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鑑定品住宅用防災警報器の販売規制について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。

消防法の改正により、平成 26 年（2014 年）4 月 1 日から住宅用防災警報器が国家検定の対象品

目となっており、平成 31 年（2019 年）4 月 1 日より鑑定品の販売は法令違反となります。何卒ご

理解、ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．販売規制について

鑑定品（NS マーク）の住宅用防災警報器は、平成 31 年（2019 年）4 月 1 日より販売ができなく

なります。ご注意ください。

※販売した場合は、消防法第４１条により「１年以下の懲役又百万円以下の罰金に処する。」に

該当します。



２．鑑定品から検定品への変更点

鑑定品 検定品

型式承認 なし あり（総務大臣）

合格証票 鑑定合格証票

（NS マーク）

検定合格証票

種別 光電式 光電式住宅用防災警報器 変更なし

定温式 定温式住宅用火災警報器 定温式住宅用防災警報器

型式番号 鑑定型式番号

鑑住第○～○号

国家検定型式番号

住警第○～○号

販売・設置規制 平成 31 年 3 月 31 日まで可能 平成 26 年 4 月 1日より可能

３．お問合わせ先

・ 弊社営業担当までご連絡ください。

４．添付資料

・生産終了済の住宅用防災警報器（鑑定品）一覧

平成 31 年（2019 年）4 月 1日から販売不可能となる住警器の一覧を掲載しています。

鑑定品は日本消防検定協会の鑑定業務廃止に伴い、平成 27 年（2015 年）3月末で生産を終

了しています。

以上



生産終了住警器一覧表
2018.12.4

■煙式　住警器（鑑定品）
製品記号 製品名 型式番号 後継製品

NRD-7KB1 煙式　電池式　半年　ﾏﾝｶﾞﾝ電池　移報付 鑑ヶ第3～7号 KRH-1BS

KRA-1 煙式　ＡＣ式　単独型 鑑ヶ第4～8号 なし

KRB-1 煙式　電池式　１年　DC9V電池 鑑ヶ第4～6号 KRG-1D

KRB-2 煙式　電池式　１年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第4～7号 KRH-1BS

KRB-1 煙式　電池式　１年　DC9V電池 鑑ヶ第12～11号 KRG-1D

KRC-1 煙式　電池式　１年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第13～14号 KRH-1BS

KRC-2 煙式　電池式　１年　DC9V電池 鑑ヶ第13～14号 KRG-1D

KRC-5 煙式　電池式　２年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第16～2号 KRH-1BS

KRC-5A 煙式　電池式　２年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第16～2号 KRH-1BS

