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①  	 消	 火	 器	 用	 部	 品	 類  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



商品 排圧栓シール

ｺｰﾄﾞ No.0002

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※DP−10X用

商品 粉末流入防止板

ｺｰﾄﾞ No.0004

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 目印封板

ｺｰﾄﾞ No.0005

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.0007

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0008

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝5ケ)



商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0009

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.0010

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

商品 封シール

ｺｰﾄﾞ No.0011

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 GOODマーク(旧タイプ)

ｺｰﾄﾞ No.0012

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.0019

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝2ケ)



商品 GOODマーク(新タイプ)

ｺｰﾄﾞ No.0020

ﾒｰｶｰ ㈱初田製作所

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 LOCKマーク

ｺｰﾄﾞ No.0301

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0304

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 排圧栓シール

ｺｰﾄﾞ No.0306

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.0307

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)



商品 封ロック

ｺｰﾄﾞ No.0311

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 封シール

ｺｰﾄﾞ No.0317

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0321

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※YA−20R用

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.0322

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※全ての加圧消火器とYA−10XⅢ用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0323

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※YA−10ES･YA−10ET用



商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.0324

ﾒｰｶｰ ヤマトプロテック㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※YA−10X用

商品 OKマーク(旧タイプ)

ｺｰﾄﾞ No.0602

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧宮田工業用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0604

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧宮田工業用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0605

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧宮田工業用

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.0606

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※旧宮田工業用



商品 OKマーク(新タイプ)

ｺｰﾄﾞ No.0607

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧宮田工業用

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.0609

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※旧宮田工業用

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.0610

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※旧宮田工業･旧モリタ兼用

商品 排圧栓シール

ｺｰﾄﾞ No.0611

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※旧宮田工業用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0612

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧宮田工業用



商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.0907

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 封シール

ｺｰﾄﾞ No.0908

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.0910

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0913

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※粉末5〜10型用

商品 使用可マーク

ｺｰﾄﾞ No.0914

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)



商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0915

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※粉末3〜4型用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.0916

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※粉末15〜20型用

商品 排圧栓シール

ｺｰﾄﾞ No.0917

ﾒｰｶｰ 日本ドライケミカル㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.1203

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※旧モリタ･旧宮田工業兼用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.1204

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

旧モリタ用



商品 使用可マーク(旧タイプ)

ｺｰﾄﾞ No.1206

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧モリタ用

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.1207

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※モリタ用

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.1211

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※旧モリタ用

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.1212

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※旧モリタ用

商品 封シール

ｺｰﾄﾞ No.1213

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※旧モリタ用



商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.1216

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧モリタ用

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.1217

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧モリタ用

商品 排圧栓シール

ｺｰﾄﾞ No.1218

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※旧モリタ用

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.1219

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※旧モリタ用

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.1220

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚

※旧モリタ用



商品 使用可マーク(新タイプ)

ｺｰﾄﾞ No.1221

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

※旧モリタ用

商品 封マーク

ｺｰﾄﾞ No.1406

ﾒｰｶｰ マルヤマエクセル㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.1408

ﾒｰｶｰ マルヤマエクセル㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

商品 粉上防止封板

ｺｰﾄﾞ No.1409

ﾒｰｶｰ マルヤマエクセル㈱

販売は袋単位(1袋＝5ケ)

商品 充てん済シール

ｺｰﾄﾞ No.1410

ﾒｰｶｰ マルヤマエクセル㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)



商品 封シール

ｺｰﾄﾞ No.1411

ﾒｰｶｰ マルヤマエクセル㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

商品 上抜安全栓

ｺｰﾄﾞ No.1501

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売は袋単位(1袋＝2ケ)

※旧モリタユージー用

商品 封シール

ｺｰﾄﾞ No.1502

ﾒｰｶｰ モリタ宮田工業㈱

販売はシート単位(1シート＝10枚)

※旧モリタユージー用

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ



 
 
 

