
構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

【昇降機】

表示順番は、認定日の新しい順に表示してあります。 クリックすると対象の表示ページトップに移動します↓

認定区分 明細区分 認定記号 リンク

エレベーター・エスカレーター
構造上主要な部分該当

EP**
EP****
ESP**

表示ページに移動

上記以外の部分
EN**

EN****
ESN**

表示ページに移動
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

主索に直径5mmの高強度ロープを使用し、端末金具にクサビ式止め金具または据え込
み式止め金具を使用したエレベーター/エレベータ/かご及び主要な支持部分（適用主索
：東京製網株式会社製、神鋼鋼線工業株式会社製、株式会社テザックワイヤロープ製）

東芝エレベータ株式会社　 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNNNN-1378 平成25年02月14日

ボールネジ式ホームエレベーター/エレベーター/かご及び主要な支持
部分・制御器・制動装置 三洋機工株式会社 山梨県南アルプス市下高砂28

8－1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCSNN-1419 平成24年12月28日

ラック・ピニオン駆動方式いす式階段昇降機PREシリーズ/いす式階段
昇降機/かご及び主要な支持部分 株式会社　スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 (一財)日本建築センター EPNNNN-1381 平成24年12月03日

ラックピニオン式斜行型段差解消機SUPRA/段差解消機/かご及び主要
な支持部分・制御器

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区赤坂4－15－1
赤坂ガーデンシティ1階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNNNN-1357 平成24年11月07日

ラックピニオン式いす式階段昇降機（TL-SⅢ型、TL-
G260-B型）／エレベーター／かご及び主要な支持部分・制御器 中央エレベータ工業株式会社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCNNN-1327 平成24年06月29日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目16-26 (一財)ベターリビング EPNNUN-1056 平成24年01月18日

ローラギア・ラック方式の直線階段用いす式階段昇降機（エスコート
スリム型）／いす式階段昇降機／かごおよび主要な支持部分 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNNNN-1069 平成24年01月18日

株式会社　石井工作研究所　1KKソフト・エレベーター(ナット回転式)／エレ
ベーター／かご及び主要な支持部分・制御器・制動装置 株式会社　石井工作研究所 大分県大分市東大道2丁目5番

60号 (一財)日本建築センター EPCSNN-1001 平成23年10月06日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置

東京小型エレベーター株式会
社

東京都足立区古千谷本町3－1
2－9 (一財)ベターリビング EPCSNN-0986 平成23年09月01日

減圧式エレベーター（かご床面積0.53㎡以下、昇降機行程10ｍ以下）
／エレベーター／かご及び主要な支持部分・制御器・制動装置

株式会社
Ｖ・Ｔ・ＳＹＳＴＥＭＳ

東京都港区浜松町2-7-14
KAMONビル　８階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCSNN-0942 平成23年06月10日

ロープ式エレベーター　MUS-
C-004型/エレベーター/かご及び主要な支持部分

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNNNN-0652 平成23年05月13日
令和3年06月24日取消

認定取消又は失効理由：認定書別添内の誤記訂正のため ［新規認定番号：EPNNNN-0652-1］

ラックピニオン式斜行型段差解消機
H350Z型／エレベーター／かご及び主要な支持部分・制御器

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCNNN-0797 平成23年05月13日

ラックピニオン式いす式階段昇降機
Type86型／エレベーター／かご及び主要な支持部分 Otto Ooms BV Lekdijk Oost27A 2861 GB

Bergambacht the Netherlands
(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNNNN-0637 平成23年03月04日

ラックピニオン式斜行型段差解消機（ＢＣＣＡ-3型）／段差解消機／
かご及び主要な支持部分・制御器

有限会社ビーシーリフトジャ
パン

福岡県福津市宮司ヶ丘1－１
５

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCNNN-0639 平成23年03月04日

現場施工形　据え込み式止め金具を使用したエレベーターの構造方法
／エレベーター／かご及び主要な支持部分

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3
(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNNNN-0378 平成22年12月15日

三菱電機ビルテクノサービス
株式会社 東京都荒川区荒川7-19-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

樹脂被覆ロープ心入りワイヤロープ（HPC IWRC 12×P・S(19)）を使用した
エレベーターの構造方法／エレベーター／かご及び主要な支持部分 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNNNN-0347 平成22年12月15日

斜行型段差解消機
YVS-280型／段差解消機／かご及び主要な支持部分・制御器 ワタベ産業株式会社 愛媛県伊予郡松前町大字北川

原字塩屋1279-1 (一財)日本建築センター EPCNNN-0373 平成22年10月22日

タスカルアルーラSRX型／いす式階段昇降機／かご及び主要な支持部
分・制御器 シンテックス株式会社 栃木県さくら市喜連川1114 (一財)日本建築センター EPCNNN-0372 平成22年10月22日

ラックピニオン式いす式階段昇降機 LEVANT Comfort
OT型／エレベーター／かご及び主要な支持部分

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4丁目1番13
号　葺手ビル7階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNNNN-0348 平成22年06月09日

ラック・ピニオン駆動式いす式階段昇降機（SEC9シリーズ／SEO9シ
リーズ）／いす式階段昇降機／かご及び主要な支持部分 株式会社スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNNNN-0314 平成22年06月09日

ラックピニオン式いす式階段昇降機FLOW型（仕様追加）/エレベータ
ー/かご及び主要な支持部分

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4-1-13葺手
ビル7階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNNNN-0215 平成22年05月17日

ラックピニオン式いす式階段昇降機LEVANT型/エレベーター/かご及び
主要な支持部分・制御器

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4-1-13葺手
ビル7階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCNNN-0214 平成22年05月17日

樹脂被覆鋼製ロープ（tfleX-rope）を使用したエレベーターの構造方法／エレ
ベーター／かご及び主要な支持部分 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNNNN-0122 平成22年01月20日

ラックピニオン式駆動方式斜行型階段昇降装置（MM-100-H
形）/段差解消機/かご及び主要な支持部分・制御器

社団法人
交通バリアフリー協議会

東京都港区赤坂4-3-1共同ビ
ル（赤坂）406-2 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCNNN-0196 平成21年11月25日
米山工業株式会社 愛媛県松山市航空通3-2-15

三和シヤッター工業（株）　ホームエレベーターHAVE／ホームエレベーター
／かご及び主要な支持部分・制御器・制動装置 三和シヤッター工業株式会社 東京都板橋区新河岸2-3-5 (一財)日本建築センター EPCSNN-0260 平成21年10月30日

ロープ式エレベーター MUS-
C-003形/エレベーター/かご及び主要な支持部分

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNNNN-0138 平成21年07月22日

広洋産業株式会社車いす用曲線型階段昇降機(EA6)1200/1000／段差解
消機／かご及び主要な支持部分・制御器・制動装置 広洋産業株式会社 東京都豊島区東池袋5-45-5AS

ビル7F (一財)日本建築センター EPCS-0103 平成21年07月22日

大同工業㈱製車いす用斜行型階段昇降機
SR型／斜行式段差解消機／かご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築センター EPCNNN-0118 平成21年07月22日

大同工業㈱製着脱式車いす用斜行型階段昇降機　曲線式
エスカルーⅡ／斜行式段差解消機／かご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築センター EPCNNN-0117 平成21年07月22日

大同工業㈱製いす式階段昇降機
KSA型／いす式階段昇降機／かご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築センター EPCNNN-0116 平成21年07月22日

大同工業㈱製いす式階段昇降機
KS8型／いす式階段昇降機／かご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築センター EPCNNN-0115 平成21年07月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

大同工業㈱製いす式階段昇降機“エスコート型”／いす式階段昇降機／か
ご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築センター EPCN-0108 平成21年07月22日

ローラギヤ・ラック方式のいす式階段昇降機（KF6型）／いす式階段昇
降機／かご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0107 平成21年07月22日

ローラギヤ・ラック方式のいす式階段昇降機（KF5型）／いす式階段昇
降機／かご及び主要な支持部分・制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0106 平成21年07月22日

減圧式エレベーター（かご面積1.2㎡）／エレベーター／かご及び主要
な支持部分・制御器・制動装置

株式会社Ｖ・Ｔ・Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ

神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1
ハウスクエア横浜
住まいの情報館3階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCSNN-0119 平成21年06月29日

広洋産業株式会社車いす用曲線型階段昇降機(EA7)1200/1000／段差解
消機／かご及び主要な支持部分・制御器・制動装置 広洋産業株式会社 東京都豊島区東池袋5-45-5AS

ビル7F (一財)日本建築センター EPCS-0105 平成21年06月29日

クマリフト（株）いす式階段昇降機自由生活JSR09型／いす式階段昇降
機／かご及び主要な支持部分・制御器・制動装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築センター EPCS-0104 平成21年05月19日

住宅用小型エレベーター（昇降行程１３ｍ以下、法定積載量２６７ｋ
ｇ以下）の構造方法／エレベーター／かご及び主要な支持部分

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-102 平成21年04月17日

住宅用小型エレベーター（昇降行程１３ｍ以下、法定積載量２６７ｋ
ｇ以下）の構造方法／エレベーター／かご及び主要な支持部分

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0102 平成21年04月17日

ラックピニオン式いす式階段昇降機ＦＬＯＷ型／エレベーター／かご
及び主要な支持部分・制御器

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4-1-13葺手
ビル5F

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCN-0101 平成21年02月16日

ラックピニオン駆動方式のいす式階段昇降機（ＴＬ－ＳⅢ型、ＴＬ－
Ｇ２６０型）／エレベーター／かご及び主要な支持部分・制御器

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0100 平成21年02月16日

ラックピニオン式斜行型段差解消機（ＢＣＲＬ型）／段差解消機／か
ご及び主要な支持部分・制御器

有限会社ビーシーリフトジャ
パン 福岡県福津市宮司1415-5 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0099 平成21年02月16日

減圧式ホームエレベーター／エレベーター／かご及び主要な支持部分
・制御器・制動装置

株式会社Ｖ・Ｔ・Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ

神奈川県横浜市都筑区中川1-4-1
ハウスクエア横浜
住まいの情報館3階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCS-0095 平成20年10月08日

いす式階段昇降機　自由生活　JS03B型 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築センター EPCS-0094 平成20年10月06日

主索に溝なし平形ロープ（ｔ３×ｗ３０）とその主索端末に楔式留金具を使
用したエレベーターの構造方法／エレベーター／かご及び主要な支持部分

日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランドトリトンスクエ
アX棟

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNN-0093 平成20年09月18日

住宅用小型エレベーター（昇降行程１３ｍ以下、法定積載量２５８ｋ
ｇ）の構造方法／エレベーター／かご及び主要な支持部分

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0092 平成20年06月13日

広洋産業株式会社車いす用曲線型階段昇降機／段差解消機／かご及び
主要な支持部分・制御器・制動装置 広洋産業株式会社 東京都豊島区東池袋5-45-5AS

ビル7F (一財)日本建築センター EPCS-0091 平成20年03月25日

三和シヤッター（株）ホームエレベーター／ホームエレベーター／か
ご及び主要な支持部分・制御器・制動装置 三和シヤッター工業株式会社 東京都板橋区二丁目3-5 (一財)日本建築センター EPCS-0089 平成20年01月08日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ラックピニオン駆動方式ＹＶ－３０型荷物用エレベーター／エレベー
ター／かご及び支持部材・制御器・制動装置 ワタベ産業株式会社 東京都墨田区駒形4-13-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCS-0088 平成19年12月28日

ツインエレベーター／エレベーター／かご及び主要な支持部分・制御
器・制動装置

ティッセンクルップエレベー
タージャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4-1-13葺手
ビル7F

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCS-0085 平成19年12月28日

ラックピニオン式斜行型段差解消機（ＴＬ－ＡⅣ型）のかご及び主要
な支持部分並びに制御器

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0087 平成19年10月18日

ラックピニオン式斜行型段差解消機（ＢＣＣＡ-２型）のかご及び主要
な支持部分並びに制御器

有限会社ビーシーリフトジャ
パン 福岡県福津市宮司1415-5 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0086 平成19年10月18日

減圧式ホームエレベーター／エレベーター／かご及び主要な支持部分
・制御器・制動装置

株式会社Ｖ・Ｔ・Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ

東京都港区芝大門2-9-15
第二神明ビル5F

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCS-0083 平成19年09月20日

摩擦駆動式いす式階段昇降機（NUE10）／いす式階段昇降機／かご及
び主要な支持部分・制御器 株式会社スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0084 平成19年09月20日

主索に直径５㎜の高強度ロープを使用し、端末金具にクサビ式止め金具また
は据え込み式止め金具を使用したエレベーター／エレベーター／かご及び主
要な支持部分

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNN-0082 平成19年07月27日

ラックピニオン式いす式階段昇降機（ＴＬ－ＳⅡ型、ＴＬ－ＧⅡ型）
のかご及び主要な支持部分並びに制御器

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0071 平成19年03月30日

ラックピニオン式ＹＶ－１０型／荷物用エレベーター／かご及び主要
な支持部分・制御盤・制動装置 ワタベ産業株式会社 東京都墨田区駒形4-13-3 (一財)日本建築センター EPCS-0081 平成19年03月02日

ラックピニオン式斜行型段差解消機（ＢＣＣＡ型）のかご及び主要な
支持部分及び制御器

有限会社ビーシーリフトジャ
パン 福岡県福津市宮司1415-5 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0080 平成19年01月26日

ラックピニオン式斜行型段差解消機（ＢＣＳＡ型）のかご及び主要な
支持部分及び制御器

有限会社ビーシーリフトジャ
パン 福岡県福津市宮司1415-5 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0077 平成19年01月26日

ラックピニオン式いす式階段昇降機Ｓ８型のかご及び主要な支持部分
及び制御器 サイタ工業株式会社 東京都北区滝野川5-5-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0076 平成19年01月26日

主索に直径５㎜の高強度ロープを使用し、端末金具にクサビ止め式金具ま
たは据え込み式金具を使用したエレベーターのかご及び主要な支持部分 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0074 平成18年10月23日

主索に直径５mmの高強度ロープを使用し、端末金具にクサビ式止め金具また
は据え込み式止め金具を使用したエレベーターのかご及び主要な支持部分の
構造

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNN-0066 平成18年08月14日

小規模共同住宅用で主索に直径８mmロープその他を使用したエレベー
ター（巻上機昇降路内頂部設置型）のかご及び主要な支持部分の構造

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0070 平成18年07月18日

主索に平形ロープ（ｔ３×ｗ６０）とその主索端末に鋼板製楔式留金
具を使用したエレベーターのかご及び主要な支持部分の構造

日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0068 平成18年06月23日

主索に平形ロープ（ｔ３×ｗ３０）とその主索端末に鋳鋼製又は鋼板製
楔式留金具を使用したエレベーターのかご及び主要な支持部分の構造

日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0067 平成18年06月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ＩＨＩカーリフト
石川島運搬機械株式会社
パーキングシステム事業本部パ
ーキングシステム事業部

東京都中央区明石町6-4 (一財)日本建築センター EPNS-0063 平成18年05月08日

ＳＣ２－１Ａ型ねじ式エレベーター 日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区東神田1-9-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCS-0064 平成18年03月27日

小規模共同住宅用で主索に直径8mmロープその他を使用したエレベー
ター

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0060 平成17年10月21日

斜行型段差解消機 ワタベ産業株式会社 東京都墨田区駒形4-13-3 (一財)日本建築センター EPCN-0059 平成17年09月12日

主索に直径5mmの高強度ロープを使用し、端末金具にクサビ式止め金
具または据え込み式金具を使用したエレベーター 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPNN-0057 平成17年06月16日

主索に平型ロープ（t3×w60）とその主索端末に鋼板製楔式留金具を使
用したエレベーター

日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0054 平成17年05月12日

いす式斜行階段昇降機　RRE9 株式会社スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 (一財)日本建築センター EPCN-0055 平成17年04月22日

大澤工業（株）車いす用斜行型昇降機（ドライブローラー方式） 大澤工業株式会社 富山県婦負郡婦中町高日附73
6 (一財)日本建築センター EPCN-0053 平成17年03月30日

いす式斜行型階段昇降機　タスカルSRS シンテックス株式会社 栃木県塩谷郡喜連川町大字喜
連川1114 (一財)日本建築センター EPCN-0052 平成17年03月30日

主索に平型ロープ（t3×w30）とその主索端末に鋳鋼製又は鋼板製楔式
留金具を使用したエレベーター

日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0049 平成17年03月24日

いす式階段昇降機　エスコート型 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ197 (一財)日本建築センター EPCN-0051 平成17年03月24日

