組込） 

 戸外表示器（ドアホン）、埋込型、中継器なし 

 戸外表示器（ドアホン）、埋込型、中継器なし（小型映像分配器組込） 

 戸外表示器（ドアホン）、露出型、遠隔試験機能付中継器内蔵 

 戸外表示器（ドアホン）、露出型、遠隔試験機能付中継器内蔵（小型映像分配器組込） 

 戸外表示器（ドアホン）、露出型、戸外表示器試験スイッチ付 

 戸外表示器（ドアホン）、露出型、戸外表示器試験スイッチ付（小型映像分配器組込） 

 戸外表示器（ドアホン）、露出型、中継器なし 

 戸外表示器（ドアホン）、露出型、中継器なし（小型映像分配器組込） 

 光電式スポット型煙感知器、埋込型、遠隔試験機能付 2 種 

 光電式スポット型煙感知器、露出型、遠隔試験機能付 2 種 

 差動式スポット型熱感知器、埋込型、遠隔試験機能付 2 種 

 差動式スポット型熱感知器、露出型、遠隔試験機能付 2 種 



 差動式スポット型熱感知器、露出型、小形、遠隔試験機能付 2 種 

 集合玄関機、埋込型、音声操作ガイド付 

 住戸用受信機、GP 型 3 級、埋込型、カラーモニタ付 

 住戸用受信機、GP 型 3 級、露出型 

 住戸用受信機、GP 型 3 級、露出型、インターホン機能なし 

 充水予作動式流水検知装置（共同住宅用スプリンクラー設置用） 

 水漏れセンサ 

 操作部、露出型、予備電源内蔵 

 宅配ロッカー （建築工事） 

 中継器、埋込型、遠隔試験機能付 

 中継器、露出型、遠隔試験機能付 

 通話映像装置、壁掛型、1 通話、1 映像、100 住戸以下 

 定温式スポット型熱感知器、埋込型、遠隔試験機能付特種 65℃ 

 定温式スポット型熱感知器、露出型、遠隔試験機能付特種 65℃ 

 定温式スポット型熱感知器、露出型、小形、遠隔試験機能付特種 65℃ 

 非常ボタン、埋込型 

 非常電源装置、GP 型 3 級受信機用 DC24V、○A 出力 

 複合火災受信機（リサ複合盤） 

 複合火災受信機（リサ複合盤） 

 複合装置、露出防雨型 

 別アングルカメラ、露出型 

 別アングルカメラアダプタ、露出型、集合玄関機用 

 補助音響装置（光る増設スピーカー）、露出型 

 補助音響装置（増設スピーカ）、露出型 

 補助音響装置（増設ブザー）、露出型 

 流水検知装置（共同住宅用スプリンクラー設置用） 

 防犯センサ、マグネット式、露出型 

 

3.1.12.  警戒区域番号関連 

 

 警戒区域線    警戒区域線、小屋裏用 

 警戒区域番号、アドレッサブル発信機用 警戒区域番号、火災表示用 

 警戒区域番号、火災表示用、ELV 用 警戒区域番号、火災表示用、階段用 

 警戒区域番号、火災表示用、小屋裏用 

 警戒区域番号、火災表示用（自動試験機能付を含む） 

 



3.1.13.  自火報端末機器関連 

 

 P 型発信機、1 級 

 P 型発信機、1 級、リング型表示灯付 

 P 型発信機、1 級、リング型表示灯付、屋外型 

 P 型発信機、1 級、屋外型 

 ベル中継電源函、予備電源内蔵、AH 

 ベル表示灯用中継電源函、予備電源内蔵、AH 

 火災警報ベル、DC24V,10ｍA 

 火災警報ベル、DC24V,10ｍA、防雨型 

 室外表示灯、埋込型、赤色 LED 

 終端器、感知器用 

 終端抵抗、10KΩ 

 終端抵抗、地区ベル用 

 消火栓始動押釦、DV24V、始動灯付、消火栓箱内内蔵 

 端末機器用電源、DC24V,4A 出力 

 端末機器用電源、DC24V,8A 出力 

 非常電話、話中音付 

 表示灯、AC24V,LED 

 表示灯、AC24V,LED、屋外型 

 表示灯、AC24V,LED、薄型 

 表示灯、AC24V,LED、薄型、屋外型 

 表示灯用電源函、予備電源内蔵、AH 

 表示灯用電源函、予備電源なし 

 



3.1.14.  受信機・複合盤・中継器関連 

 

 主中継器盤    受信機 

 総合操作盤    中継器、感知器ベースに取付 

 中継器盤    非常電話制御盤 

 表示機     複合盤 1 

 放送アンプ （設備工事）  複合盤 2 

 

3.1.15.  住宅用防災警報器 

 

 火災移報アダプタ、壁取付用、電池式、無線式連動型、無電圧、a 接点、1L 出力 

 火災中継アダプタ、壁取付用、電池式、無線式連動型 

 住宅用防災警報器、煙式、自動試験・自動感度補正機能付、AC100V タイプ 

 住宅用防災警報器、煙式、自動試験・自動感度補正機能付、AC100V タイプ、和色 

 住宅用防災警報器、煙式、自動試験・自動感度補正機能付、電池式 

 住宅用防災警報器、煙式、自動試験・自動感度補正機能付、電池式、和色 

 住宅用防災警報器、煙式、電池式、無線式連動型、自動試験・自動感度補正機能付、

子器 

 住宅用防災警報器、煙式、電池式、無線式連動型、自動試験・自動感度補正機能付、

親器 

 住宅用防災警報器、煙式、電池式、無線連動型、自動試験・自動感度補正機能付、和

色、子器 

 住宅用防災警報器、熱式、AC100V タイプ 

 住宅用防災警報器、熱式、電池式 

 住宅用防災警報器、熱式、電池式、無線式連動型、子器 

 



