
冷暖房機器運転機器リスト 

●竜王町総合庁舎 

 暖房機：昭和鐵工(株)SA-506W 鋳鉄製組合式温水 最高使用圧力 30M 

(ﾎﾞｲﾗｰ) 定格出力 443,000Kcal／h 伝熱面積 9.74㎡ 1台 

 

冷凍機： 三菱ヨーク多気筒冷凍機 H62SW5 定格出力 4極 22KW 1台 

     三菱ヨークチリニングユニット 2DH603 定格冷房能力 180,000kcal／h 1台 

三菱ヨーク多気筒冷凍機 H62SW6 定格出力 4極 22kW 1台 

三菱ヨークチリニングユニット 2DH603 定格冷房能力 180,000kcal／h 1台 

 

消防点検器具リスト 

●竜王町総合庁舎 

機器名等 規格・数 

屋内消火栓 ポンプ     製造者：㈱川本製作所 型式等：KTN-656×2S-M7.5TF 

電動機     製造者：明電舎    型式等：ED70-NNRY 

消防用ホース  16本（8箇所） 

自家発電設備 （非常電源） 原動機／製造者：ﾔﾝﾏｰ     型式等：4T90L 

発電機／製造者：大阪発電機㈱ 型式等：G34 

原動機／製造者：ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱ 型式等：AP65C 

発電機／製造者：オーハツ㈱ 型式等：FNB･OS-400 

蓄電池設備 （非常電源） 蓄 電 池／製造者：日本電池   型式等：HS-120E  

充電装置／製造者：大阪発電機㈱ 型式等：CH-34 

自動火災報知設

備 

予備電池／製造者：古河電池㈱ 鑑予第 13～6号 20-S108A 

受 信 機／製造者：能美防災㈱ 受第 54～19～4号 1982年製 

感 知 器／差動式（スポット型）174個  定温式（スポット型）23個 

煙式（スポット型）光電式 非蓄積 17個 

音響装置 8機・発信機 8機 

誘導灯(誘導標

識) 

避難口灯 (中型）10個 (小型)2個・廊下通路灯（中型）6個 

高輝度避難口灯（2B）3個 

避難器具 避難梯子（ハッチ式）／ 製造者：㈱ﾏﾝﾃﾝ は第 52～2号 3.6m 1箇所 

避難梯子（ハッチ式) ／ 製造者：㈱ﾏﾝﾃﾝ は第 52～2号 3.3m 1箇所 

消火器 粉末 ABC 4型／蓄圧式 11本・粉末 ABC10型／蓄圧式 34本 

粉末 ABC10型／加圧式 9本・粉末 ABC50型／加圧式 1本  

二酸化窒素 10型／蓄圧式2本 

防火扉 防火扉 13箇所 

防火シャッター シャッター5箇所 

ダンパー ダンパー9箇所 

垂れ壁 15箇所 

連動制御機 製造者名：能美防災㈱ 型式等：自火報複合盤 1台 

自動起動装置 （感知器）煙感知器(イオン化式)21個・煙感知器（光電式）7個 

窒素ガス消火設

備 

消火システムＮＮ１００ 

製造者：能美防災㈱ 



●竜王町防災センター 

機器名等 規格・数 

自動火災報知設

備 

予備電池／製造者：ｼﾞｰｴｽﾒﾙｺﾃｯｸ㈱ 型式等：鑑予第11～10号 KR3.5D-20B 

受 信 機／製造者：ﾎｰﾁｷ㈱ 型式等：受第 9～118号 RPQ-ABW20SA 2003年製 

感 知 器／差動式（スポット型）21個・定温式（スポット型）8個 

煙式（スポット型）光電式 非蓄積 11個 

音響装置／地区音響装置 ﾌﾞｻﾞｰ式 2機・発信機 2機 

誘導灯(誘導標

識) 

高輝度避難口灯 (20B）9個・高輝度室内通路灯 (20B)3個 

階段通路灯 (40W)2個 

自家発電設備 原動機 製造者：ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱ 

型式等：AUTO PACK AP150A ｴﾝｼﾞﾝ型式 6G120T-GL 

発電機 製造者：ｵｰﾊﾂ㈱ 

    型式等：FDB･OS-480M 

消火器具 粉末 ABC10型／蓄圧式 11本 

排煙設備 排煙窓開閉装置 6箇所 

 

 

 

●竜王町保健センター 

機器名等 規格・数 

自動火災報知機 予備電池／製造者：古河電池㈱ 型式等：鑑予第 7-1号 20-AA600A 

受 信 機／製造者：ホーチキ㈱ 受第 9～117号 RPQ-ABW15 2000年製 

感 知 器／差動式（スポット型）28個  定温式（スポット型）5個 

煙式（スポット型）光電式 非蓄電 2個 

音響装置 2機・発信機 2機 

誘導灯(誘導標

識) 

避難口灯(中型）4個・避難口灯(小型)1個・高輝度避難口灯（20B）1個 

通路灯（中型）1個 

消火器具 粉末 ABC10型／蓄圧式 7本 

排煙器具 ハンドル式排煙装置(マドコン)4箇所 

 

 

 

●竜王町福祉ステーション 

機器名等 規格・数 

自動火災報知器 予備電池／製造者：古河電池㈱ 鑑予第 7～1号：20-AA600A 

受 信 機／製造者：ホーチキ㈱ 受第 9～117号 RPQ-ABW15 2000年製 

感 知 器／差動式（スポット型）21個  定温式（スポット型）1個 

煙式（スポット型）光電式 非蓄積 5個 

音響装置 2機・発信機 2機 

誘導灯(誘導標識) 高輝度避難口灯 (C級）4個・高輝度通路灯（20B）1個 

消火器具 強化液 C 3型／蓄圧式 2本・粉末 ABC10型／加圧式 2本   

排煙器具 排煙窓開閉装置 3箇所 

 

 

 

 

 



 

●竜王町勤労福祉会館 

機器名等 規格・数 

自動火災報知機 予備電池／製造者：パナソニック  

品評予第 13-1号 10-AA600A-PD 

受 信 機／製造者：パナソニック 受第 24-6号 BVJ25151K 2015年製 

感 知 器／差動式（スポット型）18個 定温式（スポット型）1個  

光電式（スポット型）非蓄電 2個  

音響装置 2機・発信機 2機 

誘導灯(誘導標識) 避難口灯（中型）4個 

消火器具 粉末 ABC 10型／加圧式 2本 粉末 ABC 10型／蓄圧式 1本 

 

●竜王町農村女性の家 

機器名等 規格・数 

自動火災報知機 予備電池／製造者：古河電池㈱ 5-AA250 2008年製 

操作部・複合装置／製造者：ニッタン㈱ 型式 EDV 

誘導灯(誘導標識) 高輝度避難口灯（10C）3個・高輝度通路灯（10C）2個 

避難器具 避難はしご 城田鉄工㈱ は第 52-5号 3.6m 1箇所 

消火器具 粉末 ABC10型／加圧式 4本 

排煙器 排煙窓開閉装置 1箇所 

 

 

 