垂直リフト「チョータくん」 株式会社正栄技研 兵庫県神戸市長田区西尻池町
2-3-2 (一財)日本建築センター EPCS-0048 平成17年01月31日

ラックピニオン駆動方式斜行型段差解消機（MM-100-HE形） モノレール工業株式会社 愛媛県東温市北方甲705 (一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCN-0047 平成16年12月22日

自動車用エレベーター「IHI式カーリフト」 新立川航空機株式会社 東京都立川市高松町1-100 (一財)日本建築センター EPNN-0044 平成16年12月02日

ボールねじ式ホームエレベーター 株式会社三工社 東京都渋谷区幡ヶ谷2-37-6 (一財)日本建築センター EPCS-0045 平成16年11月12日

エレベーター（CE型） 株式会社福元彫刻 宮崎県えびの市大字原田1099
-16 (一財)日本建築センター EPCS-0042 平成16年08月18日

車いす用斜行型昇降機 広洋産業株式会社 東京都豊島区南大塚3-30-3 (一財)日本建築センター EPCS-0040 平成16年06月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

車椅子用電動昇降機　UD-700 株式会社いうら 愛媛県温泉郡重信町南野田若
宮410-6 (一財)日本建築センター EPCS-0039 平成16年06月29日

主索に平型ロープ（t3×w60）とその主索端部に鋼板製楔式留金具を使
用したエレベーター

日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0038 平成16年06月08日

ホームエレベーター 三和シャッター工業株式会社 東京都新宿区西新宿2-2-1 (一財)日本建築センター EPCS-0037 平成16年03月10日

日本車輌製造（株）　斜行型階段昇降機 日本車輌製造株式会社 愛知県名古屋市熱田区三本松
町1-1 (一財)日本建築センター EPCS-0036 平成16年02月02日

車椅子用電動昇降機 株式会社いうら 愛媛県温泉郡重信町大字南野
田字若宮410-6 (一財)日本建築センター EPCS-0035 平成16年02月02日

IKK　ソフト・エレベーター（ナット回転式） 株式会社石井工作研究所 大分県大分市東大道2-1-3 (一財)日本建築センター EPCS-0034 平成15年10月31日

IKK　ソフト・エレベーター（ねじ回転式） 株式会社石井工作研究所 大分県大分市東大道2-1-3 (一財)日本建築センター EPCS-0033 平成15年10月31日

平形ロープを主索に使用したエレベーター 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0032 平成15年09月17日

摩擦式斜行型段差解消機　MC-P12R（L）型 株式会社ハーツエイコー 神奈川県横浜市緑区長津田町
3179

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCN-0031 平成15年07月31日

いす式階段昇降機　自由生活　JS03型 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築センター EPCS-0030 平成15年06月19日

主索に直径5mmの高強度ロープを使用し、端末金具に鋼製楔式ソケッ
トまたは据え込み式止め金具を使用したエレベーター 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0029 平成15年05月15日

SC2型ねじ式エレベーター 日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区東神田1-9-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCS-0028 平成15年05月15日

ベルト式立ち乗り階段昇降機（AS-1型） 株式会社アローテック 岡山県岡山市妹尾3273-3 (一財)日本建築センター EPNN-0024 平成15年04月18日

ベルト式立ち乗り鉛直型昇降機（VA-1型） 株式会社アローテック 岡山県岡山市妹尾3273-3 (一財)日本建築センター EPNN-0023 平成15年04月18日

ベルト式鉛直型昇降機（VA-10型） 株式会社アローテック 岡山県岡山市妹尾3273-3 (一財)日本建築センター EPNN-0022 平成15年04月18日

FREELIFTいす式階段昇降機（MONDRIAAN） FREELIFTb.v.
Newtonstraat 35 1704 SB
Heerhugowaard The
Netherlands

(一財)日本建築センター EPCS-0021 平成15年04月18日

いす式階段昇降機　KA-01型 有限会社翔幸 山形県米沢市門東町2-3-47 (一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCN-0027 平成15年04月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

段差解消機TDK065 株式会社ツバキアークス 京都府京田辺市南備台1-1-3 (一財)日本建築センター EPCS-0019 平成15年02月07日

サイタ工業（株）ラックピニオン駆動方式いす式階段昇降機S７型 サイタ工業株式会社 東京都北区滝野川5-5-3 (一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCN-0020 平成15年02月07日

ベルト式斜行型昇降機（YA-10型及びYA-20型） 株式会社アローテック 岡山県岡山市妹尾3273-3 (一財)日本建築センター EPNN-0016 平成14年12月20日

椅子式階段昇降機｛商品名：階適パートナー（エルゴRECHT型、エル
ゴⅣ型）｝ 明電興産株式会社 東京都品川区大崎5-5-5 (一財)日本建築センター EPCS-0018 平成14年12月20日

ねじ駆動式エレベーター　CP-2HEV型 東和エレベーター株式会社 山梨県北巨摩郡須玉町穴平15
85

(一財)日本建築設備・昇降機
センター EPCS-0017 平成14年12月20日

いす式斜行型階段昇降機タスカルRS24 シンテックス株式会社 栃木県塩谷郡喜連川町大字喜
連川1114 (一財)日本建築センター EPCS-0015 平成14年12月20日

FREELIFTいす式階段昇降機（FREECURVE） FREELIFTb.v.
Newtonstraat 35 1704 SB
Heerhugowaard The
Netherlands

(一財)日本建築センター EPCS-0014 平成14年10月25日

ホームエレベーター 三和シャッター工業株式会社 東京都新宿区西新宿2-2-1 (一財)日本建築センター EPCS-0012 平成14年07月26日

合成繊維ロープを使用したエレベーター 三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPNN-0009 平成14年05月24日

鉛直型段差解消機（VA1011シリーズ） 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048 (一財)日本建築センター EPCS-0008 平成14年04月10日

フジテック（株）ダブルデッキエレベーター フジテック株式会社 大阪府茨木市庄1-28-10 (一財)日本建築センター EPNN-0006 平成14年02月08日

ラックピニオン駆動方式の斜行型段差解消機（TL-AⅡ型） 中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0005 平成13年11月26日

ラックピニオン駆動方式のいす式階段昇降機（TL-S型、TL-G型） 中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCN-0004 平成13年11月26日

三菱日立ホームエレベーター株式会社
ボールねじ式エレベーター（BS１型）

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCS-0002 平成13年11月01日

昇降機（ねじ式エレベーターSC１型） 日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区東神田1-9-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター EPCS-0001 平成13年02月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＹ５Ｔ１型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1463 平成25年03月28日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＹ３Ｔ２型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1462 平成25年03月28日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＹ３Ｔ１型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1461 平成25年03月28日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＭ５Ｔ２型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1460 平成25年03月28日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＭ５Ｔ１型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1459 平成25年03月28日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＭ３Ｔ２型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1458 平成25年03月28日

機械室の無いロープ式エレベーター
ＭＬ－ＰＭ３Ｔ１型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1457 平成25年03月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　RGSD-622型
戸開走行保護装置

マーキュリーアシェンソーレ
株式会社

鹿児島県鹿児島市上荒田町29
-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-1482 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　RGSD-622型
戸開走行保護装置

シンドラーエレベータ株式会
社 東京都江東区越中島1-2-21 (一財)ベターリビング ENNNUN-1481 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　RGSD-620型
戸開走行保護装置

マーキュリーアシェンソーレ
株式会社

鹿児島県鹿児島市上荒田町29
-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-1480 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　RGSD-620型
戸開走行保護装置

シンドラーエレベータ株式会
社 東京都江東区越中島1-2-21 (一財)ベターリビング ENNNUN-1479 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０２２ＤＡ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1468 平成25年03月14日

令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1468-1]

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０２２ＣＡ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1467 平成25年03月14日

令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1467-1]

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０２２ＢＡ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1466 平成25年03月14日

令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1466-1]
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０２２ＡＡ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1465 平成25年03月14日

令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1465-1]

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH460A型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1456 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH460A型　戸開走行保護装置 株式会社　ムンアンドサン 大韓民国京畿道安山市檀園区

元時洞768-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1455 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH355A型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1454 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH355A型　戸開走行保護装置 株式会社　ムンアンドサン 大韓民国京畿道安山市檀園区

元時洞768-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1453 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH275A型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1452 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH275A型　戸開走行保護装置 株式会社　ムンアンドサン 大韓民国京畿道安山市檀園区

元時洞768-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1451 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH230A型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1450 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DM-UCMP-
MH230A型　戸開走行保護装置 株式会社　ムンアンドサン 大韓民国京畿道安山市檀園区

元時洞768-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1449 平成25年03月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0805型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1441 平成25年03月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0804型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1440 平成25年03月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0803型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1439 平成25年03月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0802型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1438 平成25年03月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0801型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1437 平成25年03月05日

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０２３Ａ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3 (一財)日本建築センター ENNNUN-1447 平成25年02月19日
令和4年10月31日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN－1447-1]

10/115 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0810型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1446 平成25年02月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0809型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1445 平成25年02月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0808型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1444 平成25年02月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0807型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1443 平成25年02月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP0806型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1442 平成25年02月19日

ロープ式エレベーターHGT1-DB-
T2型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15－47 (一財)日本建築センター ENNNUN-1436 平成25年02月19日

ポリウレタン製緩衝器を使用したエレベーターの構造方法/エレベータ
ー/制動装置

日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNSNN-1404 平成25年02月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　MYT-S型
戸開走行保護装置 三友エレベータ株式会社 東京都大田区大森西1－19－9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1431 平成24年12月28日

ロープ式エレベーターDBU-86/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1430 平成24年12月28日

平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-85/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1429 平成24年12月28日

平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 株式会社五島エレベーター 大分県別府市浜脇1－19－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1428 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 マルチプライ株式会社 宮城県仙台市太白区富田宇南

ノ西19－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1427 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 辰東エレベータ工業株式会社 東京都千代田区東神田2－8－

7 (一財)ベターリビング ENNNUN-1426 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 サニー工業株式会社 愛知県春日井市西本町3丁目4

6番地 (一財)ベターリビング ENNNUN-1425 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置

株式会社宮崎エレベータサー
ビス 宮崎県宮崎市西池町1－5－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1424 平成24年12月28日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 株式会社東名メンテナンス 愛知県名古屋市守山区天子田

二丁目1108 (一財)ベターリビング ENNNUN-1423 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 福岡県飯塚市長尾661 (一財)ベターリビング ENNNUN-1422 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 株式会社ケイ・イー 京都府京都市西京区桂木ノ下

町20番地2 (一財)ベターリビング ENNNUN-1421 平成24年12月28日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　J-UCMP-620型
戸開走行保護装置 京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高

辻下ル吉文字町457 (一財)ベターリビング ENNNUN-1420 平成24年12月28日

ボールネジ式ホームエレベーター/エレベーター/戸開走行保護装置 三洋機工株式会社 山梨県南アルプス市下高砂28
8－1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1418 平成24年12月28日

ロープ式エレベーターDBU-84/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所　 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1417 平成24年12月17日

平成31年01月07日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため（認定書誤記載）

ロープ式エレベーターDBU-83/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所　 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1416 平成24年12月17日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-82/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所　 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1415 平成24年12月17日

平成30年03月30日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-81/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所　 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1414 平成24年12月17日

平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-80/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所　 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1413 平成24年12月17日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-79/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所　 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1412 平成24年12月17日

平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　EL－65－T型
戸開走行保護装置

東芝エレベータ　株式会社 東京都品川区北品川6－5－28
(一財)ベターリビング ENNNUN-1411 平成24年12月17日

株式会社
テクノエレベーター

静岡県浜松市中区高丘西1－8
－24

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　EL－50－T型
戸開走行保護装置

東芝エレベータ　株式会社 東京都品川区北品川6－5－27
(一財)ベターリビング ENNNUN-1410 平成24年12月17日

株式会社
テクノエレベーター

静岡県浜松市中区高丘西1－8
－24

ロープ式エレベーター
MPR－001CA形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1409 平成24年12月17日

令和4年11月28日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1409-1]

ロープ式エレベーターDBU-73/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都豊田区外神田四丁目14
番5号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1391 平成24年12月17日

平成29年12月19日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-72/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都豊田区外神田四丁目14
番4号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1390 平成24年12月17日

平成29年12月19日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-71/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都豊田区外神田四丁目14
番3号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1389 平成24年12月17日

平成31年01月07日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため（認定書誤記載）

ロープ式エレベーターDBU-70/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都豊田区外神田四丁目14
番2号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1388 平成24年12月17日

平成30年01月31日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-69/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所都市開発
システム社

東京都豊田区外神田四丁目14
番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1387 平成24年12月17日

平成30年03月30日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

油圧式エレベーターHY５型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本エレベーター製造株式会
社

東京都千代田区岩本町1－10
－3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1386 平成24年12月17日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターDBU-57S/エレベーター/戸開走行保護装置
サイタ工業株式会社 東京都北区滝の川5-5-3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1380

平成24年12月17日
平成30年01月24日取
消株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田四丁目

14番1号

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-56S/エレベーター/戸開走行保護装置
サイタ工業株式会社 東京都北区滝の川5-5-3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1379 平成24年12月17日

株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

ロープ式エレベーターEC-5430EF-
DD/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社　 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1377 平成24年12月17日
平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターEC-4035SM-
DD/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社　 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1376 平成24年12月17日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
Ｓ１０－ＭＲ９５０ーＳＫＥ－１型　戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3－18－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1372 平成24年12月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
Ｓ１０－ＭＲ８００ーＳＫＥ－１型　戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3－18－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1371 平成24年12月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
Ｓ１０－ＭＲ６００ーＳＫＥ－１型　戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3－18－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1370 平成24年12月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
Ｓ１０－ＭＲ４５０ーＳＫＥ－１型　戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3－18－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1369 平成24年12月04日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　F-UCMP0704型
戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1408 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　F-UCMP0703型
戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1407 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　F-UCMP0702型
戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1406 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　F-UCMP0701型
戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1405 平成24年12月03日

油圧式エレベーター　待機型逆止弁方式　SI－FNN型
戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1385 平成24年12月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

油圧式エレベーター　待機型逆止弁方式　SI－FNN型
戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6－5

－51 (一財)ベターリビング ENNNUN-1384 平成24年12月03日

油圧式エレベーター　待機型逆止弁方式　SI－FNN型
戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-1383 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　MUC-
TMLNWIN3U-CN11　戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1

－14－9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1375 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　MUC-
TMLNWIN2U-CN11　戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1

－14－9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1374 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　MUC-
TMLNWIN1U-CN11　戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1

－14－9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1373 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　YSA-RB003S型
戸開走行保護装置 横浜エレベーター株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1368 平成24年12月03日

ラック・ピニオン駆動方式いす式階段昇降機PREシリーズ/いす式階段
昇降機/制御器 株式会社　スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 (一財)日本建築センター ENCNNN-1382 平成24年12月03日

ロープ式エレベーター MPR－005B形/エレベーター/戸開走行保護装置
横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

－8－6
(一財)日本建築センター ENNNUN-1403 平成24年11月28日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－
3

ロープ式エレベーター MPR－005B形/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社

東京都千代田区岩本町1－10
－3

(一財)日本建築センター ENNNUN-1402 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005B形/エレベーター/戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

東京都台東区上野三丁目4番9
号

(一財)日本建築センター ENNNUN-1401 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005B形/エレベーター/戸開走行保護装置
ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1－1－1

(一財)日本建築センター ENNNUN-1400 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005B形/エレベーター/戸開走行保護装置

シンドラーエレベータ株式会
社 東京都江東区越中島1－2－21

(一財)日本建築センター ENNNUN-1399 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター MPR－005B形/エレベーター/戸開走行保護装置
三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1－13－1

8
(一財)日本建築センター ENNNUN-1398 平成24年11月28日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－
3

ロープ式エレベーター MPR－005A形/エレベーター/戸開走行保護装置
横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

－8－6
(一財)日本建築センター ENNNUN-1397 平成24年11月28日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－
3

ロープ式エレベーター MPR－005A形/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社

東京都千代田区岩本町1－10
－3

(一財)日本建築センター ENNNUN-1396 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005A形/エレベーター/戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

東京都台東区上野三丁目4番9
号

(一財)日本建築センター ENNNUN-1395 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005A形/エレベーター/戸開走行保護装置
ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1－1－1

(一財)日本建築センター ENNNUN-1394 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005A形/エレベーター/戸開走行保護装置

シンドラーエレベータ株式会
社 東京都江東区越中島1－2－21

(一財)日本建築センター ENNNUN-1393 平成24年11月28日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3

ロープ式エレベーター MPR－005A形/エレベーター/戸開走行保護装置
三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1－13－1

8
(一財)日本建築センター ENNNUN-1392 平成24年11月28日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－
3

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
WIN3000CC型　戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社百朝股份有限公司