3.1.16.  小規模施設関連 

 

 火災移報アダプタ、壁取付用、電池式、無線式連動型、無電圧、a 接点、1L 出力 

 光電式スポット型感知器、2 種、子器、電池式、無線式連動型警報機能付、自動試験・

自動感度補正機能付 

 光電式スポット型感知器、2 種、親器、電池式、無線式連動型警報機能付、自動試験・

自動感度補正機能付 

 定温式スポット型感知器、特種、子器、電池式、無線式連動型警報機能付、自動試験

機能付 

 特定火災通報装置、壁掛型、ハンズフリー通話、アナログ回線用、予備電源内蔵 

 

3.1.17.  消火設備関連 

 

 CO2 制御盤 （CO2 設備工事） 

 FM200 制御盤 （FM200 設備工事） 

 NF1300 制御盤 （NF1300 設備工事） 

 SP ジョッキーポンプ制御盤 （衛生工事） 

 アラームバルブ、スプリンクラー用 （衛生工事） 

 ガス消火制御盤 （ガス消火設備工事） 

 スプリンクラーポンプ制御盤 （衛生工事） 

 移報器、表示灯電源供給用 （制御盤組込） 

 屋外消火栓ポンプ制御盤、移報器組込 （衛生工事） 

 消火栓ポンプ制御盤、移報器組込 （衛生工事） 

 泡消火ポンプ制御盤 （衛生工事） 

 窒素ガス制御盤 （窒素ガス設備工事） 

 



3.1.18. 非常警報設備関連 

 

 一体型、埋込型 

 一体型、埋込防雨型 

 一体型、露出型 

 一体型、露出防雨型 

 音響装置、DC24V,250mA、サイレン音 

 起動装置 

 起動装置、防雨型 

 操作部、予備電源内蔵、埋込型 

 非常警報ベル、DC24V,10mA,Φ150 

 非常警報ベル、DC24V,10mA,Φ150、防雨型 

 表示灯、DC24V 

 表示灯、DC24V、屋外型 

 複合装置、埋込型 

 複合装置、露出型 

 



3.1.19.  防火防排煙設備関連 

 

 リミットスイッチ、DC24V、排煙窓用 （建築工事） 

 危害防止用連動中継器、DC24V,0.5A 以下、防火シャッタ用、予備電源内蔵 （建築

工事） 

 空調機制御盤 （空調工事） 

 光電式スポット型感知器、3 種、非蓄積型 

 光電式スポット型感知器、3 種、埋込型、非蓄積型 

 自動開放装置、DC24V,0.4A 以下、特避給気口用 （空調工事） 

 自動開放装置、DC24V,0.4A 以下、特避排煙口用 （空調工事） 

 自動開放装置、DC24V,0.4A 以下、排煙口用 （空調工事） 

 自動降下装置、DC24V,0.4A 以下、垂れ壁用 （建築工事） 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.05A、防火戸用 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.266A、アーム式防火戸用 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.4A 以下、防火シャッタ用 （建築工事） 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.4A 以下、防火ダンパ用 （空調工事） 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.4A 以下、防火ダンパ用（床） （空調工事） 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.4A 以下、防火ダンパ用（天井） （空調工事） 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.4A 以下、防火戸引き戸用 （建築工事） 

 自動閉鎖装置、DC24V,0.4A 以下、防火防煙スクリーンシャッタ用 （建築工事） 

 手動開放装置、排煙口用 （空調工事） 

 中央監視盤 （設備工事） 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃ 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃、防水型 

 電子ブザー、防火シャッタ降下警報用 



 動作区域番号、垂れ壁用 

 動作区域番号、専用感知器連動用 

 動作区域番号、特避排煙口給気口用 

 動作区域番号、排煙口用 

 動作区域番号、排煙窓用 

 動作区域番号、防火ダンパ用 

 動作区域番号、防火戸、防火シャッタ、防火防煙スクリーン用 

 排煙機制御盤 （空調工事） 

 連動制御盤、1 回線用、予備電源内蔵、自動断線警報機能付 

 連動制御盤、多回線用、予備電源内蔵、自動断線警報機能付 

 連動中継器、タイマーリレー内蔵 

 

3.1.20.  本質安全防爆・耐圧防爆関連 

 

 P 型発信機、1 級、本質安全防爆型 

 イオン化式スポット型感知器、2 種、非蓄積型、本質安全防爆型 

 火災警報ベル、DC24V,15ｍA、耐圧防爆型 

 差動式スポット型感知器、2 種、本質安全防爆型 

 差動式分布型感知器の検出部、2 種、露出型、本質安全防爆型、確認灯なし 

 受信機、本質安全防爆型 

 定温式スポット型感知器、1 種、70℃、耐圧防爆型、確認灯なし 

 定温式スポット型感知器、1 種、75℃、防水型、本質安全防爆型 

 定温式スポット型感知器、1 種、80℃、耐圧防爆型、アドレス付、自動試験機能付、

確認灯なし 

 定温式スポット型感知器、特種、65℃、防水型、本質安全防爆型 

 電子ブザー、DC17.2V,17.2mA、本質安全防爆型 

 発信機、防爆型、表示灯一体型 

 表示灯、DC12V、本質安全防爆型 

 表示灯、耐圧防爆・安全増防爆型 

 複合盤、本質安全防爆型 


