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型式番号 失効 申請者 種別 承認年月日 旧称 備考

流第 五十鈴工業株式会社 流水検知装置 S51.1.7
51～1号
流第 五十鈴工業株式会社 流水検知装置 S51.1.7
51～2号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.1.14 千住金属工業株式会社
51～3号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.1.14 千住金属工業株式会社
51～4号
流第 日本グリンネル株式会社 流水検知装置 S51.1.30 日本グリンネル
51～5号 スプリンクラー株式会社
流第 日本グリンネル株式会社 流水検知装置 S51.1.30 日本グリンネル
51～6号 スプリンクラー株式会社
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.1.26
51～7号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.1.26
51～8号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.1.26
51～9号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.1.26
51～10号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
51～11号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
51～12号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
51～13号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
51～14号
流第 更新設備工業株式会社 流水検知装置 S51.1.26 更新産業株式会社
51～15号
流第 更新設備工業株式会社 流水検知装置 S51.1.26 更新産業株式会社
51～16号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.1.27
51～17号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.1.27
51～18号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.1.30
51～19号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.1.27
51～20号
流第 東武産業株式会社 流水検知装置 S51.1.30
51～21号
流第 東武産業株式会社 流水検知装置 S51.1.30
51～22号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.1.23
51～23号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.1.23
51～24号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.1.23
51～25号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.1.23
51～26号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.2.4
51～27号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.2.4
51～28号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.2.4
51～29号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.1.30 ヤマト消火器株式会社
51～30号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.1.30 ヤマト消火器株式会社
51～31号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.1.30 ヤマト消火器株式会社
51～32号
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流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.1.30 ヤマト消火器株式会社
51～33号
流第 三愛石油株式会社 流水検知装置 S51.2.5
51～34号
流第 三愛石油株式会社 流水検知装置 S51.2.5
51～35号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.1.30 日本ドライケミカル株式会社
51～36号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.1.30 日本ドライケミカル株式会社
51～37号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.1.30 日本ドライケミカル株式会社
51～38号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.1.30 日本ドライケミカル株式会社
51～39号
流第 藤倉電気工業株式会社 流水検知装置 S51.2.5 藤倉電工株式会社
51～40号
流第 藤倉電気工業株式会社 流水検知装置 S51.2.5 藤倉電工株式会社
51～41号
流第 ニッタン株式会社 流水検知装置 S51.1.29
51～42号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.2.5
51～43号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.2.5
51～44号
流第 三機工業株式会社 流水検知装置 S51.3.4
51～45号
流第 三機工業株式会社 流水検知装置 S51.3.4
51～46号
流第 ユージー株式会社 流水検知装置 S51.3.3 ユニチガード株式会社
51～47号
流第 ユージー株式会社 流水検知装置 S51.3.3 ユニチガード株式会社
51～48号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.3.24 日本ドライケミカル株式会社
51～49号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.3.24 日本ドライケミカル株式会社
51～50号
流第 永光電機工業所 流水検知装置 S51.5.26
51～51号
流第 永光電機工業所 流水検知装置 S51.5.26
51～52号
流第 永光電機工業所 流水検知装置 S51.5.26
51～53号
流第 永光電機工業所 流水検知装置 S51.5.26
51～54号
流第 斎久工業株式会社 流水検知装置 S51.3.19
51～55号
流第 斎久工業株式会社 流水検知装置 S51.3.19
51～56号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.4.27
51～57号
流第 芙蓉防災工業株式会社 流水検知装置 S51.5.20
51～58号
流第 芙蓉防災工業株式会社 流水検知装置 S51.5.20
51～59号
流第 芙蓉防災工業株式会社 流水検知装置 S51.5.20
51～60号
流第 株式会社西原衛生工業所 流水検知装置 S51.5.21
51～61号
流第 株式会社西原衛生工業所 流水検知装置 S51.5.21
51～62号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.5.21
51～63号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.5.21
51～64号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.6.16
51～65号
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流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.6.16
51～66号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.6.16
51～67号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.6.16
51～68号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.6.16
51～69号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.6.16 千住金属工業株式会社
51～70号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.6.16 千住金属工業株式会社
51～71号
流第 株式会社城口研究所 流水検知装置 S51.8.24
51～72号
流第 株式会社城口研究所 流水検知装置 S51.8.24
51～73号
流第 更新設備工業株式会社 流水検知装置 S51.10.15 更新産業株式会社
51～74号
流第 更新設備工業株式会社 流水検知装置 S51.10.15 更新産業株式会社
51～75号
流第 三重工業株式会社 流水検知装置 S51.10.21
51～76号
流第 三重工業株式会社 流水検知装置 S51.10.21
51～77号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.10.6
51～78号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.10.6
51～79号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.10.6
51～80号
流第 三重工業株式会社 流水検知装置 S51.11.24
51～81号
流第 三重工業株式会社 流水検知装置 S51.11.24
51～82号
流第 株式会社西原衛生工業所 流水検知装置 S51.11.24
51～83号
流第 株式会社西原衛生工業所 流水検知装置 S51.11.24
51～84号
流第 三建設備工業株式会社 流水検知装置 S51.11.29
51～85号
流第 三建設備工業株式会社 流水検知装置 S51.11.29
51～86号
流第 ダイダン株式会社 流水検知装置 S51.11.29 大阪電気暖房株式会社
51～87号