東京都台東区上野3町目4番9号R.
O.C台湾台北市長安東路二段781
2

(一財)ベターリビング ENNNUN-1367 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　MR-
D1000型　戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社百朝股份有限公司

東京都台東区上野3町目4番9号R.
O.C台湾台北市長安東路二段781
1

(一財)ベターリビング ENNNUN-1366 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　MR-D600型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社百朝股份有限公司

東京都台東区上野3町目4番9号R.
O.C台湾台北市長安東路二段781
0

(一財)ベターリビング ENNNUN-1365 平成24年11月19日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　APK-
T01型戸開走行保護装置

愛知小型エレベーター製造株
式会社

愛知県一宮市浅野町大野字郷
中2の1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1364 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP511型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1336 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP510型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1335 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP509型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1334 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　F-
UCMP508型　戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1333 平成24年11月19日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　ＲＧ６２０型 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50
番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1363 平成24年11月12日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　ＲＧ６２０型 東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5－58－4 (一財)ベターリビング ENNNUN-1362 平成24年11月12日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　ＲＧ６２０型 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央２丁目１
８番４号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1361 平成24年11月12日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　ＲＧ６２０型 株式会社　アイワ 大阪市西区安治川２丁目２－
９ (一財)ベターリビング ENNNUN-1360 平成24年11月12日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　ＲＧ６２０型 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀１丁目３３番
８号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1359 平成24年11月12日

ロープ式エレベーター　待機型ブレーキ方式　ＲＧ６２０型 株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉７
５２－４ (一財)ベターリビング ENNNUN-1358 平成24年11月12日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　KR7型
戸開走行保護装置 株式会社カイナン 名古屋市中川区四女子町4丁

目47 (一財)ベターリビング ENNNUN-1357 平成24年10月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　KR6型
戸開走行保護装置 株式会社カイナン 名古屋市中川区四女子町4丁

目46 (一財)ベターリビング ENNNUN-1356 平成24年10月12日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　KR4型
戸開走行保護装置 株式会社カイナン 名古屋市中川区四女子町4丁

目45 (一財)ベターリビング ENNNUN-1355 平成24年10月12日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　KR2型
戸開走行保護装置 株式会社カイナン 名古屋市中川区四女子町4丁

目44 (一財)ベターリビング ENNNUN-1354 平成24年10月12日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　KR1型
戸開走行保護装置 株式会社カイナン 名古屋市中川区四女子町4丁

目43 (一財)ベターリビング ENNNUN-1353 平成24年10月12日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YMR-D-1000型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番7号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1352 平成24年09月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YMR-D-600型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1351 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　JUNY-GSC-
MM1型　戸開走行保護装置 上海永電梯設備有限公司 上海区松江区九亭鎮九新公路

101号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1350 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　JUNY-GSC-
MM型　戸開走行保護装置 上海永電梯設備有限公司 上海区松江区九亭鎮九新公路

100号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1349 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　JUNY-GSC-
LL型　戸開走行保護装置 上海永電梯設備有限公司 上海区松江区九亭鎮九新公路

99号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1348 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　JUNY-GSC-
MM1型　戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1347 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　JUNY-GSC-
MM型　戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1346 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　JUNY-GSC-
LL型　戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1345 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　HD-UCMP-
GT70型　戸開走行保護装置 現代エレベーター株式会社 大韓民国京畿道利川市夫鉢邑

牙美里山136－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1344 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　HD-UCMP-
GT100型　戸開走行保護装置 現代エレベーター株式会社 大韓民国京畿道利川市夫鉢邑

牙美里山136－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1343 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　HD-UCMP-
GT160型　戸開走行保護装置 現代エレベーター株式会社 大韓民国京畿道利川市夫鉢邑

牙美里山136－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1342 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　HD-UCMP-
GT70型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区大門1－1－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1341 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　HD-UCMP-
GT100型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区大門1－1－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1340 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　HD-UCMP-
GT160型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区大門1－1－1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1339 平成24年09月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JES-
BW195(12P)-N型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベータサービス
株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
１１番３号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1338 平成24年08月30日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JES-
BW195(11P)-N型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベータサービス
株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
１１番２号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1337 平成24年08月30日

油圧式エレベーターT65-M/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6－5－27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1332 平成24年08月30日

油圧式エレベーターT50-M/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6－5－27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1331 平成24年08月30日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
MPR-006B形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3 (一財)日本建築センター ENNNUN-1330 平成24年08月30日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1330-1]

ロープ式エレベーター
MPR-006A形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2－7－

3 (一財)日本建築センター ENNNUN-1329 平成24年08月30日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1329-1]

ロープ式エレベーターEC-4035SM-2／エレベーター／戸開走行保護装
置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6－5－27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1328 平成24年08月30日
平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ラックピニオン式いす式階段昇降機（TL-SⅢ型、TL-
G260-B型）／エレベーター／かご及び主要な支持部分・制御器 中央エレベータ工業株式会社 東京都台東区上野3-4-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1327 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高

辻下ル吉文字町457番地 (一財)ベターリビング ENNNUN-1326 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 ロジテック　アイ株式会社 埼玉県鴻巣市松原1丁目16番5

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1325 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の12 (一財)ベターリビング ENNNUN-1324 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1323 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 株式会社ハイン 新潟県三条市西本成寺2-7-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-1322 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 株式会社日本荷役 東京都墨田区業平4-7-3

２階 (一財)ベターリビング ENNNUN-1321 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D600型
戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1320 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-9500型
戸開走行保護装置 京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高

辻下ル吉文字町457番地 (一財)ベターリビング ENNNUN-1319 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-9500型
戸開走行保護装置 ロジテック　アイ株式会社 埼玉県鴻巣市松原1丁目16番5

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1318 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-9500型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1317 平成24年06月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-9500型
戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の12 (一財)ベターリビング ENNNUN-1316 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-9500型
戸開走行保護装置 株式会社日本荷役 東京都墨田区業平4-7-3

２階 (一財)ベターリビング ENNNUN-1315 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-9500型
戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1314 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN3000型
戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の12 (一財)ベターリビング ENNNUN-1313 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN3000型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1312 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN3000型
戸開走行保護装置 株式会社ハイン 新潟県三条市西本成寺2-7-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-1311 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN3000型
戸開走行保護装置 株式会社日本荷役 東京都墨田区業平4-7-3

２階 (一財)ベターリビング ENNNUN-1310 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN3000型
戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1309 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高

辻下ル吉文字町457番地 (一財)ベターリビング ENNNUN-1308 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 ロジテック　アイ株式会社 埼玉県鴻巣市松原1丁目16番5

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1307 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の12 (一財)ベターリビング ENNNUN-1306 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1305 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 株式会社ハイン 新潟県三条市西本成寺2-7-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-1304 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 株式会社日本荷役 東京都墨田区業平4-7-3

２階 (一財)ベターリビング ENNNUN-1303 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-MR-D1000型
戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1302 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN5000型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1301 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN5000型
戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の12 (一財)ベターリビング ENNNUN-1300 平成24年06月29日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN5000型
戸開走行保護装置 株式会社日本荷役 東京都墨田区業平4-7-3

２階 (一財)ベターリビング ENNNUN-1299 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式 UCMP-WIN5000型
戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1298 平成24年06月29日

油圧式エレベーター　HAL-
UCMP-111型(L2)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1297 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　9070-08-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1296 平成24年06月29日

平成30年04月03日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　9060-07-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1295 平成24年06月29日

平成30年04月03日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　9050-06-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1294 平成24年06月29日

平成30年04月03日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　9040-06-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1293 平成24年06月29日

平成30年04月03日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

油圧式エレベーター YEL1-65型-
EPH／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1292 平成24年06月29日

油圧式エレベーター YEL1-50型-
EPH／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1291 平成24年06月29日

ロープ式エレベーター
MPR-011F2形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1290 平成24年06月26日

令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1290-1]

ロープ式エレベーター
MPR-011H2形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1289 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y450EL-700-ENB300型　戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1288 平成24年06月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　JES-BW1491（9P)-N型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
11番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1287 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

〒101-0031  東京都千代田区東
神田1-11-2藤和東神田ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-1266 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置 北陸施設株式会社　

〒921-8061 
石川県金沢市森戸2丁目151番地
1

(一財)ベターリビング ENNNUN-1265 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置 有限会社　北陸マックス　

〒930-0816  富山県富山市上赤
江町二丁目2番67号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1264 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置 愛媛メンテナンス株式会社 〒790-0846 

愛媛県松山市道後北代7番10号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1263 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置 株式会社　三好エレベータ 〒760-0007 

香川県高松市中央町15番2　 (一財)ベターリビング ENNNUN-1262 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置

株式会社ケーワイビルシステ
ム

〒111-0041
東京都台東区元浅草1町目19-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1261 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置 雄崎股份有限公司

台灣桃園縣中壢工業□文林街
66号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1260 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置 阪神輸送機株式会社

〒531-0076　大阪府大阪市北区
大淀中１丁目14番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1259 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置

株式会社SAMIL　ELTEC
JAPAN

〒363-0015
埼玉県桶川市南1-3-19
KSマンション207号

(一財)ベターリビング ENNNUN-1258 平成24年06月26日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-RB003S-
Z型、戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

171-0021
東京都豊島区西池袋3丁目29-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1257 平成24年06月26日

ロープ式エレベーターDBU-78／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1286 平成24年05月29日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターMX20-MXB20-3/エレベーター/戸開走行保護装
置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1284 平成24年05月29日
平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターMX10-MXB10-3/エレベーター/戸開走行保護装
置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1283 平成24年05月29日
平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターMX06-MXB06-3/エレベーター/戸開走行保護装
置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1282 平成24年05月29日
平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHH3U-
CH10-a／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1280 平成24年05月29日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHH2U-
CH10-a／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1279 平成24年05月29日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHH1U-
CH10-a／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1278 平成24年05月29日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0010型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1285 平成24年05月23日

ロープ式エレベーターCRL2090-EC5430EF-2/エレベーター/戸開走行
保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1281 平成24年05月23日
平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0009型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1277 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0008型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1276 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0007型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1275 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0006型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1274 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0602型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1273 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0601型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1272 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0505型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1271 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0504型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1270 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0503型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1269 平成24年05月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0502型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1268 平成24年05月23日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0501型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1267 平成24年05月23日

油圧式エレベーター YEL1-65型-
CS／エレベーター／戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1256 平成24年05月23日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7

番3号

油圧式エレベーター YEL1-50型-
CS／エレベーター／戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1255 平成24年05月23日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7

番3号

ロープ式エレベーター 待機型二重系ブレーキ方式　UCMP-620　型
戸開走行保護装置

有限会社
コプロエンジニアシステム

〒572-0838 
大阪府寝屋川市八坂町6-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-1138 平成24年05月16日

ロープ式エレベーター 待機型二重系ブレーキ方式　UCMP-620　型
戸開走行保護装置 京都エレベータ株式会社

〒600-8352  京都府京都市下京
区岩上通下る吉文字町457番地 (一財)ベターリビング ENNNUN-1137 平成24年05月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXL-1100-4030-M 型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-1254 平成24年05月10日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-7

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXM-900-4030-M 型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-1253 平成24年05月10日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-6

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXM-1100-4030-M 型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-1252 平成24年05月10日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-5

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXS-900-4030-M 型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-1251 平成24年05月10日
三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-4

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXS-900-4026-M 型　戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1250 平成24年05月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXS-900-4026-M 型　戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1250 平成24年05月10日

ロープ式エレベーターKR4型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　カイナン 愛知県名古屋市女子町4丁目4
3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1144 平成24年05月10日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1249 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂3丁目5番
33号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1248 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1247 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15-16 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1246 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1245 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社北陽製作所 福井県坂井市春江町江留上錦

147
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1244 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1243 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-37

-35
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1242 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1241 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪市生野区巽東2丁目16-26 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1240 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1239 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1-3-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1238 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪市中央区谷町7丁目3番4-

307
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1237 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市大美町146-12 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1236 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2-2-

9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1235 平成24年05月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋1丁目-2-

19
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1234 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1233 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市登呂6丁目5番51

号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1232 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1231 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5-58-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1230 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1229 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成エレべーター株式会社

〒141-0022　東京都品川区東五
反田5-21-19-502 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1228 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エレベータシステム
ズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3丁目29-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1227 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社

〒230-0073　神奈川県横浜市鶴
見区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1226 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目4-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1225 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1224 平成24年05月07日

大盛輸送機株式会社 〒132-0021
東京都江戸川区中央2丁目18-4

大成リフト製造株式会社
〒734-0021　広島県広島市南区
上東雲町19番2号

株式会社　親和工業
〒458-0801　愛知県名古屋市緑
区鳴海町杜若102

旭洋エレベータ株式会社
〒532-0011　大阪府大阪市淀川
区西中島1丁目8-24

株式会社
関東エレベーターシステム

〒370-0601　群馬県邑楽郡邑楽
町大字鶉752番地の4

柏エレベータ工業株式会社 〒277-0051
千葉県柏市加賀1丁目33-8
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-950F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エーステック
〒654-0044  兵庫県神戸市須磨
区稲葉町1丁目1-3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1224 平成24年05月07日

ネスコ株式会社
〒461-0012　愛知県名古屋市東
区相生町50番地1

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1223 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂3丁目5番
33号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1222 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1221 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15-16 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1220 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1219 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社北陽製作所 福井県坂井市春江町江留上錦

147
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1218 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1217 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-37

-35
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1216 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1215 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪市生野区巽東2丁目16-26 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1214 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1213 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1-3-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1212 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪市中央区谷町7丁目3番4-

307
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1211 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市大美町146-12 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1210 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2-2-

9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1209 平成24年05月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋1丁目-2-

19
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1208 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1207 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市登呂6丁目5番51

号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1206 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1205 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5-58-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1204 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1203 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成エレべーター株式会社

〒141-0022　東京都品川区東五
反田5-21-19-502 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1202 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エレベータシステム
ズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3丁目29-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1201 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社

〒230-0073　神奈川県横浜市鶴
見区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1200 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目4-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1199 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1198 平成24年05月07日

大盛輸送機株式会社 〒132-0021
東京都江戸川区中央2丁目18-4

大成リフト製造株式会社
〒734-0021　広島県広島市南区
上東雲町19番2号

株式会社　親和工業
〒458-0801　愛知県名古屋市緑
区鳴海町杜若102

旭洋エレベータ株式会社
〒532-0011　大阪府大阪市淀川
区西中島1丁目8-24

株式会社
関東エレベーターシステム

〒370-0601　群馬県邑楽郡邑楽
町大字鶉752番地の4

柏エレベータ工業株式会社 〒277-0051
千葉県柏市加賀1丁目33-8
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-800F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エーステック
〒654-0044  兵庫県神戸市須磨
区稲葉町1丁目1-3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1198 平成24年05月07日

ネスコ株式会社
〒461-0012　愛知県名古屋市東
区相生町50番地1

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社

〒904-2165
沖縄県沖縄市宮里1-15-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1197 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 リュウテック昇降機株式会社 福岡市博多区東那珂3丁目5番

33号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1196 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 〒770-0866

徳島県徳島市末広5-3-36
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1195 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 〒721-0954

広島県福山市卸町15-16
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1194 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社

〒731-3161　広島県広島市安佐
南区沼田町伴2220-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1193 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社

〒734-0021　広島県広島市南区
上東雲町19番2号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1192 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社北陽製作所

〒919-0464
福井県坂井市春江町江留上錦14
7

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1191 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社丸山製作所 〒920-0376

石川県金沢市福増町北204-13
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1190 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社

〒466-0059　愛知県名古屋市昭
和区福江三丁目4番28号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1189 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社

〒461-0012　愛知県名古屋市東
区相生町50番地1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1188 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪市生野区巽東2丁目16-26 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1187 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社

〒533-0004　大阪府大阪市東淀
川区小松4丁目12-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1186 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社コーリツ 〒581-0064

大阪府八尾市跡部本町1-3-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1185 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪市中央区谷町7丁目3番4-

307
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1184 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 〒599-8126

大阪府堺市大美町146-12
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1183 平成24年05月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 〒550-0026

大阪府大阪市西区安治川2-2-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1182 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 〒103-0027

東京都中央区日本橋1丁目-2-19
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1181 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 〒182-0033

東京都調布市富士見町2-15-8
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1180 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社

〒422-8033　静岡県静岡市駿河
区登呂6丁目5番51号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1179 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 〒140-0011

東京都品川区東大井1丁目1-8
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1178 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 〒101-0047

東京都千代田区内神田三丁目4-6
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1177 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成エレべーター株式会社

〒141-0022　東京都品川区東五
反田5-21-19-502 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1176 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エレベータシステム
ズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3丁目29-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1175 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社