KRD-1 煙式　ＡＣ式　連動型 鑑ヶ第13～20号 なし

KRD-1A 煙式　ＡＣ式　連動型 鑑ヶ第13～20号 なし

KRD-2 煙式　ＡＣ式　単独型 鑑ヶ第13～27号 なし

KRD-2A 煙式　ＡＣ式　単独型 鑑ヶ第13～27号 なし

KRG-2 煙式　けむタンちゃん２　ブザー式 鑑住第17～41号 KRG-1D

KRG-1 煙式　けむタンちゃん１０　ブザー式　移報付 鑑住第17～25号 KRH-1BS

KRG-1A 煙式　けむタンちゃん１０　ブザー式　移報付 鑑住第18～68号 KRH-1BS

KRG-1ABL 煙式　けむタンちゃん１０　ブザー式　ＢＬ品 鑑住第18～68号 KRH-1BSBL

KRG-1B 煙式　けむタンちゃん１０　ブザー式　移報付　タイガース 鑑住第18～68号 KRH-1BS

KRAC-M 煙式　けむタンちゃんＡＣ（親器） 鑑住第18～86号 なし

KRAC-S 煙式　けむタンちゃんＡＣ（子器） 鑑住第18～87号 なし

KRF-1 煙式　電池式　７年　音声式　移報付 鑑ヶ第15～7号 KRH-1BS

KRH-1 煙式　けむタンちゃん１０　音声式 鑑住第20～6号 KRH-1B、KRL-1A

KRH-1S 煙式　けむタンちゃん１０　音声式　移報付 鑑住第20～6号 KRH-1BS

KRH-1SBL 煙式　けむタンちゃん１０　音声式　ＢＬ品 鑑住第20～6号 KRH-1BSBL

KRJ-1MS 煙式　無線式　親子セット 鑑住第21～29号 なし

KRJ-1S 煙式　無線式　子器 鑑住第21～30号 なし

KRH-1A 煙式　けむタンちゃん１０　音声式 鑑住第22～2号 KRH-1B

KRH-1AS 煙式　けむタンちゃん１０　音声式　移報付 鑑住第22～2号 KRH-1BS

KRH-1ASBL 煙式　けむタンちゃん１０　音声式　ＢＬ品 鑑住第22～2号 KRH-1BSBL

KRG-1C 煙式　けむタンちゃん１０　ブザー式 鑑住第22～11号 KRG-1D

KRL-1 煙式　けむタンちゃんスリム　音声式 鑑住第23～1号 KRL-1A

■熱式　住警器（鑑定品）
製品記号 製品名 型式番号 代替品

NRD-17SB 熱式　電池式　半年　ﾏﾝｶﾞﾝ電池　移報付 鑑ヶ第3～6号 CRH-1BS

CRC-1 熱式　電池式　１年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第13～7号 CRH-1BS

CRC-2 熱式　電池式　１年　DC9V電池 鑑ヶ第13～7号 CRG-1D

CRC-5 熱式　電池式　２年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第16～1号 CRH-1BS

CRC-5A 熱式　電池式　２年　DC9V電池　移報付 鑑ヶ第16～1号 CRH-1BS

CRD-1 熱式　ＡＣ式　連動型 鑑ヶ第13～19号 なし

CRD-1A 熱式　ＡＣ式　連動型 鑑ヶ第13～19号 なし

CRD-2 熱式　ＡＣ式　単独型 鑑ヶ第13～28号 なし

CRD-2A 熱式　ＡＣ式　単独型 鑑ヶ第13～28号 なし

CRG-2 熱式　ねつタンちゃん２　ブザー式 鑑住第17～40号 CRG-1D

CRG-1 熱式　ねつタンちゃん１０　ブザー式　移報付 鑑住第18～9号 CRH-1BS

CRG-1A 熱式　ねつタンちゃん１０　ブザー式　移報付 鑑住第18～77号 CRH-1BS

CRG-1ABL 熱式　ねつタンちゃん１０　ブザー式　ＢＬ品 鑑住第18～77号 CRH-1BSBL

CRAC-S 熱式　ねつタンちゃんＡＣ（子器） 鑑住第18～89号 なし

CRF-1 熱式　電池式　7年　音声式　移報付 鑑ヶ第15～10号 CRH-1BS

CRH-1 熱式　ねつタンちゃん１０　音声式 鑑住第20～7号 CRH-1B、CRL-1A

CRH-1S 熱式　ねつタンちゃん１０　音声式　移報付 鑑住第20～7号 CRH-1BS

CRH-1SBL 熱式　ねつタンちゃん１０　音声式　ＢＬ品 鑑住第20～7号 CRH-1BSBL

CRJ-1S 熱式　無線式　子器 鑑住第21～31号 なし

CRH-1A 熱式　ねつタンちゃん１０　音声式 鑑住第22～3号 CRH-1B

CRH-1AS 熱式　ねつタンちゃん１０　音声式　移報付 鑑住第22～3号 CRH-1BS

CRH-1ASBL 熱式　ねつタンちゃん１０　音声式　ＢＬ品 鑑住第22～3号 CRH-1BSBL

CRG-1C 熱式　ねつタンちゃん１０　ブザー式 鑑住第22～12号 CRG-1D

CRL-1 熱式　ねつタンちゃんスリム　音声式 鑑住第23～2号 CRL-1A

※鑑定品は日本消防検定協会の鑑定業務廃止に伴い平成27年(2015年）3月末日で生産終了。
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