②  	 押破板・プロテクター類  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9052

ﾒｰｶｰ ホーチキ㈱用・旧タイプ

サイズ�50×118

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9053

ﾒｰｶｰ ホーチキ㈱用・新タイプ

サイズ�49.5×79.5

商品 シャッター用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9054

ﾒｰｶｰ 文化シャッター㈱

サイズ�36×75.5

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9055A

ﾒｰｶｰ ニッケイ㈱

サイズ�100×100

※赤い玉用

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9055B

ﾒｰｶｰ ニッケイ㈱

サイズ�100×100

※ハンドル用



商品 押破板

ｺｰﾄﾞ No.9056

ﾒｰｶｰ

サイズ�60×93.5

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9059

ﾒｰｶｰ ニッケイ㈱

サイズ�32×44

商品 シャッター用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9060

ﾒｰｶｰ

サイズ�35×71

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9062

ﾒｰｶｰ

サイズ�36×75

商品 シャッター用プロテクター

ｺｰﾄﾞ No.9063

ﾒｰｶｰ 三和シャッター㈱

サイズ�36×61

※HOS用



商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9064

ﾒｰｶｰ ホーエー㈱

サイズ�78×42

※AHB−200用

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9065

ﾒｰｶｰ 協立エアテック㈱

サイズ�78×42

※B−10用

商品 サムターン用押破カバー

ｺｰﾄﾞ No.9066

ﾒｰｶｰ 美和ロック㈱

※BHE非常口カバー(枠なし)

商品 シャッター用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9067

ﾒｰｶｰ 小俣シャッター㈱

サイズ�36×63

商品 シャッター用プロテクター

ｺｰﾄﾞ No.9068

ﾒｰｶｰ 鈴木シャッター㈱

サイズ�40φ



商品 シャッター用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9069

ﾒｰｶｰ 鈴木シャッター㈱

※変形型

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9070

ﾒｰｶｰ クリフ㈱

サイズ�40×40

商品 シャッター用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9071

ﾒｰｶｰ 小俣シャッター㈱

サイズ�80×104

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9072

ﾒｰｶｰ オイレスECO㈱

サイズ�35×31

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9073

ﾒｰｶｰ

サイズ�50×50



商品 排煙口用銘板・押破板

ｺｰﾄﾞ No.9075

ﾒｰｶｰ

サイズ�銘板��59×59

押破板�37×79

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9076

ﾒｰｶｰ

サイズ�37×79

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9077

ﾒｰｶｰ 空研工業㈱

サイズ�47×41

※KDB−2用

商品 シャッター用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9078

ﾒｰｶｰ 東洋シャッター㈱

サイズ�36×63

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9079

ﾒｰｶｰ 空研工業㈱

サイズ�39×82



商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9080

ﾒｰｶｰ 協立エアテック㈱

サイズ�32×42

※紙付

商品 シャッター用プロテクター

ｺｰﾄﾞ No.9082

ﾒｰｶｰ 三和シャッター㈱

サイズ�33φ

商品 排煙口用押破板

ｺｰﾄﾞ No.9083

ﾒｰｶｰ ㈱キクチ

サイズ�87×100

商品 シャッター用プロテクター

ｺｰﾄﾞ No.9084

ﾒｰｶｰ 文化シャッター㈱

サイズ�36×76

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ



 
 
 

③  	 温	 度	 ヒ	 ュ	 ー	 ズ	 類  
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形状記憶合金製