〒230-0073　神奈川県横浜市鶴
見区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1174 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目4-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1173 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR6000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

大盛輸送機株式会社 〒132-0021
東京都江戸川区中央2丁目18-4

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1172 平成24年05月07日

株式会社　親和工業
〒458-0801　愛知県名古屋市緑
区鳴海町杜若102

旭洋エレベータ株式会社
〒532-0011　大阪府大阪市淀川
区西中島1丁目8-24

株式会社
関東エレベーターシステム

〒370-0601　群馬県邑楽郡邑楽
町大字鶉752番地の4

柏エレベータ工業株式会社 〒277-0051
千葉県柏市加賀1丁目33-8

株式会社エーステック
〒654-0044  兵庫県神戸市須磨
区稲葉町1丁目1-3

クマガイ工業名古屋株式会社
〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄1-37-3
5
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社

〒904-2165
沖縄県沖縄市宮里1-15-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1171 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 リュウテック昇降機株式会社

〒812-0892
福岡市博多区東那珂3丁目5番33
号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1170 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 〒770-0866

徳島県徳島市末広5-3-36
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1169 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 〒721-0954

広島県福山市卸町15-16
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1168 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社

〒731-3161　広島県広島市安佐
南区沼田町伴2220-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1167 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社

〒734-0021　広島県広島市南区
上東雲町19番2号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1166 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社北陽製作所

〒919-0464
福井県坂井市春江町江留上錦14
7

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1165 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社丸山製作所 〒920-0376

石川県金沢市福増町北204-13
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1164 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社

〒466-0059　愛知県名古屋市昭
和区福江三丁目4番28号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1163 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社

〒461-0012　愛知県名古屋市東
区相生町50番地1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1162 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪市生野区巽東2丁目16-26 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1161 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社

〒533-0004　大阪府大阪市東淀
川区小松4丁目12-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1160 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社コーリツ 〒581-0064

大阪府八尾市跡部本町1-3-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1159 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪市中央区谷町7丁目3番4-

307
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1158 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 〒599-8126

大阪府堺市大美町146-12
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1157 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 〒550-0026

大阪府大阪市西区安治川2-2-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1156 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 〒103-0027

東京都中央区日本橋1丁目-2-19
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1155 平成24年05月07日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 〒182-0033

東京都調布市富士見町2-15-8
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1154 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社

〒422-8033　静岡県静岡市駿河
区登呂6丁目5番51号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1153 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 〒101-0047

東京都千代田区内神田三丁目4-6
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1152 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 〒140-0011

東京都品川区東大井1丁目1-8
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1151 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成エレべーター株式会社

〒141-0022　東京都品川区東五
反田5-21-19-502 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1150 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エレベータシステム
ズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3丁目29-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1149 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社

〒230-0073　神奈川県横浜市鶴
見区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1148 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目4-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1147 平成24年05月07日

ロープ式エレベーター　SHR4000A NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

大盛輸送機株式会社 〒132-0021
東京都江戸川区中央2丁目18-4

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1146 平成24年05月07日

株式会社　親和工業
〒458-0801　愛知県名古屋市緑
区鳴海町杜若102

旭洋エレベータ株式会社
〒532-0011　大阪府大阪市淀川
区西中島1丁目8-24

株式会社
関東エレベーターシステム

〒370-0601　群馬県邑楽郡邑楽
町大字鶉752番地の4

柏エレベータ工業株式会社 〒277-0051
千葉県柏市加賀1丁目33-8

株式会社エーステック
〒654-0044  兵庫県神戸市須磨
区稲葉町1丁目1-3

クマガイ工業名古屋株式会社
〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄1-37-3
5

ロープ式エレベーターAHF-T型／エレベーター／戸開走行保護装置 愛知小型エレベーター製造株
式会社

愛知県一宮市浅野町大野字郷
中2の1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1145 平成24年04月24日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　JES-MR-D1000(17P)型
戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

〒101-0031　東京都千代田区東
神田1丁目11番2号
藤和東神田ビル

(一財)ベターリビング ENNNUN-1143 平成24年04月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　JES-MR-D600(9P)型
戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

〒101-0031　東京都千代田区東
神田1丁目11番2号
藤和東神田ビル

(一財)ベターリビング ENNNUN-1142 平成24年04月24日

油圧式エレベーター
PHEHUCMP-002型/エレベーター/戸開走行保護装置

パナソニック
ホームエレベーター株式会社

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)日本建築センター ENNNUN-1109 平成24年04月24日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　JES-WIN5000(30P)-M型
戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

〒101-0031　東京都千代田区東
神田1丁目11番2号
藤和東神田ビル

(一財)ベターリビング ENNNUN-1141 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　JJES-WIN3000(15P)-M型
戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

〒101-0031　東京都千代田区東
神田1丁目11番2号
藤和東神田ビル

(一財)ベターリビング ENNNUN-1140 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　JES-WIN3000(9P)-M型
戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

〒101-0031　東京都千代田区東
神田1丁目11番2号
藤和東神田ビル

(一財)ベターリビング ENNNUN-1139 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 〒920-0376

石川県金沢市福増町北204番13 (一財)ベターリビング ENNNUN-1136 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1134 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 〒721-0954

広島県福山市卸町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-1133 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 〒182-0033

東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-1132 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社

〒230-0073　神奈川県横浜市鶴
見区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-1131 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置

株式会社　アイワ　　　　　
　　　　　　

〒550-0026
大阪府大阪市西区安治川2丁目2-
9

(一財)ベターリビング ENNNUN-1130 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置

株式会社　親和工業 〒458-0801
名古屋市緑区鳴海町杜若102

(一財)ベターリビング ENNNUN-1129 平成24年03月27日
柏エレベータ工業株式会社 〒277-0051

千葉県柏市加賀1-33-8

株式会社関東エレベーターシ
ステム

〒370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町
大字鶉752番地の4

ネスコ株式会社
〒461-0012　愛知県名古屋市東
区相生町50番地1

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 〒920-0376

石川県金沢市福増町北204番13 (一財)ベターリビング ENNNUN-1128 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置 双葉工業株式会社

〒422-8033　静岡県静岡市駿河
区登呂6丁目5番51号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1127 平成24年03月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

〒101-0047
東京都千代田区内神田三丁目4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-1126 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 〒721-0954

広島県福山市卸町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-1125 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 〒182-0033

東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-1124 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社

〒230-0073　神奈川県横浜市鶴
見区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-1123 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置

株式会社　アイワ　　　　　
　　　　　　

〒550-0026
大阪府大阪市西区安治川2丁目2-
9

(一財)ベターリビング ENNNUN-1122 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-20L型
戸開走行保護装置

株式会社　親和工業 〒458-0801
名古屋市緑区鳴海町杜若102

(一財)ベターリビング ENNNUN-1121 平成24年03月27日
柏エレベータ工業株式会社 〒277-0051

千葉県柏市加賀1-33-8

株式会社関東エレベーターシ
ステム

〒370-0601 群馬県邑楽郡邑楽町
大字鶉752番地の4

ネスコ株式会社
〒461-0012　愛知県名古屋市東
区相生町50番地1

ロープ式エレベーター 常時作動型二重系ブレーキ　DA-UCMP-
MH-460型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門一丁目１番

１号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1120 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型二重系ブレーキ　DA-UCMP-
MH-355型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門一丁目１番

１号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1119 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型二重系ブレーキ　DA-UCMP-
MH-275型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門一丁目１番

１号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1118 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-111型(HG18000)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1117 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-111型(HG8000)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1116 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-111型(HG6500)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1115 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-111型(HG4500)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1114 平成24年03月27日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ　KPM-30L型
戸開走行保護装置 双葉工業株式会社

〒422-8033　静岡県静岡市駿河
区登呂6丁目5番51号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1135 平成24年03月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター 常時作動型二重系ブレーキ　TMBG10J型
エレベーター　戸開走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)ベターリビング ENNNUN-1113 平成24年03月22日東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-9

ロープ式エレベーター 常時作動型二重系ブレーキ　TMBG06J型
エレベーター　戸開走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)ベターリビング ENNNUN-1112 平成24年03月22日東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-9

機械室のあるロープ式エレベーターVFGL2型/エレベーター/戸開走行
保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1111 平成24年03月22日

ロープ式エレベーター　DBGC-2型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベーター
株式会社

〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番8
号

(一財)日本建築センター ENNNUN-1110 平成24年03月22日

ロープ式エレベーターDBU-77／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1108 平成24年02月21日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1107 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂3丁目5番
33号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1106 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1105 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15-16 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1104 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1103 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社北陽製作所 福井県坂井市春江町江留上錦

147
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1102 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1101 平成24年02月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-37

-35
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1100 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1099 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪市生野区巽東2丁目16-26 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1098 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1097 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1-3-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1096 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪市中央区谷町7丁目3番4-

307
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1095 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市大美町146-12 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1094 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2-2-

9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1093 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋1丁目-2-

19
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1092 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1091 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市登呂6丁目5番51

号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1090 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1089 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5-58-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1088 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1087 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 大成エレべーター株式会社 東京都品川区東五反田5-21-1

9-502
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1086 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社エレベータシステム
ズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1085 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1084 平成24年02月21日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1083 平成24年02月21日

ロープ式エレベーター　SKE-450F2 NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1082 平成24年02月21日

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18-
4

大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19
番2号

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1
丁目8-24

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽町大字鶉752番地
の4

柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33-8

株式会社エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1-3

ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50
番地1

ロープ式エレベーター TMLG10A-
TMBG10A-2／エレベーター／戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1081 平成24年02月17日

ロープ式エレベーター TMLG06A-
TMBG06A-2／エレベーター／戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1080 平成24年02月17日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　EL1-65型
戸開走行保護装置 株式会社　カイナン 愛知県名古屋市女子町4丁目4

3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1079 平成24年02月08日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　EL1-50型
戸開走行保護装置 株式会社　カイナン 愛知県名古屋市女子町4丁目4

3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1078 平成24年02月08日

ロープ式エレベーター
MPS-311A形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1077 平成24年02月06日

令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-1077-1]

機械室のないロープ式エレベーターFML6型/エレベーター/戸開走行保
護装置 日本エレベーター製造(株) 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1073 平成24年01月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

機械室のないロープ式エレベーターFML4型/エレベーター/戸開走行保
護装置 日本エレベーター製造(株) 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1072 平成24年01月25日

機械室のないロープ式エレベーターFML2型/エレベーター/戸開走行保
護装置 日本エレベーター製造(株) 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1071 平成24年01月25日

ロープ式エレベーターMPR-011CA形／エレベーター／戸開走行保護装
置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1035 平成24年01月24日

令和5年01月19日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN-1035-1]（20230123　国交省　安田）

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNSUN-1055 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府大阪市中央区西心斎橋
2-12-22 (一財)ベターリビング ENNSUN-1054 平成24年01月18日

連続的な過速度検出特性を有する終端階強制減速装置を備えたエレベ
ーターの制動装置HET-2／エレベーター／制動装置

株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNSNN-1068 平成24年01月18日

かご積載質量に応じた可変速度方式エレベーターHVS-2／エレベータ
ー／制動装置

株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNSNN-1067 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　WIN5000C型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-1076 平成24年01月18日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　WIN3000BC型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-1075 平成24年01月18日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　WIN3000AC型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-1074 平成24年01月18日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ローラギア・ラック方式の直線階段用いす式階段昇降機（エスコート
スリム型）／いす式階段昇降機／制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1070 平成24年01月18日

ローラギア・ラック方式の直線階段用いす式階段昇降機（エスコート
スリム型）／いす式階段昇降機／かごおよび主要な支持部分 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1069 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-1066 平成24年01月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3

丁目15番5号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1065 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-1064 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府大阪市中央区西心斎橋
2-12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-1063 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都府京都市中京区間之町通
二条上る夷町575 (一財)ベターリビング ENNNUN-1062 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町2丁3

6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1061 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1060 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置

株式会社
近畿テクノエレベータ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-1059 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-1058 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P7GM　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-1057 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目16-26 (一財)ベターリビング ENNNUN-1056 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1055 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府大阪市中央区西心斎橋
2-12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-1054 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置 株式会社　ラディック 石川県白山市福留453 (一財)ベターリビング ENNNUN-1053 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-1052 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3

丁目15番5号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1051 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置

株式会社
近畿テクノエレベータ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-1050 平成24年01月18日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　FDKⅡ-UCMP-10HY
戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-1049 平成24年01月18日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 吉陽科服務有限公司 新北市土城區中華路一段67號

4樓 (一財)ベターリビング ENNNUN-1048 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 鼎？機電股份有限公司 桃園縣桃園市龍鳳里龍鳳一街

17巷3號 (一財)ベターリビング ENNNUN-1047 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目16-26 (一財)ベターリビング ENNNUN-1046 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-1045 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3

丁目15番5号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1044 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋2丁目1
2-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-1043 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町2丁3

6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-1042 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1041 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-
P3HM　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-1040 平成24年01月18日

ローラギア・ラック方式の直線階段用いす式階段昇降機（エスコート
スリム型）／いす式階段昇降機／制御器 大同工業株式会社 石川県加賀市熊坂町イ１９７ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENCNNN-1070 平成24年01月18日

ロープ式エレベーター TMLG10A-
TMBG10A／エレベーター／戸開走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1039

平成23年11月30日
平成30年02月09日取
消

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-9

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター TMLG06A-
TMBG06A／エレベーター／戸開走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1038
平成23年11月30日
平成30年02月09日取
消東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター TMLG06A-
TMBG06A／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1038 平成23年11月30日

平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-76／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1036 平成23年11月30日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　DBGP-3型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベーター
株式会社

〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番8
号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-1037 平成23年11月25日

ロープ式エレベーターMMPR-005形／エレベーター／戸開走行保護装
置

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1034 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS60A　戸開走行保護装置 ワタベ産業　株式会社 東京都墨田区駒形4-13-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1033 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS60A　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 〒820-0701

福岡県飯塚市長尾661 (一財)ベターリビング ENNNUN-1032 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS60A　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-1031 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS60A　戸開走行保護装置 雄崎股份有限公司

台灣桃園縣中壢工業□文林街
66號 (一財)ベターリビング ENNNUN-1030 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS60A　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋３丁目29-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1029 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS40A　戸開走行保護装置 ワタベ産業　株式会社 東京都墨田区駒形4-13-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-1028 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS40A　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 〒820-0701

福岡県飯塚市長尾661 (一財)ベターリビング ENNNUN-1027 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS40A　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-1026 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS40A　戸開走行保護装置 雄崎股份有限公司

台灣桃園縣中壢工業□文林街
66號 (一財)ベターリビング ENNNUN-1025 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS40A　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋３丁目29-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1024 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　HL-DB　戸開走行保護装置 旭洋エレベータ株式会社 大阪市淀川区西中島1-8-24 (一財)ベターリビング ENNNUN-1023 平成23年11月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　HL-DB　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1丁目3

番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1022 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　HL-DB　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-1021 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　HL-DB　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1020 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　HL-DB　戸開走行保護装置 易鋒機械工程有限公司 桃園縣蘆竹鄕中福村6鄰中興7

2‐6號 (一財)ベターリビング ENNNUN-1019 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　HL-DB　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋３丁目29-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1018 平成23年11月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
SAV020-64/896-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1017 平成23年11月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
SAV020-32/896-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1016 平成23年11月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
SAV010-64/896-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1015 平成23年11月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
SAV010-32/896-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1014 平成23年11月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
SAV010-16/896-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-1013 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　JES-BW195（11P)型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
11番2号　藤和東神田ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-1012 平成23年11月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　JES-BW215（15P)型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
11番2号　藤和東神田ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-1011 平成23年11月14日

ボールねじ式エレベーター
1KKソフト・エレベーター(ナット回転式)／エレベーター／戸開走行保護装
置

株式会社　石井工作研究所 大分県大分市東大道2丁目5番
60号 (一財)日本建築センター ENNNUN-1002 平成23年10月06日

ロープ式エレベーターMPR-005B形／エレベーター／戸開走行保護装
置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３ (一財)日本建築センター ENNNUN-1010 平成23年10月04日

ロープ式エレベーターMPR-005A形／エレベーター／戸開走行保護装
置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３ (一財)日本建築センター ENNNUN-1009 平成23年10月04日

ロープ式エレベーター　DBGC-1型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベーター
株式会社

〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番8
号

(一財)日本建築センター ENNNUN-1008 平成23年10月04日

ロープ式エレベーター
DBT15-1型／エレベーター／戸開走行保護装置

日本オーチス・エレベーター
株式会社

〒113-0021
東京都文京区本駒込2丁目28番8
号

(一財)日本建築センター ENNNUN-1007 平成23年10月04日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

油圧式式エレベーター　待機型二重系逆止弁　EL1-50UCMP 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁
目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1006 平成23年10月04日

