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　 XL-628A
部

等

ｺｽﾓｽ、らいちょう、
みはり、ﾄﾖｾｰﾌ
XH-622Ga

(株)） 富山県射水市本江2795
電話　0766-86-0531

ｺｽﾓｽ、みはり
XH-628GP
ｺｽﾓｽ

電話　0263-48-1121 XH-681G
ｺｽﾓｽ
XH-681GP
ｺｽﾓｽ
XH-611EB

ｺｽﾓｽ
XH-610GB

らいちょう

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株) （本社）〒514-8555

ﾕﾆｯﾄ） 電話　0120-28-3338

耐湿防滴構造　AC100V　50/60Hz　信号端子付

一体型　半導体式　誤報防止機能付

複合（分離）型

　熱線型半導体式　AC100V　50/60Hz
　出力信号（無線信号）
　液化石油ｶﾞｽ用ガス漏れ警報器XL-691に液化石油ガス用

　熱線型半導体式　AC100V　50/60Hz
　快適環境お知らせ機能付　出力信号（無線信号）
　液化石油ｶﾞｽ用ガス漏れ警報器XL-691に液化石油ガス用

複合（分離）型
　XL-691（LPｶﾞｽ検知

部・警報部）

　不完全燃焼警報器警報部CL-691内蔵

XH-638Ga

ｺｽﾓｽ
XC-791

　CL-691（CO検知部）

電話　03-5405-5711

（東洋ガスメーター

　XL-691（LPｶﾞｽ検知
部・警報部）

　CL-791（CO検知部）

ｺｽﾓｽ
XC-691

AC100V　50/60Hz　信号端子付

〒799-3111
愛媛県伊予市下吾川字池田
　　　　　　　　776-1 

電話　089-946-7096

（本社）〒532-0036
大阪市淀川区三津屋中
　　　　　　　　2-5-4 

電話　06-6308-3155

みはり
CF-625
ｺｽﾓｽ

東京都港区西新橋3-21-8

CF-621
ｺｽﾓｽ、みはり、ｾｺﾑ
XH-610G

一体型　半導体式　AC100V　50/60Hz

一体型　熱線型半導体式　AC100V　50/60Hz

一体型　半導体式　AC100V　50/60Hz

東京都豊島区北大塚
1-14-3 

電話　03-5980-3733

ｼｽﾃﾑ機器ﾋﾞｼﾞﾈｽ 三重県津市藤方1668

（本社）〒170-0004（ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門(株)）

　不完全燃焼警報器警報部CL-791内蔵

AC100V　50/60Hz　信号端子付

新コスモス電機(株)
東京工場

（東京本社）〒105-8458

エナジープロダクツ
〒961-0411
福島県白河市
表郷深渡戸字大山11-16 

電話　0248-32-4411
(株)白河工場

製造社名

（総代理店）
所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様

（本社）〒170-0004
東京都豊島区北大塚

1-14-3 
電話　03-5980-3733

〒243-0211
神奈川県厚木市三田3000
電話　046-242-2513

（ｱｽﾞﾋﾞﾙ金門(株)）

AC100V　50/60Hz　信号端子付

一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz

一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付

一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付

一体型　接触燃焼式　誤報防止機能付
AC100V　50/60Hz　信号端子付

ｶﾅﾘﾔ
KTS-P531C 一体型　接触燃焼式　誤報防止機能付

ｶﾅﾘﾔ
KTS-P140B
ｶﾅﾘﾔ

液化石油ガス用ガス漏れ警報器・バルク用ガス漏れ検知器の検定合格品一覧表

（令和２年　８月３１日）

XA-686A

CF-626
ｺｽﾓｽ
CF-626CL
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ

ｶﾞｽﾊﾝﾀｰ

ｶﾅﾘﾔ
KTS-P100M
ｶﾅﾘﾔ
KTS-P110B

ｺｽﾓｽ、ｱｲ・ｴｽ・ｶﾞｽﾃﾑ

KTS-P131B

一体型　半導体式　AC100V　50/60Hz

一体型　熱線型半導体式　AC100V　50/60Hz　信号端子付

アズビル金門

（本社）〒933-0295 AC100V　50/60Hz　信号端子付

一体型　半導体式　誤報防止機能付XH-638GPa
ｺｽﾓｽ

一体型　半導体式　誤報防止機能付

愛媛工場

（岩谷産業(株)） 一体型　熱線型半導体式　耐湿防滴構造

一体型　半導体式　AC100V　50/60Hz

一体型　熱線型半導体式　誤報防止機能付
AC100V　50/60Hz　信号端子付

一体型　熱線型半導体式　誤報防止機能付　

（本社）〒460-0007
名古屋市中区新栄2-9-11　
電話　052-261-3251