流第 ダイダン株式会社 流水検知装置 S51.11.29 大阪電気暖房株式会社
51～88号
流第 斎久工業株式会社 流水検知装置 S51.12.7
51～89号
流第 斎久工業株式会社 流水検知装置 S51.12.7
51～90号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.11.30 能美防災工業株式会社
51～91号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.11.30 能美防災工業株式会社
51～92号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.11.30 能美防災工業株式会社
51～93号
流第 須賀工業株式会社 流水検知装置 S51.12.16
51～94号
流第 須賀工業株式会社 流水検知装置 S51.12.16
51～95号
流第 須賀工業株式会社 流水検知装置 S51.12.16
51～96号
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流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
50～5～1号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
50～5～2号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
50～6～1号
流第 株式会社三東工業所 流水検知装置 S51.2.16
50～7～1号
流第 五十鈴工業株式会社 流水検知装置 S51.2.17
50～1～1号
流第 五十鈴工業株式会社 流水検知装置 S51.2.17
50～2～1号
流第 五十鈴工業株式会社 流水検知装置 S51.2.17
51～2～1号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.2.17 千住金属工業株式会社
51～3～1号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.2.17 千住金属工業株式会社
51～3～2号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.2.17 千住金属工業株式会社
51～3～3号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.2.17 千住金属工業株式会社
51～4～1号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.2.17 千住金属工業株式会社
51～4～2号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.2.17 千住金属工業株式会社
51～4～3号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.3.16
51～43～1号
流第 五十鈴工業株式会社 流水検知装置 S51.3.19
51～1～1号
流第 日本グリンネル株式会社 流水検知装置 S51.5.19 日本グリンネル
51～5～1号 スプリンクラー株式会社
流第 日本グリンネル株式会社 流水検知装置 S51.5.19 日本グリンネル
51～5～2号 スプリンクラー株式会社
流第 日本グリンネル株式会社 流水検知装置 S51.5.19 日本グリンネル
51～6～1号 スプリンクラー株式会社
流第 日本グリンネル株式会社 流水検知装置 S51.5.19 日本グリンネル
51～6～2号 スプリンクラー株式会社
流第 ニッタン株式会社 流水検知装置 S51.5.20
50～3～1号
流第 ニッタン株式会社 流水検知装置 S51.5.20
50～4～1号
流第 ニッタン株式会社 流水検知装置 S51.5.20
51～42～1号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.5.20 千住金属工業株式会社
51～3～4号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.5.20 千住金属工業株式会社
51～3～5号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.5.20 千住金属工業株式会社
51～4～4号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.5.21
51～57～1号
流第 ニッタン株式会社 流水検知装置 S51.6.1
50～3～2号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～8～1号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～8～2号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～9～1号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～9～2号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～10～1号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～10～2号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～11～1号
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流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.6.21 能美防災工業株式会社
50～11～2号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.7.8
51～65～1号
流第 株式会社宮本工業所 流水検知装置 S51.7.8
51～66～1号
流第 更新設備工業株式会社 流水検知装置 S51.7.15 更新産業株式会社
51～15～1号
流第 更新設備工業株式会社 流水検知装置 S51.7.15 更新産業株式会社
51～16～1号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～7～1号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～8～1号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～9～1号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～10～1号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～23～1号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～24～1号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～25～1号
流第 ホーチキ株式会社 流水検知装置 S51.7.20
51～26～1号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.7.27 ヤマト消火器株式会社
51～30～1号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.7.27 ヤマト消火器株式会社
51～31～1号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.7.27 ヤマト消火器株式会社
51～32～1号
流第 ヤマトプロテック株式会社 流水検知装置 S51.7.27 ヤマト消火器株式会社
51～33～1号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.8.12
51～27～1号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.8.12
51～28～1号
流第 株式会社建設工業社 流水検知装置 S51.8.12
51～29～1号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.8.28
51～17～1号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.8.28
51～18～1号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.8.28
51～19～1号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.8.28
51～20～1号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.10.6 千住金属工業株式会社
51～70～1号
流第 千住スプリンクラー株式会社 流水検知装置 S51.10.6 千住金属工業株式会社
51～71～1号
流第 宮田工業株式会社 流水検知装置 S51.10.15
51～8～2号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.10.19 日本ドライケミカル株式会社
51～36～1号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.10.19 日本ドライケミカル株式会社
51～37～1号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.10.19 日本ドライケミカル株式会社
51～38～1号
流第 日本ドライケミカル株式会社 流水検知装置 S51.10.19 日本ドライケミカル株式会社
51～39～1号

流第 三愛石油株式会社 流水検知装置 S51.10.21

51～34～1号
流第 三愛石油株式会社 流水検知装置 S51.10.21
51～35～1号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.11.16
51～17～2号
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流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.11.16
51～18～2号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.11.16
51～19～2号
流第 株式会社初田製作所 流水検知装置 S51.11.16
51～20～2号
流第 能美防災株式会社 流水検知装置 S51.12.23 能美防災工業株式会社
50～11～3号
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