油圧式式エレベーター　待機型二重系逆止弁　EL1-65UCMP 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁
目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-1005 平成23年10月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　DA-UCMP-
KM-65A型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1004 平成23年09月26日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　DA-UCMP-
KM-100A型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-1003 平成23年09月26日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式 EL1-50-NK-01-MK1型
戸開走行保護装置 日本機器鋼業　株式会社 東京都中央区日本橋1丁目2-1

9 (一財)ベターリビング ENNNUN-1000 平成23年09月08日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　AP-T01型
戸開走行保護装置

愛知小型エレベーター製造株
式会社

愛知県一宮市浅野町大野字郷
中2の1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0981 平成23年09月08日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 YKTM-85-EP型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 横浜市中区松影町2丁目8番6

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0980 平成23年09月08日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2-18-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0999 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 株式会社コムテック 東京都西東京市保谷町2-13-1

8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0998 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 大和エレベータ製造株式会社 東京都品川区西五反田5－30

－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0997 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 合資会社　沖縄昇降機 沖縄県那覇市首里石嶺町三丁

目347番　フレア首里405号室 (一財)ベターリビング ENNNUN-0996 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置

東京小型エレベーター株式会
社

東京都足立区古千谷本町3－1
2－9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0995 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0994 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置

株式会社関東エレベーターシ
ステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0993 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0992 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TE120T-HSK型
戸開走行保護装置 東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5-58-4

東和ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0991 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2-18-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0990 平成23年09月01日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 株式会社コムテック 東京都西東京市保谷町2-13-1

8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0989 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 大和エレベータ製造株式会社 東京都品川区西五反田5－30

－3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0988 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 合資会社　沖縄昇降機 沖縄県那覇市首里石嶺町三丁

目347番　フレア首里405号室 (一財)ベターリビング ENNNUN-0987 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0985 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置

株式会社関東エレベーターシ
ステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0984 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0983 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式 TH76T-HSK型
戸開走行保護装置 東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5-58-4

東和ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0982 平成23年09月01日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS20A型　戸開走行保護装置 ワタベ産業　株式会社 〒130-0005

東京都墨田区東駒形4-13-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0979 平成23年09月01日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS20A型　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 〒820-0701

福岡県飯塚市長尾661 (一財)ベターリビング ENNNUN-0978 平成23年09月01日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS20A型　戸開走行保護装置 朝日輸送機械株式会社

〒230-0073 神奈川県横浜市鶴見
区獅子ヶ谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0977 平成23年09月01日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS20A型　戸開走行保護装置 雄崎股份有限公司

台灣桃園縣中壢工業□文林街
66號 (一財)ベターリビング ENNNUN-0976 平成23年09月01日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　YS20A型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋３丁目29-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0975 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　DA-UCMP-
MS-250型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0974 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　DA-UCMP-
MS-200型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0973 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　DA-UCMP-
MS-160型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0972 平成23年09月01日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　JES-BW1491（9P)型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
11番2号　藤和東神田ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0971 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
WIN3000B型戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

〒110-0005
東京都台東区上野3-4-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0970 平成23年09月01日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
WIN3000B型戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0969 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
WIN3000B型戸開走行保護装置 百朝股份有限公司

〒10455　R.O.C
台灣台北長安東路
ニ段78號10樓

(一財)ベターリビング ENNNUN-0968 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
WIN3000A型戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

〒110-0005
東京都台東区上野3-4-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0967 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
WIN3000A型戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0966 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
WIN3000A型戸開走行保護装置 百朝股份有限公司

〒10455　R.O.C
台灣台北長安東路
ニ段78號10樓

(一財)ベターリビング ENNNUN-0965 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW215型戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

〒110-0005
東京都台東区上野3-4-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0964 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW215型戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0963 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW215型戸開走行保護装置 百朝股份有限公司

〒10455　R.O.C
台灣台北長安東路
ニ段78號10樓

(一財)ベターリビング ENNNUN-0962 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW195型戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

〒110-0005
東京都台東区上野3-4-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0961 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW195型戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0960 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW195型戸開走行保護装置 百朝股份有限公司

〒10455　R.O.C
台灣台北長安東路
ニ段78號10樓

(一財)ベターリビング ENNNUN-0959 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW1491型戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社

〒110-0005
東京都台東区上野3-4-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0958 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW1491型戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 大阪市城東区東中浜6-17-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0957 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
BW1491型戸開走行保護装置 百朝股份有限公司

〒10455　R.O.C
台灣台北長安東路
ニ段78號10樓

(一財)ベターリビング ENNNUN-0956 平成23年09月01日

ロープ式エレベーター
MPR-011H形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0955 平成23年09月01日

令和4年10月31日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN-0955-1]
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターDBU-75／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社
日立製作所都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-954 平成23年08月15日

平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

機械室のあるロープ式エレベーターVFGL1型／エレベーター／戸開走
行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0953 平成23年08月12日

ロープ式エレベーターEC-4035SM／エレベーター／戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0952 平成23年08月12日

平成30年02月09日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターSHR-6000B／エレベーター／戸開走行保護装置
株式会社テクノエレベーター 静岡県浜松市中区高丘西1丁

目8番24号 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0951 平成23年08月12日

東芝エレベーター株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN5000-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-10 (一財)ベターリビング ENNNUN-0947 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000(17P)-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0946 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0921 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0920 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0919 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0918 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0917 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0916 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0915 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0914 平成23年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0913 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0912 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0911 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307 (一財)ベターリビング ENNNUN-0910 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0909 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0908 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0907 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0906 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0905 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置

株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13

(一財)ベターリビング ENNNUN-0904 平成23年08月12日

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4
丁目12番4号

日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15番16号

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1番
8号

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220番地の1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2500B型　戸開走行保護装置

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1
丁目8番24号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0904 平成23年08月12日

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4

株式会社　エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1番3号

リュウテック昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂3
丁目5番33号

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0903 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0902 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0901 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0900 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0899 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0898 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0897 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0896 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0895 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0894 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0893 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307 (一財)ベターリビング ENNNUN-0892 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0891 平成23年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0890 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0889 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0888 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0887 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-2000B型　戸開走行保護装置

株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13

(一財)ベターリビング ENNNUN-0886 平成23年08月12日

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4
丁目12番4号

日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15番16号

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1番
8号

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220番地の1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1
丁目8番24号

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4

株式会社　エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1番3号

リュウテック昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂3
丁目5番33号

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0885 平成23年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0884 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0883 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0882 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0881 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0880 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0879 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0878 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0877 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0876 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0875 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307 (一財)ベターリビング ENNNUN-0874 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番

地の17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0873 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0872 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0871 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0870 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0869 平成23年08月12日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0868 平成23年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KIREI-1600A型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

(一財)ベターリビング ENNNUN-0868 平成23年08月12日

日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4
丁目12番4号

日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15番16号

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1番
8号

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220番地の1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1
丁目8番24号

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4

株式会社　エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1番3号

リュウテック昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂3
丁目5番33号

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SANB-003A型
戸開走行保護装置 サンユー建設株式会社 東京都大田区南雪谷２丁目17

番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0945 平成23年07月21日

ロープ式エレベーターDBU-68／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0944 平成23年07月21日

平成30年01月31日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHH3U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦１

－１４－１１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0950 平成23年06月23日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHH2U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦１

－１４－１０
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0949 平成23年06月23日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHH1U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦１

－１４－９
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0948 平成23年06月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
ＭＰＳ-112Ａ形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７

－３
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0943 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0941 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0940 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0939 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0938 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0937 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0936 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 日本運搬機械　株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-0935 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0934 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0933 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 大成エレべーター株式会社 東京都品川区東五反田5-21-1

9-502 (一財)ベターリビング ENNNUN-0932 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307 (一財)ベターリビング ENNNUN-0931 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0930 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0929 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0928 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0927 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0926 平成23年06月23日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0925 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0924 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0923 平成23年06月23日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-65-NK-01型　戸開走行保護装置

ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50
番地１

(一財)ベターリビング ENNNUN-0922 平成23年06月23日

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1番
8号

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1丁
目37-351　Tビル3F

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4

株式会社　エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1番3号

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXL-1200-4030型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0806 平成23年06月23日
日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込二丁目28番
8号　文京グリーンコート
24階

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXL-1100-4030型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0805 平成23年06月23日
日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込二丁目28番
8号　文京グリーンコート
23階

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　MYT型
戸開走行保護装置 三友エレベータ株式会社 東京都大田区大森西１丁目19

番9号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0808 平成23年06月10日

ロープ式エレベーターDBGP-2A型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0867 平成23年05月26日

53/115 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターDBGP-1A型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0866 平成23年05月26日

油圧式エレベーターHYD3型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0865 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0864 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0863 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 株式会社　多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0862 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0861 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0860 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂３丁目5-
33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0859 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0858 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0857 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0856 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0855 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0854 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 日本運搬機械　株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-0853 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0852 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0851 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0850 平成23年05月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0849 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0848 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0847 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0846 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0845 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200EL型　戸開走行保護装置

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0844 平成23年05月26日

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1-
8-24

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4
丁目12-4

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0843 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0842 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 株式会社　多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0841 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0840 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0839 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂３丁目5-
33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0838 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0837 平成23年05月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0836 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0835 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0834 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0833 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 日本運搬機械　株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-0832 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0831 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0830 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0829 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0828 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0827 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0826 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0825 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0824 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0823 平成23年05月26日
株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜

若102

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1-
8-24

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-200ES型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0823 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置 辰東エレベータ工業株式会社 東京都千代田区東神田2-8-7 (一財)ベターリビング ENNNUN-0822 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0821 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
11番2号　藤和東神田ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0820 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0819 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0818 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置

株式会社SAMIL ELTEC
JAPAN

埼玉県桶川市南1-3-19
KSマンション207号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0817 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（15P)-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0816 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置 辰東エレベータ工業株式会社 東京都千代田区東神田2-8-7 (一財)ベターリビング ENNNUN-0815 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0814 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置

ジャパンエレベーターサービ
ス株式会社

東京都千代田区東神田１丁目
11番2号　藤和東神田ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0813 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0812 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0811 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置

株式会社SAMIL ELTEC
JAPAN

埼玉県桶川市南1-3-19
KSマンション207号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0810 平成23年05月26日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　WIN3000（9P)-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0809 平成23年05月26日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
KHM125-UCMP／戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0796 平成23年05月26日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
KHM90-UCMP／戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0795 平成23年05月26日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーターの中間負荷定格速度の適用拡
大（無段階の加速度検出特性をもつ終端階強制減速装置有又は無）／エレベ
ーター／制動装置

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNSNN-0761 平成23年05月13日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　DA-UCMP-TA-65型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0807 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　DBT30-2型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0804 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　DBT30-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0803 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHW5U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0802 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHW4U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0801 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHW3U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0800 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHW2U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0799 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLHW1U-
CH10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0798 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-103型（HG4500）／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0794 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋２丁目
12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-0793 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3-

15-5 (一財)ベターリビング ENNNUN-0792 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町2-36

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0791 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0790 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都市中京区間之町二条上る
夷町575 (一財)ベターリビング ENNNUN-0789 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-0788 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置

株式会社近畿テクノエレベー
タ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-0787 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0786 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0785 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　FDKⅡ-UCMP-2GL
戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-0784 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋２丁目
12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-0783 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3-

15-5 (一財)ベターリビング ENNNUN-0782 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町2-36

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0781 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0780 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都市中京区間之町二条上る
夷町575 (一財)ベターリビング ENNNUN-0779 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-0778 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置

株式会社近畿テクノエレベー
タ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-0777 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0776 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0775 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-１GL　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-0774 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋２丁目
12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-0773 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3-

15-5 (一財)ベターリビング ENNNUN-0772 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町2-36

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0771 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0770 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都市中京区間之町二条上る
夷町575 (一財)ベターリビング ENNNUN-0769 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-0768 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置

株式会社近畿テクノエレベー
タ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-0767 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県糟屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0766 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0765 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-2GH 　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-0764 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0747 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0746 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0745 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0744 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0743 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0742 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0741 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0740 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置

日東エレベータ製造
株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0739 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0738 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0737 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置

株式会社　親和工業 名古屋市緑区鳴海町杜若102

(一財)ベターリビング ENNNUN-0737 平成23年05月13日株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0736 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0735 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-190型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0734 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0733 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0732 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0731 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0730 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0729 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0728 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0727 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0726 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0725 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0724 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0723 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置

株式会社　親和工業 名古屋市緑区鳴海町杜若102

(一財)ベターリビング ENNNUN-0723 平成23年05月13日株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0722 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0721 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-130型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0720 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0719 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0718 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0717 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0716 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0715 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0714 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0713 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0712 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置

日東エレベータ製造
株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0711 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0710 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0709 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置

株式会社　親和工業 名古屋市緑区鳴海町杜若102

(一財)ベターリビング ENNNUN-0709 平成23年05月13日株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0708 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0707 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-85型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0706 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0705 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0704 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0703 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0702 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0701 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0700 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)ベターリビング ENNNUN-0699 平成23年05月13日

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220-1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16

63/115 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0698 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0697 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-60F型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0696 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0695 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0694 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0693 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0692 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0691 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0690 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)ベターリビング ENNNUN-0689 平成23年05月13日

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220-1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0688 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0687 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-50F型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0686 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0685 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0684 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0683 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0682 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0681 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0680 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)ベターリビング ENNNUN-0679 平成23年05月13日

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220-1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0678 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0677 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0676 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0675 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0674 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0673 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0672 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0671 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0670 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8

(一財)ベターリビング ENNNUN-0669 平成23年05月13日

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220-1

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4

日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0668 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0667 平成23年05月13日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0666 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-
RB003S型、戸開走行保護装置

株式会社　SAMIL　ELTEC
JAPAN

埼玉県桶川市南1-3-9
KSマンション207号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0665 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター待機型二重系ブレーキ方式SA-
RB003S型、戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0664 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
IOS250・300・350型　戸開走行保護装置 株式会社　日本荷役 東京都墨田区業平四丁目7番3

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0663 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　IOS150・200型
戸開走行保護装置 株式会社　日本荷役 東京都墨田区業平四丁目7番3

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0662 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
IOS250・300・350型　戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県婦負郡婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0661 平成23年05月13日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　IOS150・200型
戸開走行保護装置 大澤工業株式会社 富山県婦負郡婦中町高日附73

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0660 平成23年05月13日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
MPR-004B形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築センター ENNNUN-0763 平成23年03月11日

令和3年12月24日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN-0763-1]

ロープ式エレベーター
MPR-004A形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築センター ENNNUN-0762 平成23年03月11日

令和3年12月24日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN-0762-1]

ロープ式エレベーター
SSE250-EC5420EF-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0760 平成23年03月11日

チェーン駆動型エレベーター　UCMP-
EH40型/エレベーター/戸開走行保護装置 IHI運搬機械株式会社 東京都中央区明石町8番1号 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0759 平成23年03月11日

ロープ式エレベーターDBU-67／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0758 平成23年03月11日
平成30年03月30日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-66／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0757 平成23年03月11日
平成31年01月07日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため（認定書誤記載）

ロープ式エレベーターDBU-65／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0756 平成23年03月11日
平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-64／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0755 平成23年03月11日
平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-63／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0754 平成23年03月11日
平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターDBU-62／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0753 平成23年03月11日
平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-57／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0752

平成23年03月11日
平成30年01月24日取
消サイタ工業　株式会社 東京都北区滝野川五丁目5番

地3

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-56／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0751 平成23年03月11日

サイタ工業　株式会社 東京都北区滝野川五丁目5番
地3

ロープ式エレベーター
MPR-111CA形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0750 平成23年03月11日

ロープ式エレベーター
MPR-111BA形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0749 平成23年03月11日

ロープ式エレベーター
MPR-111AA形／エレベーター／戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0748 平成23年03月11日

ロープ式エレベーターTMB40G1S-
SSB800-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0647 平成23年03月11日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB40EWS-
SSB800-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0646 平成23年03月11日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30BWS-
SSB500-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0645 平成23年03月11日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-1000型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0659 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-800型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0658 平成23年03月04日

68/115 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-600型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0657 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-400型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0656 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-300型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0655 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-200型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0654 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式　DA-UCMP-
SS-100型　戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0653 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　DBRG-1A型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0651 平成23年03月04日

ロープ式エレベーター　DBO-3A型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0650 平成23年03月04日