硬質塩化ビニール樹脂製

サイズ 品　　番

ＬＬ

Ｌ

Ｓ ２-１０-１１６３

温度ヒューズホルダー

温度ヒューズホルダー

温度ヒューズホルダー

品　　番

２-１０-１１７１

２-１０-１１７3

２-１０-１１５１

２-１０-１１５２

２-１０-１１５３

２-１０-１１６６

　Ｌ

　Ｓ

　標準品

備　　考協立エアテック製

　ＬＬ

ヒューズ式

　標準品

　ＬＬ

形状記憶合金ヒューズ他 備　　考

　Ｌ

　標準品

協立エアテック製

　Ｓ

ール樹脂製

硬質塩化ビニ

ＬＬ

品　　　名

形状記憶合金製

形状記憶合金製

協立エアテック製温度ヒューズ＆ホルダー

２-１０-１１６１

２-１０-１１６２

Ｌ

Ｓ

温度ヒューズ

棒　７２℃

棒　120℃

棒　280℃ ２-１０-１１７7



協立エアテック製温度ヒューズ＆ホルダー



形状記憶合金製 Ｌ ２-１０-１２６１

ステンレス製ホルダー Ｌ ２-１０-１２５６

温度ヒューズホルダー Ｌ ２-１０-１２５１

品　　　名 サイズ 品　　番 品　　番

クリフ製

　ステンレス

　ガラス玉

　形状記憶

ヒューズ式、形状記憶合金他 備　　考

　標準品

280℃

クリフ製温度ヒューズ＆ホルダー

７２℃

120℃

２-１０-１２７１

２-１０-１２７３

160℃ ２-１０-１２７４

２-１０-１２７７

温度ヒューズ



ステンレス製ホルダー Ｌ ２-１０-１８５６

　Ｌ

　ステンレス製

空研製 備　　考

　Ｌ

　標準品

品　　　名 サイズ 品　　番

温度ヒューズホルダー Ｌ ２-１０-１８５１

温度ヒューズ 品　　番

空研製温度ヒューズ＆ホルダー

棒　120℃ ２-１０-１８７３

棒　180℃ ２-１０-１８７５

棒　280℃ ２-１０-１８７７

棒　７２℃ ２-１０-１８７１



Ｓ

　ステンレス

　Ｓ

２-１０-１９７０

２-１０-１９７３

２-１０-１９７６

２-１０-１９７５

２-１０-１９７2

棒　180℃

高温対応ホルダー Ｌ ２-１０-１９６９

温度ヒューズ

棒　７２℃

棒　90℃

２-１０-１９７７

品　　番

２-１０-１９７１

棒　120℃

ステンレス製ホルダー Ｓ ２-１０-１９５７

棒　260℃

棒　280℃高温対応ホルダー

温度ヒューズホルダー Ｓ ２-１０-１９５２

ステンレス製ホルダー Ｌ ２-１０-１９５６

品　　　名 サイズ 品　　番

温度ヒューズホルダー Ｌ ２-１０-１９５１

　高温対応

ダイエイ製

　Ｌ及びＳ有

　ステンレス

　標準品

　L

備　　考

　Ｌ

　Ｓ

　標準品

ダイエイ製温度ヒューズ＆ホルダー



　ガラス玉ヒューズ拡大

ダイリツ製温度ヒューズ＆ホルダー

　FV-3M用

 FV-３A（L）用

 FV-３A（R）用

　ステンレス

 MSF-507C用

　Ｌ　ガラス玉

　Ｓ　ガラス玉

ダイリツ製 備　　考

　標準品

　Ｌ

　標準品

　Ｓ

　高温対応

　高温対応

　Ｓ

　Ｌ

板ヒューズ	

評定品	



２-１０-１３７４160℃

280℃

温度ヒューズホルダー

２-１０-１３７７

２-１０-１３７３

ダイリツ製温度ヒューズ＆ホルダー

２-１０-１３６１

ＦＶ-３ＡＲ用

評定　７２℃ ２-１０-１３７８

２-１０-１３６３

ＭＳＦ-５０７Ｃ用 ２-１０-１３６４

ステンガラス玉Ｆ付（60℃）

２-１０-１３６２

高温対応 Ｌ ２-１０-１３６９

高温対応 Ｓ ２-１０-１３７０

ＦＶ-３Ｍ用

ＦＶ-３ＡＬ用

Ｌ ２-１０-１３５１

温度ヒューズホルダー Ｓ ２-１０-１３５２

品　　　名 サイズ 品　　番

２-１０-１３５６

温度ヒューズ 品　　番

７２℃

ステンガラス玉Ｆ付（60℃） Ｌ

２-１０-１３７１

120℃

Ｓ ２-１０-１３５７



大東テック製

このホルダーは棒形と板形

共通である。

大東テック製温度ヒューズ＆ホルダー

板ヒューズはマイナス溝に

差込む。

　Ｓ

　標準品

のヒューズ受である。

棒ヒューズは中心の穴に、

　標準品

　棒、板

備　　考

　Ｌ

　形状記憶

　共通で使用

右上写真は従来品ホルダー

　差込式

　ステンレス

　Ｌ　ホルダ

　ステンレス