（本社）〒390-1298
長野県松本市和田3967-10

AC100V　50/60Hz　信号端子付

（富士工器(株)）

（東洋計器(株)）

AC100V　50/60Hz　信号端子付
ﾊﾞﾙｸ用ｶﾞｽ漏れ検知器　分離型　熱線型半導体式

耐湿防滴構造　電池（DC3V）　信号端子付

ﾊﾞﾙｸ用ｶﾞｽ漏れ検知器　分離型　熱線型半導体式

一体型　熱線型半導体式　誤報防止機能付
AC100V　50/60Hz　信号端子付
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〒344-0057
埼玉県春日部市南栄町2-3

電話　0120-28-3338

GP-18BK
 警報部 GP-18BK-A
 検知部 GP-18BK-D

理研計器(株) ﾊﾞﾙｸ用ｶﾞｽ漏れ検知器　分離型　接触燃焼式
開発センター

電話　048-878-8341
耐湿防滴構造　電池（DC3V）　信号端子付

精密機器部品 1218-2 ﾘｺピット　APH-31SD 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付

愛知県岡崎市井田町3-69

リコーエレメックス〒509-7205 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz
(株) 岐阜県恵那市長島町中野

事業本部

SD-026（検知部） 一体型　接触燃焼式　耐湿防滴構造
YF-313A（警報部） AC100V　50/60Hz　信号端子付

ﾘｺピット　APH-30N

ｱﾛｯ子      YF-437FP 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　誤報防止機能付
信号端子付

ｱﾛｯ子      

信号端子付
ｱﾛｯ子      YF-437F 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　誤報防止機能付

信号端子付

東京都港区三田1-4-28 ｱﾛｯ子      YF-005N(D)一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz
（三田国際ビル17F）

電話　03-3455-8811 ｱﾛｯ子      YF-433F 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　誤報防止機能付

電話　053-925-4111 ｱﾛｯ子      YF-434G 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付
ｱﾛｯ子      YF-005NV 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz

（本社）〒108-8333 ｱﾛｯ子      YF-005N 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz

一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付
二俣町南鹿島23 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付

ｼｽﾃﾑ機器ﾋﾞｼﾞﾈｽ 〒514-8555
ﾕﾆｯﾄ） 三重県津市藤方1668

ｱﾛｯ子      YF-432

（(株)桂精機 （本社）〒221-0052
製作所） 神奈川県横浜市

神奈川区栄町1-1 
（KDX横浜ビル8F）

電話　045-461-2334

矢崎ｴﾅｼﾞｰｼｽﾃﾑ(株) 〒431-3393 ｱﾛｯ子      YF-417C 一体型　接触燃焼式　DC24V　　　　　　信号端子付

（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株)

天竜工場 静岡県浜松市天竜区 ｱﾛｯ子      YF-431A

電話　03-5435-7111

（本社）〒141-0032 AC100V　50/60Hz　信号端子付

栃木県大田原市中田原 （KP-35D）GP3VBD 一体型　接触燃焼式　DC24V　　　　　　信号端子付
1043 

大田原事業所
KP-15B 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付

電話　0287-22-7962
KP-55B 一体型　接触燃焼式　耐湿防滴構造

製造社名

富士電機(株) 〒324-8510 （KP-31A）GP1PBD 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　遮断弁連動

所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様
（総代理店）

東京都品川区大崎1-11-2 KP-35PC 一体型　接触燃焼式　DC24V　　　　　　　信号端子付
（ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｲｰｽﾄﾀﾜｰ) 