ロープ式エレベーターRBSD-330型/エレベーター/戸開走行保護装置

シンドラーエレベータ株式会
社 東京都江東区越中島1-2-21

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0649 平成23年03月04日

マーキュリーアシェンソーレ
株式会社

鹿児島県鹿児島市上荒田町29
-22

ロープ式エレベーターRBSD-200型/エレベーター/戸開走行保護装置

シンドラーエレベータ株式会
社 東京都江東区越中島1-2-21

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0648 平成23年03月04日

マーキュリーアシェンソーレ
株式会社

鹿児島県鹿児島市上荒田町29
-22

ロープ式エレベーターTMB40P1S-
SSB800-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0644 平成23年03月04日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P2S-
SSB800-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0643 平成23年03月04日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P2S-
SSB500-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0642 平成23年03月04日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターTMB30P1S-
SSB800-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0641 平成23年03月04日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P1S-
SSB500-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0640 平成23年03月04日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ラックピニオン式いす式階段昇降機
Type86型／エレベーター／制御器 Otto Ooms BV Lekdijk Oost27A 2861 GB

Bergambacht the Netherlands
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENCNNN-0638 平成23年03月04日

F-
ETS-01型終端階強制減速装置を備えた制動装置／エレベーター／制動装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNSNN-0630 平成23年02月18日

ロープ式エレベーターTML10JW－TMB10JW－2／エレベーター／戸開
走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0629

平成23年02月18日
平成30年02月09日取
消

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-9

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTML06JW－TMB06JW－2／エレベーター／戸開
走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0628

平成23年02月18日
平成30年02月09日取
消

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-9

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

連続的な過速度検出特性を有する終端階強制減速装置を備えたエレベ
ーターの制動装置の適用拡大/エレベーター/制動装置

株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNSNN-0625 平成23年01月14日

かご積載質量に応じた可変速度方式エレベーター／エレベーター／制
動装置

株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNSNN-0624 平成23年01月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
MPR-022D形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0636 平成23年01月14日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0636-1]

ロープ式エレベーター
MPR-022C形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0635 平成23年01月14日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0635-1]

ロープ式エレベーター
MPR-022B形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0634 平成23年01月14日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0634-1]

ロープ式エレベーター
MPR-022A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0633 平成23年01月14日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0633-1]

ロープ式エレベーター
MPR-112BA形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0632 平成23年01月14日

ロープ式エレベーター
MPR-112AA形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0631 平成23年01月14日

減圧式エレベーター（かご床面積0.53㎡以下、型式：NuVaP2）／エレ
ベーター／戸開走行保護装置

株式会社
Ｖ・Ｔ・ＳＹＳＴＥＭＳ

東京都港区浜松町2-7-14
KAMONﾋﾞﾙ　8階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0428 平成22年12月24日

ロープ式エレベーターDBU-46／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0627 平成22年12月22日
平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-45／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0626 平成22年12月22日
平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KPM5T-UCMP
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0621 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0572 平成22年12月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0571 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0570 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 株式会社　多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0569 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0568 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0567 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂３丁目5-
33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0566 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0565 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0564 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0563 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0562 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0561 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-0560 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0559 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0558 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0557 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0556 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0555 平成22年12月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0554 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0553 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0552 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 株式会社　親和工業 名古屋市緑区鳴海町社若102 (一財)ベターリビング ENNNUN-0551 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1-

8-24 (一財)ベターリビング ENNNUN-0550 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0549 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0548 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0547 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0546 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 八尾市跡部本町１丁目3番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0545 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0544 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 株式会社　多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0543 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0542 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社 沖縄県沖縄市宮里1-15-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0541 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置

リュウテック昇降機
株式会社

福岡市博多区東那珂３丁目5-
33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0540 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28 (一財)ベターリビング ENNNUN-0539 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13 (一財)ベターリビング ENNNUN-0538 平成22年12月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51 (一財)ベターリビング ENNNUN-0537 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0536 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0535 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-0534 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0533 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0532 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 日昇工業株式会社 大阪府生野区巽東2丁目１６

番２６号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0531 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0530 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0529 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0528 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

番2号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0527 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府中央区谷町7丁目3番4

－307号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0526 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 株式会社　親和工業 名古屋市緑区鳴海町社若102 (一財)ベターリビング ENNNUN-0525 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1-

8-24 (一財)ベターリビング ENNNUN-0524 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0523 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0522 平成22年12月22日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0521 平成22年12月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋２丁目
12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-0602 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3-

15-5 (一財)ベターリビング ENNNUN-0601 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町２丁

36-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0600 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0599 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都市中京区間之町通二条上
る575 (一財)ベターリビング ENNNUN-0598 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-0597 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置

株式会社近畿テクノエレベー
タ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-0596 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県粕屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0595 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0594 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-5GH　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-0593 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋２丁目
12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-0592 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3-

15-5 (一財)ベターリビング ENNNUN-0591 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町２丁

36-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0590 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0589 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都市中京区間之町通二条上
る575 (一財)ベターリビング ENNNUN-0588 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-0587 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置

株式会社近畿テクノエレベー
タ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-0586 平成22年12月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県粕屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0585 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0584 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-4GH　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-0583 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置

株式会社サンポートエレベー
ター

大阪府中央区西心斎橋２丁目
12-22 (一財)ベターリビング ENNNUN-0582 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置 株式会社　大阪昇降機 大阪府大阪市浪速区難波中3-

15-5 (一財)ベターリビング ENNNUN-0581 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置 株式会社松田エレベーター 大阪府堺市北区大豆塚町２丁

36-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0580 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置 株式会社ジェイ・イー 大阪府東大阪市川俣本町1-33 (一財)ベターリビング ENNNUN-0579 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置

三和エレベータサービス株式
会社

京都市中京区間之町通二条上
る575 (一財)ベターリビング ENNNUN-0578 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置 有限会社みなとエレベーター 大阪府大阪市港区築港3-5-14 (一財)ベターリビング ENNNUN-0577 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置

株式会社近畿テクノエレベー
タ

大阪府大阪市福島区野田2-5-
21 (一財)ベターリビング ENNNUN-0576 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置

株式会社九州エレベーター工
業

福岡県粕屋郡須恵町須恵344-
3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0575 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置 第一施設工業株式会社 福岡県糟屋郡新宮町大字上府

776-17 (一財)ベターリビング ENNNUN-0574 平成22年12月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
FDKⅡ-UCMP-1GM　戸開走行保護装置 富士エレベーター株式会社 東京都北区浮間3-16-15 (一財)ベターリビング ENNNUN-0573 平成22年12月16日

ロープ式エレベーターRB626-2／エレベーター／戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0623 平成22年12月15日

ロープ式エレベーターRB622-2／エレベーター／戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0622 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置 北陸施設株式会社 石川県金沢市森戸2丁目151番

地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0620 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置 有限会社　北陸マックス 富山県富山市上赤江町二丁目

2番67号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0619 平成22年12月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置 愛媛メンテナンス株式会社 愛媛県松山市道後北代7番10

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0618 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置 株式会社　三好エレベータ 香川県高松市中央町15番2 (一財)ベターリビング ENNNUN-0617 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置

株式会社ケーワイビルシステ
ム

東京都台東区元浅草１丁目19
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0616 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置 雄崎股份有限公司

台灣桃園縣中壢工業區文林街
66號 (一財)ベターリビング ENNNUN-0615 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置 阪神輸送機株式会社 大阪府大阪市北区大淀中１丁

目14番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0614 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置

株式会社　SAMIL　ELTEC
JAPAN

埼玉県桶川市南1-3-19
KSマンション207号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0613 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-38F-M型
戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0612 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置 北陸施設株式会社 石川県金沢市森戸2丁目151番

地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0611 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置 有限会社　北陸マックス 富山県富山市上赤江町二丁目

2番67号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0610 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置 愛媛メンテナンス株式会社 愛媛県松山市道後北代7番10

号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0609 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置 株式会社　三好エレベータ 香川県高松市中央町15番2 (一財)ベターリビング ENNNUN-0608 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置

株式会社ケーワイビルシステ
ム

東京都台東区元浅草１丁目19
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0607 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置 雄崎股份有限公司

台灣桃園縣中壢工業區文林街
66號 (一財)ベターリビング ENNNUN-0606 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置 阪神輸送機株式会社 大阪府大阪市北区大淀中１丁

目14番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0605 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置

株式会社　SAMIL　ELTEC
JAPAN

埼玉県桶川市南1-3-19
KSマンション207号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0604 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM-30F-M型
戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋３丁目29
-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0603 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0520 平成22年12月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0519 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0518 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム 群馬県邑楽町大字鶉752-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0517 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2-4

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0516 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0515 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0514 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0513 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0512 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0511 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0510 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0509 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0508 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0507 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0506 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0505 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0504 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0503 平成22年12月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0502 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0501 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0500 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0499 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0498 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0497 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0496 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0495 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0494 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0493 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0492 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0491 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町１５－１６ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0490 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町１５－１６ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0489 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町１５－１６ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0488 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町１５－１６ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0487 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町１５－１６ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0486 平成22年12月15日

79/115 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS10型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂６－

５－５１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0485 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS8型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂６－

５－５１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0484 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RS6型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂６－

５－５１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0483 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM4型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂６－

５－５１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0482 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM3型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂６－

５－５１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0481 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
AER－UCMP100型 青山エレベーター株式会社 名古屋市西区丸野１－７ (一財)ベターリビング ENNNUN-0480 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
AER－UCMP80型 青山エレベーター株式会社 名古屋市西区丸野１－７ (一財)ベターリビング ENNNUN-0479 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
AER－UCMP60型 青山エレベーター株式会社 名古屋市西区丸野１－７ (一財)ベターリビング ENNNUN-0478 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
AER－UCMP40型 青山エレベーター株式会社 名古屋市西区丸野１－７ (一財)ベターリビング ENNNUN-0477 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
AER－UCMP25型 青山エレベーター株式会社 名古屋市西区丸野１－７ (一財)ベターリビング ENNNUN-0476 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型二重系ブレーキ方式
AER－UCMP10型 青山エレベーター株式会社 名古屋市西区丸野１－７ (一財)ベターリビング ENNNUN-0475 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　SWT-
FNNT-60F型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
７８６－１

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0474 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　SWT-
FNNT-60F型／エレベーター／戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田２－１

５－４
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0473 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　SWT-
FNNT-60F型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町１５－１６ (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0472 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　SWT-
FNNT-60F型／エレベーター／戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂６－

５－５１
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0471 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター
MPR-012F形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0470 平成22年12月15日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0470-1]
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
MPR-012E形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0469 平成22年12月15日
令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0469-1]

ロープ式エレベーター
MPR-011G形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0468 平成22年12月15日
令和4年11月14日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0468-1]

ロープ式エレベーター
MPR-011F形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0467 平成22年12月15日
令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0467-1]

ロープ式エレベーター
MPR-011E形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0466 平成22年12月15日
令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0466-1]

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-37

-35 (一財)ベターリビング ENNNUN-0461 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4

丁目12-4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0460 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1丁目3

番1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0459 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0458 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5-3-36 (一財)ベターリビング ENNNUN-0457 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三

丁目4番28号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0456 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204番1

3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0455 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0454 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0453 平成22年12月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)ベターリビング ENNNUN-0452 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0451 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

大字伴2220-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0450 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0449 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19

-2 (一財)ベターリビング ENNNUN-0448 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 大成エレベーター株式会社 東京都品川区東五反田5-21-1

9-502 (一財)ベターリビング ENNNUN-0447 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 末広エレベータ株式会社 大阪府大阪市中央区谷町7丁

目3番4-307号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0446 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜

若102 (一財)ベターリビング ENNNUN-0445 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4 (一財)ベターリビング ENNNUN-0444 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0443 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1

丁目1番3号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0442 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ

谷2-39-27 (一財)ベターリビング ENNNUN-0441 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0440 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋一丁目2番1

9号　日本橋ファーストビル4階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0439 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0438 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社

東京都千代田区内神田2丁目15番
4号
司ビル

(一財)ベターリビング ENNNUN-0437 平成22年12月15日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6丁

目5番51号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0436 平成22年12月15日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）油圧式エレベーター
待機型二重系逆止弁方式　EL1-50-NK-01型　戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ

東京都目黒区中目黒3丁目6番
1号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0435 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2-4

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0423 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置 東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町

伴2220-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0422 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置 ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50

番地1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0421 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-

4-28
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0420 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0419 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0418 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0417 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM1型/エレベーター/戸開走行保護装置 双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-

51
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0416 平成22年12月15日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YKTM-85-CS型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0465 平成22年12月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YHW-63-CS型
戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0464
平成22年12月10日
平成31年02月21日取
消三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

油圧式エレベーター YEL1-65型／エレベーター／戸開走行保護装置
横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0463 平成22年12月10日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7
番3号

油圧式エレベーター YEL1-50型／エレベーター／戸開走行保護装置
横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0462 平成22年12月10日

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7
番3号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLSMY12U-
CYM10／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0434 平成22年12月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM30F-
KBD220DH-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0433 平成22年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM38F-
KBD240DH-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0432 平成22年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM50F-
KBD290DH-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0431 平成22年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KTM60F-
KBD290DH-01型　戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0430 平成22年11月19日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　5T型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0429 平成22年11月19日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ロープ式エレベーター　DBRG-4型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2丁目28
番8号　文京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0427 平成22年11月19日

機械室のあるロープ式エレベーター
VF6H4型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0426 平成22年11月19日

機械室のあるロープ式エレベーター
VF6H3型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0425 平成22年11月19日

ロープ式エレベーター　PPB1-DB-
T3-20型／エレベーター／戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築センター ENNNUN-0380 平成22年11月19日

ロープ式エレベーター　PPB1-DB-
T3-10型／エレベーター／戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築センター ENNNUN-0379 平成22年11月19日

ロープ式エレベーターRWU-02／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0424 平成22年10月14日

平成30年02月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SKE-950F2型　戸開走行保護装置

株式会社 SAMIL ELTEC
JAPAN 埼玉県桶川市南1-3-19 (一財)ベターリビング ENNNUN-0415 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SKE-950F2型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0414 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SKE-800F2型　戸開走行保護装置

株式会社 SAMIL ELTEC
JAPAN 埼玉県桶川市南1-3-19 (一財)ベターリビング ENNNUN-0413 平成22年10月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SKE-800F2型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0412 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM-M型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0411 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号　司ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0410 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0409 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM-M型　戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0408 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM-M型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0407 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250EM-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0406 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES-M型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0405 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号　司ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0404 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0403 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES-M型　戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0402 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES-M型　戸開走行保護装置 株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁

目2-9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0401 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-250ES-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0400 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3-M型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0399 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号　司ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0398 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0397 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3-M型　戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0396 平成22年10月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3-M型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0395 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0394 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3-M型　戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社

東京都千代田区内神田三丁目
4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0393 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1

5番4号　司ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0392 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3-M型　戸開走行保護装置 日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1-8 (一財)ベターリビング ENNNUN-0391 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3-M型　戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ 東京都目黒区中目黒3-6-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0390 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3-M型　戸開走行保護装置 大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18

番4号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0389 平成22年10月14日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3-M型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9 (一財)ベターリビング ENNNUN-0388 平成22年10月14日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y450ES-700-ENB300型　戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2

丁目8番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0387 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXM-900-4030型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0386 平成22年09月24日
日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込二丁目28番
8号　文京グリーンコート23階

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXM-1100-4030型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2
丁目8番6号

(一財)ベターリビング ENNNUN-0385 平成22年09月24日
日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込二丁目28番
8号　文京グリーンコート23階

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S10-MR450-SKE型
戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0384 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S10-MR600-SKE型
戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0383 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S10-MR800-SKE型
戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0382 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S10-MR950-SKE型
戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0381 平成22年09月24日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター／常時作動型ブレーキ方式／SKE950-UCMP／
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0377 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター／常時作動型ブレーキ方式／SKE800-UCMP／
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0376 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター／常時作動型ブレーキ方式／SKE600-UCMP／
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0375 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター／常時作動型ブレーキ方式／SKE450-UCMP／
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4丁

目7番6号 (一財)ベターリビング ENNNUN-0374 平成22年09月24日

ロープ式エレベーター　DBU-55／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0371 平成22年09月08日

平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　HD180型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0370 平成22年09月08日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ロープ式エレベーター　MUC-TMLM16U-
CM10/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0368 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLM20U-
CM10/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0367 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLM25U-
CM10/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0366 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　MUC-TMLM13U-
CM10/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0365 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3型
戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

(一財)ベターリビング ENNNUN-0346 平成22年08月27日

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-
4-28

日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15-16

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1-1-8

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
伴2220-1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SSE-450EL3型
戸開走行保護装置