　Ｓ　ホルダ

　ステンレス

　差込式

ネジ込ヒューズ	

差込式ヒューズ	

棒ヒューズ（廃番）	

板ヒューズ（廃番）	



大東テック製温度ヒューズ＆ホルダー

差込式180℃

温度ヒューズ 品　　番

差込式７２℃ ２-１０-１４８１

差込式120℃ ２-１０-１４８３

品　　番 温度ヒューズ 品　　番

２-１０-１４８５

差込式280℃ ２-１０-１４８７

２-１０-１４５２ 100℃ ２-１０-１４７２

温度ヒューズホルダー Ｌ ２-１０-１４５１ ７２℃ ２-１０-１４７１

品　　　名 サイズ

在庫限り

差込式ホルダー ２-１０-１４５４ 120℃ ２-１０-１４７３

温度ヒューズホルダー Ｓ

差込形状記憶合金製 ２-１０-１４６２ 150℃ ２-１０-１４７４ 在庫限り

ステンレス製ホルダ Ｌ ２-１０-１４５６ 180℃ ２-１０-１４７５

ステンレス製ホルダ Ｓ ２-１０-１４５７ 200℃ ２-１０-１４７６

ステンレス製ホルダ 差込 ２-１０-１４５８ 280℃ ２-１０-１４７７



２-１０-１７７７

ホーエー製温度ヒューズ＆ホルダー

２-１０-１７７１

２-１０-１７７３

２-１０-１７７４

120℃

160℃

７２℃

　標準品

　　Ｌ　　

備　　考

品　　番

　標準品

ホーエー製

温度ヒューズ

２-１０-１７５２

　　Ｓ

ステンレス製ホルダ

品　　　名 サイズ 品　　番

温度ヒューズホルダー Ｌ ２-１０-１７５１

温度ヒューズホルダー Ｓ

２-１０-１７５７

　ステンホルダ

　Ｓ

Ｓ

280℃

サイコロヒューズ拡大図	



２-１０-１５７１

２-１０-１５７４

２-１０-１５７６

100℃

120℃

２-１０-１５７２

高温対応

２-１０-１５７７

２-１０-１５６９

２-１０-１５７３

200℃

280℃

　ステンホルダ

　形状記憶

　DF-01B

　DF-01A

　高温対応

備　　考

　標準品

品　　　名

150℃

品　　番

温度ヒューズホルダー

　ガラス玉

２-１０-１５５１

ニッケイ製温度ヒューズ＆ホルダー

サイズ 品　　番

ニッケイ製

ステンガラスＦ付（60℃） ２-１０-１５５６

形状記憶合金製 ２-１０-１５６１

温度ヒューズ

７２℃

ヒューズ拡大図	サイコロヒューズ拡大図	



ニッケイ製温度ヒューズ＆ホルダー



２-１０-２０５１

ウレタン樹脂塗装ホルダー

品　　　名 品　　番サイズ

２-１０-２０７２

７２℃ ２-１０-２０７１

２-１０-２０６６

ステンレスホルダー

品　　番

２-１０-２０５６

温度ヒューズ

標準ヒューズホルダー

２-１０-２０７７

120℃ ２-１０-２０７３

150℃ ２-１０-２０７４

100℃

200℃ ２-１０-２０７６

　ヒューズ付

　ガラス玉

　ステンレス

　ウレタン樹脂

備　　考

280℃

三功工業所製

　標準品

　塗装

三功工業所製温度ヒューズ＆ホルダー



メスネジ部分にダイリツ製ヒューズホルダーを

７２℃ ２-１０-２１６１

１７５℃

アダプタ単体 ２-１０-２１５１

　喜久知製ホルダ用アダプター（ダイリツ製ホルダー装着用） ２-１０-２１５２　　真鍮製アダプター単体　品番

　アサヒ金属製ヒューズホルダー用アダプタ

温度区分：72、90、100、120、175℃

２-１０-１６８６

１００℃ ２-１０-１６８３

２００℃

２-１０-１６８２９０℃

２-１０-１６８７

２８０℃ ２-１０-１６８９

２６０℃ ２-１０-１６８８

１２０℃ ２-１０-１６８４

２-１０-１６８５

２２０℃

深川板ヒューズ 品　　番

７２℃ ２-１０-１６８１

　廃番品

　　　　　　 200、220、260、280℃

アダプタ 品　　番

品　　番

ねじ込み、作動器に装着する

スエヒロ温度ヒューズ

備　　考

【廃番品のヒューズホルダー用アダプタ】

　　深川製板ヒューズ スエヒロ

深川板ヒューズ寸法図

入手不可能なヒューズホルダーは

アダプターを製作して、現メーカー

品に対応します。

４５	



　アンリツ短

　アンリツ長

備　　考

　ミドリ安全

　喜久知

入手不可能です

廃番品ヒューズ

廃番品温度ヒューズホルダー＆ヒューズ