電話　0573-26-1511

（本社）〒444-8586

電話　0564-23-5111

ﾘｺピット　APH-32SV 一体型　接触燃焼式　AC100V　50/60Hz　信号端子付



ガ

ス （本社）〒151-8535
東京都渋谷区笹塚1-54-5

漏

れ

警

報

器

中

継 （本社）〒102-8277
東京都千代田区九段南

部

（本社）〒141-8660
東京都品川区上大崎　

(パナソニック(株) （本社）〒514-8555
ｼｽﾃﾑ機器ﾋﾞｼﾞﾈｽ 三重県津市藤方1668
ﾕﾆｯﾄ） 電話　0120-28-3338

DC 24V
検知部等（POVPOK-1）の接続個数　3個

MPRL-2

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰ 〒514-0131
ｼｮﾝｽﾞ電材三重(株) 三重県津市あのつ台2-2-2 DC 6V
あのつ台工場 電話　059-233-1200 検知部等（POVPOK-1）の接続個数　5個

MPR5-2

電話　03-3444-4111
2-10-43 

電話　042-795-1111 CGW-12AL(LP) DC 24V
検知部等（XH-628）の接続個数　5個

ホーチキ(株) 〒194-8577
町田工場 東京都町田市南町田3-7-1 LPガス中継器

電話　03-3265-0211
4-7-3 

検知部等（YP-416）の接続個数　9個

メヌマ工場 埼玉県熊谷市妻沼西1-6 ARP型中継器
電話　048-588-1531 ARP011,051 DC 6V

能美防災(株) 〒360-0238

電話　03-5333-8601

ニッタン電子(株) 〒349-1148
大利根工場 埼玉県加須市豊野台 ＬＰガス漏れ表示灯

1-563-6 GBR-5 DC 24V
 検知部等（KP-15）の接続個数　5個

製造社名
所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様

（総代理店）



（本社）〒141-8660
ガ 東京都品川区上大崎　

ス

漏

れ

警

報

器

1

級

受

信

部

〒514-0131
三重県津市あのつ台2-2-2

標準遅延時間　50秒
接続中継部　（MPR5-2）
接続検知部等　(KP-35PC)

MPJ1-6「 」 AC100V　50/60Hz
入力信号　監視時　DC  6V
          警報時　DC 12V

標準遅延時間　50秒
接続中継部　（MPR5-2）
接続検知部等　(KP-35PC)

ﾕﾆｯﾄ） 電話　0120-28-3338 MPJ1-5「 」 AC100V　50/60Hz
入力信号　監視時　DC  6V
          警報時　DC 12V

接続中継部　（MPR5-2）
(パナソニック(株) （本社）〒514-8555 接続検知部等　(KP-35PC)
ｼｽﾃﾑ機器ﾋﾞｼﾞﾈｽ 三重県津市藤方1668

あのつ台工場 電話　059-233-1200 入力信号　監視時　DC  6V
          警報時　DC 12V
標準遅延時間　50秒

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰ
ｼｮﾝｽﾞ電材三重(株) MPJ1-4「 」 AC100V　50/60Hz

接続中継部　（CGW-12AL(LP)）
接続検知部等　(YF-417)

入力信号　監視時　DC  6V
          警報時　DC 12V
標準遅延時間　40秒

          警報時　DC 12V

液化石油ガス漏れ
受信機
PGU-AAW(LP) AC100V　50/60Hz

標準遅延時間　40秒
2-10-43 接続中継部　（CGW-12AL(LP)）

電話　03-3444-4111 接続検知部等　(YF-417)

ホーチキ(株) 〒194-8577
町田工場 東京都町田市南町田3-7-1 液化石油ガス漏れ

電話　042-795-1111 受信機
PGR-AAS(LP) AC100V　50/60Hz

入力信号　監視時　DC  6V

所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様
（総代理店）

製造社名



ガ （本社）〒151-8535
東京都渋谷区笹塚1-54-5

ス

漏

れ

警

報

器
（本社）〒102-8277

2 東京都千代田区九段南

級

受

信

部
（本社）〒153-0064
東京都目黒区下目黒

入力信号　監視時　DC  6V

※入力信号は上記２種類の切替式
標準遅延時間　55秒

電話　03-3713-1151           警報時　DC 12V
接続検知部等　(GP3VBC)