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ 東京都目黒区中目黒3-6-1

(一財)ベターリビング ENNNUN-0346 平成22年08月27日

株式会社多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8

株式会社親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2-18-4

株式会社エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1-
1-3

株式会社エレベータシステム
ズ 東京都豊島区西池袋3-29-9

双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-
51

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KIR250型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野３－４－９ (一財)ベターリビング ENNNUN-0330 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KIR200型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野３－４－９ (一財)ベターリビング ENNNUN-0329 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KIR160型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野３－４－９ (一財)ベターリビング ENNNUN-0328 平成22年08月27日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXS-900-4026型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社
神奈川県横浜市中区松影町2丁目
8番6号　文京グリーンコート
23階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0339 平成22年08月12日

日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込二丁目28
番8号

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Y52TXS-900-4030型　戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社
神奈川県横浜市中区松影町2丁目
8番6号　文京グリーンコート
23階 (一財)ベターリビング ENNNUN-0338 平成22年08月12日

日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込二丁目28
番8号

ロープ式エレベーター YBH170型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0252 平成22年08月12日

ロープ式エレベーター YBH110型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0251 平成22年08月12日

ロープ式エレベーター YBH055型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0250 平成22年08月12日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

油圧式エレベーター　待機型二重系逆止弁方式　DA-UCMP-TA-50型
戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)ベターリビング ENNNUN-0369 平成22年07月08日

油圧式エレベーター　MUC-
EL1S50-CHT09/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0364 平成22年07月08日

油圧式エレベーター　MUC-
EL1W65-CHT09/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0363 平成22年07月08日

油圧式エレベーター　MUC-
EL1S65-CHT09/エレベーター/戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0362 平成22年07月08日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0308型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0342 平成22年07月08日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0310型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0341 平成22年07月08日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0311型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0340 平成22年07月08日

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SKE-450F2型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0332 平成22年07月08日
株式会社 SAMIL ELTEC
JAPAN 埼玉県桶川市南1-3-19

昇降機の安全装置（戸開走行保護装置）ロープ式エレベーター
常時作動型ブレーキ方式　SKE-600F2型　戸開走行保護装置

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29-
9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0331 平成22年07月08日
株式会社 SAMIL ELTEC
JAPAN 埼玉県桶川市南1-3-19

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０１２Ｄ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0337 平成22年06月25日

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０１２Ｂ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0336 平成22年06月25日

ロープ式エレベーター
MX10-MXB10-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0361 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター
MX06-MXB06-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0360 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター
MX20-MXB20-2/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0359 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0207型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0358 平成22年06月17日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0307型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0357 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0309型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0356 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　F-
UCMP0312型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0355 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-301型（HG8000）／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0354 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-301型（HG18000）／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0353 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　VMA-
UCMP-301型（HG6500）／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0352 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター
ＭＰＲ-０１２Ｃ形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0335 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Ｎ－ＵＣＭＰ－２０Ｌ型　戸開走行保護装置 株式会社　日本ビルテクノス 東京都文京区根津一丁目4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0334 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式
Ｎ－ＵＣＭＰ－３０Ｌ型　戸開走行保護装置 株式会社　日本ビルテクノス 東京都文京区根津一丁目4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0333 平成22年06月17日

ロープ式エレベーター DBU-43／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0351 平成22年06月09日

平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-42／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所
都市開発システム社

東京都千代田区外神田四丁目
14番1号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0350 平成22年06月09日

平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　SKE-600F2　NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社

沖縄県沖縄市宮里1丁目15番9
号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0345 平成22年06月09日

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三
丁目4番28号

リュウテック昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂3
丁目5番33号

ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50
番地1
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-600F2　NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5丁目3番36
号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0345 平成22年06月09日

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15番16号

日昇工業株式会社 大阪府大阪市生野区巽東2丁
目16番26号

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220番地の1

株式会社　エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1番3号

大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19
番2号

日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4
丁目12番4号

株式会社　北陽製作所 福井県坂井市春江町江留上錦
147番

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1
丁目8番24号

株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13

東和工業株式会社 東京都江戸川区平井5丁目58
番4号

株式会社　コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1丁目3
番1号

株式会社
東洋ハイドロエレベータ

東京都目黒区中目黒3丁目6番
1号

末広エレベータ株式会社 大阪府大阪市中央区谷町7丁
目3番4-307号

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番
地の12
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SKE-600F2　NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

大成エレベーター株式会社 東京都品川区東五反田5-21-1
9-502

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0345 平成22年06月09日

株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁
目2番9号

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4

日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋1丁目2番
19号

柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号

株式会社　多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2丁目1
5番地8

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29
番9号

双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6丁
目5番51号

朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ
谷2丁目39番27号

日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1
5番4号

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1番
8号

クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1丁
目37番35号

ロープ式エレベーター　SHR-2000A　NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

海邦エレベーター工業有限会
社

沖縄県沖縄市宮里1丁目15番
地9号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0344 平成22年06月09日

クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄一丁
目37番35号

リュウテック昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂3
丁目5番33号

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江三
丁目4番28号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SHR-2000A　NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

三木忠電機株式会社 徳島県徳島市末広5丁目3番36
号

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0344 平成22年06月09日

ネスコ株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50
番地1

日本運搬機械株式会社 広島県福山市卸町15番16号

株式会社　親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
大字伴2220番地の1

日昇工業株式会社 大阪府大阪市生野区巽東2丁
目16番26号

大成リフト製造株式会社 広島県広島市南区上東雲町19
番2号

株式会社　エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1
丁目1番3号

株式会社　北陽製作所 福井県坂井市春江町江留上錦
147番

日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2丁目1
5番4号

日本エレベータ工業株式会社 大阪府大阪市東淀川区小松4
丁目12番4号

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1丁目1番
8号

旭洋エレベータ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島1
丁目8番24号

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2丁目18
番4号

株式会社　コーリツ 大阪府八尾市跡部本町1丁目3
番1号

大成エレベーター株式会社 東京都品川区東五反田5-21-1
9-502

末広エレベータ株式会社 大阪府大阪市中央区谷町7丁
目3番4-307号
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　SHR-2000A　NK-UCMP-
RJP型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2番地の4

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0344 平成22年06月09日

グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146番
地の12

柏エレベータ工業株式会社 千葉県柏市加賀1丁目33番8号

株式会社　アイワ 大阪府大阪市西区安治川2丁
目2番9号

株式会社
エレベータシステムズ

東京都豊島区西池袋3丁目29
番9号

日本機器鋼業株式会社 東京都中央区日本橋1丁目2番
19号

朝日輸送機株式会社 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ
谷2丁目39番27号

株式会社 多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2丁目1
5番8

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6丁
目5番51号

株式会社　丸山製作所 石川県金沢市福増町北204-13

ロープ式エレベーター VMU-
UCMP-102型(HG18000)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0326 平成22年06月09日

ロープ式エレベーター VMU-
UCMP-102型(HG8000)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0325 平成22年06月09日

ロープ式エレベーター VMU-
UCMP-102型(HG6500)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0324 平成22年06月09日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
H180型　戸開走行保護装置

クマガイ工業名古屋株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-37
-35 1・Tビル3F

(一財)ベターリビング ENNNUN-0297 平成22年06月09日有限会社日協電機設備 和歌山県和歌山市中島字南浜
452-8

株式会社長野エレベーター 長野県松本市石芝3-14-2
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
H180型　戸開走行保護装置

京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高
辻下ル吉文字町457

(一財)ベターリビング ENNNUN-0297 平成22年06月09日

三洋輸送機工業株式会社 兵庫県尼崎市南清水39-8

グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146-12

日本昇降機株式会社 大阪府大阪市城東区東中浜6-
17-18

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-
4-28

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二
段78號10樓

大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73
6

ラックピニオン式いす式階段昇降機 LEVANT Comfort
OT型／エレベーター／制御器

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4丁目1番13
号　葺手ビル7階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENCNNN-0349 平成22年06月09日

ラック・ピニオン駆動式いす式階段昇降機（SEC9シリーズ／SEO9シ
リーズ）／いす式階段昇降機／制御器 株式会社スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENCNNN-0315 平成22年06月09日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM2型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
関東エレベーターシステム

群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉75
2-4

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0343 平成22年05月21日

日東エレベータ製造 株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4

東洋リフト製造 株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
伴2220-1

日本運搬機械 株式会社 広島県福山市卸町15-16

ネスコ 株式会社 愛知県名古屋市東区相生町50
-1

双葉工業 株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-
51

日本リフト工業 株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-
4-28
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　FNNT-
RM2型／エレベーター／戸開走行保護装置

株式会社
東洋ハイドロエレベータ

神奈川県横浜市都筑区川向町
786-1

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0343 平成22年05月21日

ねじ式エレベーターSC3型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0317 平成22年05月21日

ロープ式エレベーターDBU-33/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社　日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0323 平成22年05月17日

平成31年01月07日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため（認定書誤記載）

ロープ式エレベーターDBU-32/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0322 平成22年05月17日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-31/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0321 平成22年05月17日

平成30年03月30日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-30/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0320 平成22年05月17日

平成30年03月27日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-29/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0319 平成22年05月17日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-28/エレベーター/戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0318 平成22年05月17日

平成30年07月02日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　HG18000型
戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0276 平成22年05月17日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　HG8000型
戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル (一財)ベターリビング ENNNUN-0275 平成22年05月17日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ方式 ZR3S2-5415-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0263 平成22年05月17日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ方式 ZR3S1-5415-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0262 平成22年05月17日

ラックピニオン式いす式階段昇降機FLOW型（仕様追加）/エレベータ
ー/制御器

ティッセンクルップ・アクセ
ス・ジャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4-1-13葺手
ビル7階

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENCNNN-0327 平成22年05月17日

ロープ式エレベーター
NERL-1000型／エレベーター／戸開走行保護装置

ナショナルエレベーター工業
株式会社

宮城県仙台市青葉区上愛子字
松原47-12

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0316 平成22年03月30日

油圧式エレベーター HLA-
UCMP-201型(L2)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0313 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター VMS-
UCMP-101型(HG6500)／エレベーター／戸開走行保護装置 昌和輸送機株式会社 東京都中央区日本橋本町4-4-

11永井ビル
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0312 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター　UCMP-
RMS6000型／エレベーター／戸開走行保護装置 イーケーエレベータ株式会社 群馬県高崎市箕郷町上芝688 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0311 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター　UCMP-
RMS4000型／エレベーター／戸開走行保護装置 イーケーエレベータ株式会社 群馬県高崎市箕郷町上芝688 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0310 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター　UCMP-
RMS3000型／エレベーター／戸開走行保護装置 イーケーエレベータ株式会社 群馬県高崎市箕郷町上芝688 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0309 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター　UCMP-
RMS2000型／エレベーター／戸開走行保護装置 イーケーエレベータ株式会社 群馬県高崎市箕郷町上芝688 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0308 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター　UCMP-
RMS1000型／エレベーター／戸開走行保護装置 イーケーエレベータ株式会社 群馬県高崎市箕郷町上芝688 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0307 平成22年03月30日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3型
戸開走行保護装置

冨士エレベーター工業株式会
社 東京都千代田区内神田3-4-6

(一財)ベターリビング ENNNUN-0306 平成22年03月30日

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-
4-28

日本運搬機械株式会社 広島県福山市御町15-16

日東エレベータ株式会社 東京都品川区東大井1-1-8

東洋リフト製造株式会社 広島県広島市安佐南区沼田町
伴2220-1

株式会社東洋ハイドロエレベ
ータ 東京都目黒区中目黒3-6-1

株式会社多摩エレベータ 東京都調布市富士見町2-15-8
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SSE-450ES3型
戸開走行保護装置

株式会社親和工業 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜
若102

(一財)ベターリビング ENNNUN-0306 平成22年03月30日

大盛輸送機株式会社 東京都江戸川区中央2-18-4

株式会社エーステック 兵庫県神戸市須磨区稲葉町1-
1-3

株式会社エレベータシステム
ズ 東京都豊島区西池袋3-29-9

双葉工業株式会社 静岡県静岡市駿河区登呂6-5-
51

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YHW-74型
戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)ベターリビング ENNNUN-0274
平成22年03月30日
平成31年02月21日取
消三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YHW-63型
戸開走行保護装置

横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)ベターリビング ENNNUN-0273
平成22年03月30日
平成31年02月21日取
消三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
S1000型　戸開走行保護装置

有限会社日協電機設備 和歌山県和歌山市中島字南浜
452-8

(一財)ベターリビング ENNNUN-0290 平成22年03月10日

株式会社長野エレベーター 長野県松本市石芝3-14-2

京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高
辻下ル吉文字町457

三洋輸送機工業株式会社 兵庫県尼崎市南清水39-8

グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146-12

日本昇降機株式会社 大阪府大阪市城東区東中浜6-
17-18
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
S1000型　戸開走行保護装置

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-
4-28

(一財)ベターリビング ENNNUN-0290 平成22年03月10日

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二
段78號10樓

大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73
6

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
S600型　戸開走行保護装置

有限会社日協電機設備 和歌山県和歌山市中島字南浜
452-8

(一財)ベターリビング ENNNUN-0289 平成22年03月10日

株式会社長野エレベーター 長野県松本市石芝3-14-2

京都エレベータ株式会社 京都府京都市下京区岩上通高
辻下ル吉文字町457

三洋輸送機工業株式会社 兵庫県尼崎市南清水39-8

グランツ・カサイ株式会社 大阪府堺市東区大美野146-12

日本昇降機株式会社 大阪府大阪市城東区東中浜6-
17-18

日本リフト工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区福江3-
4-28

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二
段78號10樓

大澤工業株式会社 富山県富山市婦中町高日附73
6

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
H110型　戸開走行保護装置 百朝股份有限公司(他8社) R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓 (一財)ベターリビング ENNNUN-0288 平成22年03月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　JTH-UCMP-
H42S型　戸開走行保護装置 百朝股份有限公司(他8社) R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓 (一財)ベターリビング ENNNUN-0287 平成22年03月10日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S09-MRL105L-
YSK型　戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0283 平成22年03月10日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S09-MRL105S-
YSK型　戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0282 平成22年03月10日

ロープ式エレベーター DBU-41／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0305 平成22年03月03日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-40／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0304 平成22年03月03日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-39／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0303 平成22年03月03日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-38／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0302 平成22年03月03日

平成30年01月31日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-37／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0301 平成22年03月03日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-36／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0300 平成22年03月03日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-35／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0299 平成22年03月03日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-34／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0298 平成22年03月03日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SHR6000-UCMP
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4-7-

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0286 平成22年03月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SHR4000-UCMP
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4-7-

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0285 平成22年03月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SHR2000-UCMP
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4-7-

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0284 平成22年03月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　3T型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0277 平成22年03月03日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

油圧式エレベーター EL1-65/エレベーター/戸開走行保護装置
株式会社テクノエレベーター 静岡県浜松市中区高丘西1-8-

24 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0245

平成22年03月03日
平成30年01月29日取
消東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

油圧式エレベーター EL1-50/エレベーター/戸開走行保護装置
株式会社テクノエレベーター 静岡県浜松市中区高丘西1-8-

24 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0244

平成22年03月03日
平成30年01月29日取
消東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　DBO-3型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2-28-8文
京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0296 平成22年02月16日

ロープ式エレベーター　DBO-2型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2-28-8文
京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0295 平成22年02月16日

ロープ式エレベーター　DBO-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都文京区本駒込2-28-8文
京グリーンコート

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0294 平成22年02月16日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0403型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0293 平成22年02月16日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0402型／エレベーター／戸開走行保護装置

フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0292 平成22年02月16日

株式会社JR西日本テクシア 兵庫県尼崎市潮江1-1-33
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0401型／エレベーター／戸開走行保護装置

フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0291 平成22年02月16日

株式会社JR西日本テクシア 兵庫県尼崎市潮江1-1-33

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KPM30-UCMP
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4-7-

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0281 平成22年02月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　KPM20-UCMP
戸開走行保護装置 日本昇降機株式会社 福岡県福岡市博多区麦野4-7-

6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0280 平成22年02月16日

ロープ式エレベーター SHR-4000B/エレベーター/戸開走行保護装置
株式会社テクノエレベーター 静岡県浜松市中区高丘西1-8-

24 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0266 平成22年02月08日

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

ロープ式エレベーター SHR-2000B/エレベーター/戸開走行保護装置
株式会社テクノエレベーター 静岡県浜松市中区高丘西1-8-

24 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0265 平成22年02月08日

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

ロープ式エレベーター SHR-900/エレベーター/戸開走行保護装置
株式会社テクノエレベーター 静岡県浜松市中区高丘西1-8-

24 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0264 平成22年02月08日

東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

ロープ式エレベーター　DBN-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10 晴海ア
イランドトリトンスクエアX棟 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0261 平成22年01月25日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0306型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0232 平成22年01月25日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0305型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0231 平成22年01月25日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0304型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0230 平成22年01月25日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0303型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0229 平成22年01月25日