協立	



　クリフ

廃番品温度ヒューズホルダー＆ヒューズ 入手不可能です 備　　考

KA31-S（FV）

用



 
 
 

④  	 消	 火	 栓	 用	 部	 品	 類  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



商品 40A�バルブパッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 65A�バルブパッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 40A�タイヤパッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 65A�タイヤパッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 40A�袋パッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ



商品 65A�袋パッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 13mm�水口パッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 19mm�水口パッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 65A�送水口平パッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品 75A�採水口平パッキン

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ



商品 65A�送水口キャップ

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

プラスチック製(赤)

商品 25A変換媒介(ネジオス×差込メス)

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

2号消火栓用

商品 25A変換媒介(差込オス×ネジメス)

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

2号消火栓用

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ



 
 
 

⑤  	 シ	 ー	 ル	 類  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



商品 消火器点検票シール

ｺｰﾄﾞ No.5002

ﾒｰｶｰ

販売は袋単位(1袋＝100枚)

商品 点検済証シール

ｺｰﾄﾞ No.5004

ﾒｰｶｰ

販売は袋単位(1袋＝100枚)

商品 火災以外開封厳禁シール(小)

ｺｰﾄﾞ No.5007

ﾒｰｶｰ

販売はシート単位(1シート＝10枚)

サイズ�15mm×40mm

※ミシン目は入っていません。

商品 火災以外開封厳禁シール(大)

ｺｰﾄﾞ No.5010

ﾒｰｶｰ

販売はシート単位(1シート＝10枚)

サイズ�32mm×78mm

※ミシン目は入っていません。

商品 T1�消火栓操作方法シール

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 日本消防放水器具工業会



 
 
 
⑥  	 試	 験	 器	 ・	 測	 定	 器	 類  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



商品 加煙試験器

品名 FTGJ001−Z

ﾒｰｶｰ 能美防災㈱

標準セット�支持棒(4.5m)付

ヘッドのみ(支持棒なし)

ZERJ001-15�支持棒1.5m

ZERJ001-45�支持棒4.5m

ZERJ001-60�支持棒6m

商品 加煙試験器

品名 TSQ−A100

ﾒｰｶｰ ホーチキ㈱

標準セット�支持棒(2.3m)付

TSQ-A100-E�延長棒2.3m

商品 加煙試験器

品名 NKS−2

ﾒｰｶｰ ニッタン㈱

標準セット�支持棒(2.2m)付

ヘッドのみ(支持棒なし)