          警報時　１～２秒のフラッシング
接続検知部等　(YF-412A)

6-20-23 

横浜事業所 横浜市港北区樽町2-1-6 ガス漏れ警報表示盤
電話　045-542-1151 GAS-106A DC 12V

入力信号　監視時　接点　閉

(株)宮川製作所 〒222-0001

接続中継部　（ARP011,051）
4-7-3 接続検知部等　(YP-416)

電話　03-3265-0211

入力信号　監視時　DC  6V
          警報時　DC 12V
標準遅延時間　30秒

メヌマ工場 埼玉県熊谷市妻沼西1-6 液化石油ガスもれ
電話　048-588-1531 受信機

AAP211 AC100V　50/60Hz

能美防災(株) 〒360-0238

電話　0480-72-4835 TBP2-nL AC100V　50/60Hz

電話　03-5333-8601 接続中継部　（GBR-5）
接続検知部等　(KP-15)

入力信号　監視時　DC  6V
          警報時　DC 12V
標準遅延時間　40秒

製造社名
所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様

（総代理店）
ニッタン電子(株) 〒349-1148
大利根工場 埼玉県加須市豊野台 ガス漏れ集中監視盤

1-563-6 受信機
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分

離 （本社）〒102-8277
東京都千代田区九段南

警

報

部

(パナソニック(株)
ｼｽﾃﾑ機器ﾋﾞｼﾞﾈｽ 三重県津市藤方 1668
ﾕﾆｯﾄ） 電話　0120-28-3338

（本社）〒514-8555

あのつ台工場 電話　059-233-1200 標準遅延時間　35秒
接続検知部等　（POVPOK-1）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰ 〒514-0131 ガス漏れ警報ブザー
ｼｮﾝｽﾞ電材三重(株) 三重県津市あのつ台 2-2-2 MSB-2 DC 6V

電話　03-3265-0211
4-7-3 

電話　048-588-1531
標準遅延時間　30秒
接続検知部等　（YP-416）

能美防災(株) 〒360-0238
メヌマ工場 埼玉県熊谷市妻沼西1-6 ガス漏れ戸外ブザー

ABK011,051 DC 24V

電話　046-242-2513
標準遅延時間　40秒

　　　　　　　　2-5-4 
電話　06-6308-3155

接続検知部等　（XH-628）
（本社）〒532-0036
大阪市淀川区三津屋中

製造社名

所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様
（総代理店）

新コスモス電機(株)〒243-0211
東京工場 神奈川県厚木市三田3000 戸外ブザー

EB-8L DC 6V



〒431-3393

ガ （本社）〒108-8333
東京都港区三田1-4-28

ス

漏

れ

警

報

器

制

御

部

天竜工場 静岡県浜松市天竜区 YSC-09 DC 6V
二俣町南鹿島23 

信号入力：ﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ-ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ
空中線電力：０．０１Ｗ

遮断出力：ﾌｫﾄﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ-ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ
標準遮断時間：20秒（ガス警報遮断時間55秒)
ガス漏れ無線ユニット　YSC-29B

YSC-29A/B

電池電圧低下警報付

遮断用無線装置
DC 3V（電池式）　信号端子付電話　089-946-7096

電源：DC 3V（リチウム電池）

新コスモス電機(株)

電波帯：特小無線（429MHz帯）
接続検知部等　(YF-434E)
接続遮断弁（SY25MT1）

〒799-3111
愛媛工場 ｺｽﾓｽ

RM-691

無線型、電池駆動方式
機器連動型無線ユニット　YSC-29A
電源：DC 3V（リチウム電池）

接続検知部等　(YP-416)
電話　03-3455-8811 接続遮断弁（SY25MT）

電話　053-925-4111           警報時　DC 12V
遮断出力　無電圧（オープンコレクタ出力）
遮断弁閉止遅延時間　45秒

入力信号　監視時　DC 6V

製造社名

所　在　地 品名　・　型式 主　　な　　仕　　様
（総代理店）

矢崎ｴﾅｼﾞｰｼｽﾃﾑ(株)

愛媛県伊予市下吾川字池田
　　　　　　　　776-1 