NKT-2�支持棒2.2m

NKT-4�ロング補助棒4.5m

NKT-E�延長棒1.1m

定価　５２，０００円（税抜）	

定価　５０，０００円（税抜）	

定価　４８，５００円（税抜）	



商品 加熱試験器

品名 HK−3

ﾒｰｶｰ (一財)東京防災設備保守協会

標準セット�支持棒(3m)付

ヘッドのみ

支持棒3m

特支持棒6.5m

商品 ハクキン火口

品名 HK−3用ハクキン火口

ﾒｰｶｰ (一財)東京防災設備保守協会

商品 支持棒

品名 ピンロック長尺棒

ﾒｰｶｰ 日本防災設備協同組合

全長6.7m

保守協会のHK−3に接続可能

定価　５９，８００円（税抜）	

定価　３０，０００円（税抜）	



商品 支持棒金具

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 保守協会

HK−3とHKS−2に使用の支持棒と長尺棒用

商品 支持棒金具用上部金具

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 保守協会

支持棒金具用

商品 支持棒金具用上部金具(ピンロック長尺棒用)

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 日本防災設備協同組合

支持棒金具用

※能美のアダプターに接続可能

商品 ZEAJ001�アダプター

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 能美防災㈱

※能美のFTGJ001−Z用支持棒に

�保守協会のHK−3を接続するためのアダプター

�(下図のジョイント金具も必要)

商品 HK−3用ジョイント金具

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 能美防災㈱

※上図のZEAJ001と組合せることによって、

�保守協会のHK−3に接続可能となる



商品 騒音計

品名 NL−27

ﾒｰｶｰ リオン㈱

検定付

商品 騒音計

品名 TYPE6230

ﾒｰｶｰ ㈱アコー

検定付

商品 加ガス試験器

品名 EG−20

ﾒｰｶｰ 新コスモス電機㈱

定価	  
146,000円	  
（税抜）	

定価	  
120,000円（税抜）	

定価	  
222,000円（税抜）	



商品 漏電火災警報器用試験器

品名 RGR−2

ﾒｰｶｰ 泰和電気工業㈱

商品 フォースゲージ

品名 FB−200N

ﾒｰｶｰ ㈱イマダ

※プッシュプルスケール

商品 防火戸閉じ力測定用ハンドル

品名 HDC−1

ﾒｰｶｰ (株)イマダ

定価	  
８０，０００円	  
（税抜）	

定価	  
３９，０００円（税抜）	

定価	
１０，０００円（税抜）	



商品 放水圧力測定器

品名 エポ

ﾒｰｶｰ 三益消防機材㈱

E−1・・・40A用���E−2・・・65A用

定価　オープン	



商品 放水圧力測定器

品名 トヨエスター(40A用)

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

25Aへの変換媒介ノズル付

商品 変換媒介

品名 25Aへの変換媒介ノズル

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

トヨエスター40A用

※エポ40Aには使用不可

商品 変換媒介

品名 30Aへの変換媒介

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

トヨエスター40A用

定価　193,000円（税抜）	

定価　21,000円（税抜）	

定価　オープン	



商品 放水圧力測定器

品名 トヨエスター(65A用)

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

50Aへの変換媒介ノズル付

商品 変換媒介

品名 50Aへの変換媒介ノズル

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

トヨエスター65A用

エポ65Aには使用不可

商品 放水圧力測定器

品名 ピトーゲージ

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

直径60φ�0〜1.6Mpa

ネジ径1／4

定価　227,000円（税抜）	

定価　32,000円（税抜）	

定価　31,000円（税抜）	



商品 圧力計

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ 山本計器製造(㈱)

直径60φ�0〜1.6Mpa

ネジ径1／4�Aタイプ(フチ無)

※放水圧力測定器エポに使用可能

商品 バルブ圧力計

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ ㈱立売堀製作所

40A･50A･65Aそれぞれ有ります。

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ

商品

ｺｰﾄﾞ

ﾒｰｶｰ



 
 
 
資料	 予備電池・表示板・取扱説明板等  
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	青年部カタログ２ p１２ (40)
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