連続的な過速度検出特性を有する終端階強制減速装置を備えたエレベ
ーターの制動装置の適用範囲拡大/エレベーター/制動装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNSNN-0279 平成22年01月20日

かご積載質量に応じた可変速度方式エレベーター/エレベーター/制動
装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNSNN-0278 平成22年01月20日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターRWU-01／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0267 平成22年01月20日

ロープ式エレベーター DBU-15／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0272 平成22年01月05日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-14／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0271 平成22年01月05日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-13／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0270 平成22年01月05日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-12／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0269 平成22年01月05日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター　DA-UCMP-
KM-200型/エレベーター/戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0259 平成21年12月03日

ロープ式エレベーター Y250EM型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0249 平成21年12月03日

ロープ式エレベーター Y250ES型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0248 平成21年12月03日

ロープ式エレベーター Y200EL型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0247 平成21年12月03日

ロープ式エレベーター Y200ES型／エレベーター／戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-
8-6

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0246 平成21年12月03日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　S09-MR60-KTM型
戸開走行保護装置

エス・イー・シーエレベータ
ー株式会社 東京都台東区台東3-18-3 (一財)ベターリビング ENNNUN-0236 平成21年11月25日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YKTM-60F型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-

8-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0258 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YKTM-85型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-

8-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0257 平成21年11月05日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YKTM-130型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-

8-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0256 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YKTM-190型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-

8-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0255 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　YKSM-160型
戸開走行保護装置 横浜エレベータ株式会社 神奈川県横浜市中区松影町2-

8-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0254 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター MUC-
TML4U08-CY09／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0240 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター MUC-
TML3U08-CY09／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0239 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター MUC-
TML3U05-CY09／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0238 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター MUC-
TML2U05-CY09／エレベーター／戸開走行保護装置 守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-

14-9
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0237 平成21年11月05日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SGL600型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0216 平成21年11月05日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ホームエレベーター HEV-
UCMP01型／ホームエレベーター／戸開走行保護装置 三和シヤッター工業株式会社 東京都板橋区新河岸2-3-5 (一財)日本建築センター ENNNUN-0191 平成21年10月30日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　N-UCMP-500型
戸開走行保護装置 株式会社日本ビルテクノス 東京都文京区根津1-4-6 (一財)ベターリビング ENNNUN-0253 平成21年10月22日

ロープ式エレベーター DBU-21／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0243 平成21年10月16日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-20／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0242 平成21年10月16日

平成30年02月14日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-19／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0241 平成21年10月16日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターDBU-27／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0235 平成21年10月16日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-26／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0234 平成21年10月16日

平成30年01月24日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターDBU-25／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0233 平成21年10月16日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター F-
UCMP0302型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0228 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0301型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0227 平成21年10月16日

機械室のあるロープ式エレベーター
VF6H2型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0226 平成21年10月16日
平成31年02月21日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

機械室のあるロープ式エレベーター
VF6H1型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0225 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター DBU-23／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0224 平成21年10月16日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-22／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0223 平成21年10月16日

平成30年01月31日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

直接油圧式ホームエレベーター HP-
UCMP／ホームエレベーター／戸開走行保護装置 株式会社ジェイテクト 愛知県刈谷市野田町北地蔵山

1-7 (一財)日本建築センター ENNNUN-0222 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター DBU-24／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0221 平成21年10月16日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ方式 KTD3F2-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0219 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター 常時作動型ブレーキ方式 KTD3F1-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0218 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　SGL1000型
戸開走行保護装置

中央エレベーター工業株式会
社 東京都台東区上野3-4-9

(一財)ベターリビング ENNNUN-0217 平成21年10月16日
百朝股份有限公司 R.O.C台湾台北市長安東路二

段78號10樓

ロープ式エレベーターMX20-MXB20/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0213 平成21年10月16日

ロープ式エレベーターMX10-MXB10/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0212 平成21年10月16日

ロープ式エレベーターMX06-MXB06/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0211 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター
MPR-111C形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0210 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター
MPR-111B形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0209 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター
MPR-021C形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0208 平成21年10月16日
令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0208-1]

ロープ式エレベーター
MPR-003A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0207 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター
MPR-112A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0206 平成21年10月16日

ロープ式エレベーター
MPR-101A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0220 平成21年09月28日

ロープ式エレベーター
MPR-012A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0205 平成21年09月28日

油圧式エレベーター
PHEHUCMP-001/エレベーター/戸開走行保護装置

パナソニック
ホームエレベーター株式会社

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)日本建築センター ENNNUN-0195 平成21年09月25日

ロープ式エレベーター　常時作動型ブレーキ方式　ZQ5S-5421-01型
戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0179 平成21年09月25日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター　BSF-U03/エレベーター/戸開走行保護装置 サイタ工業株式会社 埼玉県飯能市双柳1275 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0169 平成21年09月25日

ロープ式エレベーター　BSF-U02/エレベーター/戸開走行保護装置 サイタ工業株式会社 埼玉県飯能市双柳1275 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0168 平成21年09月25日

ロープ式エレベーター　BSF-U01/エレベーター/戸開走行保護装置 サイタ工業株式会社 埼玉県飯能市双柳1275 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0167 平成21年09月25日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0206型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0204 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0205型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0203 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0204型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0202 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0203型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0201 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0202型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0200 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0201型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0199 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター　DA-UCMP-
KM-100型/エレベーター/戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0198 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター　DA-UCMP-
KM-65型/エレベーター/戸開走行保護装置 ダイコー株式会社 東京都港区芝大門1-1-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0197 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター RB626/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0194 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター RB622/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0193 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター DBU-11／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0190 平成21年09月10日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター
MPR-011D形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0189 平成21年09月10日
令和5年01月19日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN-0189-1]（20230123　国交省　安田）
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
MPR-011C形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0188 平成21年09月10日
令和5年01月19日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0188-1]

ロープ式エレベーター
MPR-011B形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0187 平成21年09月10日
令和5年01月19日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0187-1]

ロープ式エレベーターSSE250-EC5420EF/エレベーター/戸開走行保護
装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0186 平成21年09月10日

ロープ式エレベーターCRL2140-DB5508YF/エレベーター/戸開走行保
護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0185 平成21年09月10日

ロープ式エレベーターCRL2090-EC5430EF/エレベーター/戸開走行保
護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0184 平成21年09月10日

ロープ式エレベーターCRL3045-EC5415SM/エレベーター/戸開走行保
護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0183 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター　DBRG-3型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10 晴海ア
イランドトリトンスクエアX棟 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0182 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター　DBRG-2型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10 晴海ア
イランドトリトンスクエアX棟 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0181 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター　DBRG-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10 晴海ア
イランドトリトンスクエアX棟 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0180 平成21年09月10日

ロープ式エレベーター　HGT1-DB-
T2型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築センター ENNNUN-0178 平成21年09月10日

ロープ式エレベーターTMB40G1S-
SSB800/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0177 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB40EWS-
SSB800/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0176 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30BWS-
SSB500/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0175 平成21年09月03日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーターTMB40P1S-
SSB800/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0174 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P2S-
SSB800/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0173 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P2S-
SSB500/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0172 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P1S-
SSB800/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0171 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーターTMB30P1S-
SSB500/エレベーター/戸開走行保護装置 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0170 平成21年09月03日
平成29年12月25日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター
MPR-112B形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0166 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター
MPR-111A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0165 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター
MPR-021B形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0164 平成21年08月27日
令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0164-1]

ロープ式エレベーター
MPR-021A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0163 平成21年08月27日
令和4年12月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0163-1]

ロープ式エレベーター F-
UCMP0101型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0162 平成21年08月27日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0005型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0161 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0004型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0160 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0003型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0159 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0002型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0158 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター　FGB1-DB-
T1-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0157 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター　FGB1-DB-
T1-6型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0156 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター　FGB1-DB-
T1-4型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0155 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター　FGB1-DB-
T1-3型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0154 平成21年08月27日

ロープ式エレベーター　FGB1-DB-
T1-2型/エレベーター/戸開走行保護装置 クマリフト株式会社 大阪府摂津市南別府町15-47 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0153 平成21年08月27日

機械室のないロープ式エレベーター
ML5P2型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0149 平成21年08月27日

機械室のないロープ式エレベーター
ML5P1型/エレベーター/戸開走行保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0148 平成21年08月27日

水圧式エレベーター　DBE-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0152 平成21年08月06日

ロープ式エレベーター　DBGP-2型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0151 平成21年08月06日

ロープ式エレベーター
MPR-002A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0150 平成21年08月06日
令和4年09月21日取消

認定取消又は失効理由：認定書別添誤記載校正のため[新規認定番号：ENNNUN-0150-1]

ロープ式エレベーター
PHERUCMP-001/エレベーター/戸開走行保護装置

パナソニック
ホームエレベーター株式会社

大阪府門真市大字門真1048番
地 (一財)日本建築センター ENNNUN-0147 平成21年08月06日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター
MPR-011A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0146 平成21年08月06日
令和5年01月19日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0146-1]

ロープ式エレベーター常時作動型ブレーキ方式KSM160-KBD160DH-0
1型戸開走行保護装置 三精輸送機株式会社 大阪府吹田市江坂町1-13-18 (一財)ベターリビング ENNNUN-0123 平成21年08月06日

ロープ式エレベーター DBU-10／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0145 平成21年07月27日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-9／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0144 平成21年07月27日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-8／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0143 平成21年07月27日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-7／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0142 平成21年07月27日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-6／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0141 平成21年07月27日

平成31年01月07日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため（認定書誤記載）

ロープ式エレベーター DBU-5／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0140 平成21年07月27日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-4／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0139 平成21年07月27日

平成30年06月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター DBU-3／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0137 平成21年07月27日

ロープ式エレベーター DBU-2／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0136 平成21年07月27日

ロープ式エレベーター DBU-1／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0135 平成21年07月27日

ロープ式エレベーター　DBGP-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0134 平成21年07月27日

ロープ式エレベーター　DBGJ-1型/エレベーター/戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0133 平成21年07月27日

ロープ式エレベーター
MMPR-004形/エレベーター/戸開走行保護装置

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0132 平成21年07月14日

ロープ式エレベーター
MMPR-003形/エレベーター/戸開走行保護装置

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0131 平成21年07月14日

ロープ式エレベーター
MMPR-002形/エレベーター/戸開走行保護装置

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0130 平成21年07月14日

ロープ式エレベーター
MMPR-001形/エレベーター/戸開走行保護装置

三菱日立ホームエレベーター
株式会社 岐阜県美濃市楓台38番地 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0129 平成21年07月14日

ロープ式エレベーター
MPR-001C形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0128 平成21年07月09日
令和4年11月28日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0128-1]

ロープ式エレベーター
MPR-001B形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0127 平成21年07月09日
令和4年11月28日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0127-1]

ロープ式エレベーター
MPR-001A形/エレベーター/戸開走行保護装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0126 平成21年07月09日
令和4年11月28日取消

認定取消又は失効理由：認定書誤記載校正のため[新規認定番号：新規認定番号：ENNNUN-0126-1]

機械室のないロープ式エレベーターML5F2型/エレベーター/戸開走行
保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0125 平成21年07月09日

機械室のないロープ式エレベーターML5F1型/エレベーター/戸開走行
保護装置

日本エレベーター製造株式会
社 東京都千代田区岩本町1-10-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0124 平成21年07月09日

112/115 トップページに戻る



構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター DBGL-2型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランドトリトンスクエ
アX棟

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0121 平成21年07月09日

ロープ式エレベーター DBGL-1型／エレベーター／戸開走行保護装置 日本オーチス・エレベータ株
式会社

東京都中央区晴海1-8-10
晴海アイランドトリトンスクエ
アX棟

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0120 平成21年07月09日

ロープ式エレベーター DBU-18／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0114 平成21年06月01日

平成30年02月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-17／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0113 平成21年06月01日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター DBU-16／エレベーター／戸開走行保護装置 株式会社日立製作所 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0112 平成21年06月01日

平成30年05月08日取消

認定取消又は失効理由：申請者より取消申請があったため

ロープ式エレベーター TML10JW-
TMB10JW／エレベーター／戸開走行保護装置

東芝エレベータ株式会社クマリ
フト株式会社守谷輸送機工業株
式会社

東京都品川区北品川6-5-27大阪
府大阪市西区京町堀1-12-20神奈
川県横浜市金沢区福浦1-14-10

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-111 平成21年04月17日

ロープ式エレベーター TML06JW-
TMB06JW／エレベーター／戸開走行保護装置

東芝エレベータ株式会社クマリ
フト株式会社守谷輸送機工業株
式会社

東京都品川区北品川6-5-27大阪
府大阪市西区京町堀1-12-20神奈
川県横浜市金沢区福浦1-14-9

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-110 平成21年04月17日

ロープ式エレベーター TML10JW-
TMB10JW／エレベーター／戸開走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0111 平成21年04月17日東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-10

ロープ式エレベーター TML06JW-
TMB06JW／エレベーター／戸開走行保護装置

クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1-12
-20

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNNUN-0110 平成21年04月17日東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27

守谷輸送機工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦1-
14-9

ロープ式エレベーター F-
UCMP0001型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-109 平成21年04月14日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

ロープ式エレベーター F-
UCMP0001型／エレベーター／戸開走行保護装置 フジテック株式会社 滋賀県彦根市宮田町591-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNNUN-0109 平成21年04月14日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーターの制動装置の積載量2000kgへ
の適用拡大（無段階の過速度検出特性をもつ終端階強制減速装置付）／エレ
ベーター／制動装置

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0098 平成21年02月16日

無段階の過速度検出特性をもつ終端階強制減速装置を用いたエレベータ
ーの制動装置の積載量2000kgへの適用拡大／エレベーター／制動装置 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0097 平成21年02月16日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーターの制動装置の積載量200
0kgへの適用拡大 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0096 平成21年02月16日

広幅動く歩道Ｓ１２００型及びＳ１４００型／エスカレーター／制動
装置

ティッセンクルップエレベー
タージャパン株式会社

東京都港区虎ノ門4-1-13葺手
ビル5F

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0090 平成20年04月09日

日東油圧式旋回荷物用エレベーター（ＤＰＦ－Ｔ．Ｆ、ＳＰＦ－Ｔ．
Ｆ）の制動装置 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4

司ビル3F
(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0078 平成18年12月11日

連続的な過速度検出特性を有する終端階強制減速装置を備えたエレベ
ーターの制動装置

株式会社日立製作所
都市開発システムグループ 東京都千代田区外神田4-14-1 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0079 平成18年11月24日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーター（無段階の過速度検出
特性をもつ終端階強制減速装置付き）の制動装置の構造

三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0075 平成18年09月14日

無段階の過速度検出特性をもつ終端階強制減速装置を用いたエレベー
ターの制動装置の構造

三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0073 平成18年09月14日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーターの制動装置の構造 三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-7-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0072 平成18年09月14日

終端階強制減速装置を備えたエレベーターの制動装置の構造 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0069 平成18年08月11日

かご積載量の変化に応じた速度変更方式及び過速度検出性能を向上し
た終端階強制減速装置を用いたエレベーター 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0065 平成18年03月27日

鎖駆動式荷物用エレベーター 森平舞台機構株式会社 東京都台東区花川戸2-11-2 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0062 平成18年01月31日

タロンドライブ方式エレベーター フジテック株式会社 大阪府茨木市庄1-28-10 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENCS-0061 平成17年12月20日

石川島運搬機械株式会社製　広幅動く歩道「広幅型オートウェイ」 石川島運搬機械株式会社
クレーンコンベヤ事業部 東京都中央区明石町6-4 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0058 平成17年06月16日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーターの制動装置（無段階の
過速度検出特性をもつ終端階強制減速装置（SETS装置）付き）

三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0056 平成17年05月12日

無段階の過速度検出特性をもつ終端階強制減速装置（SETS装置）を用
いたエレベーターの制動装置

三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0050 平成17年04月22日
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構造方法等の認定に係る帳簿 認定日：平成12年04月01日～平成25年03月31日 国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）

認定を受けた構造方法等の名称 申請者の氏名又は名称 申請者の住所
指定性能評価機関又は承認性能評価機
関の名称（国土交通大臣が性能評価を

行った場合にあっては、その旨）
認定番号 認定年月日

かご積載量に応じた可変速度方式エレベーター 三菱電機株式会社
ビル事業部 東京都千代田区丸の内2-2-3 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0046 平成16年12月22日

S1400型動く歩道（ゴムベルト式） JFEプラント＆サービス株式
会社

神奈川県横浜市鶴見区弁天町
3-7

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0043 平成16年08月18日

タロンドライブ方式エレベーター フジテック株式会社 大阪府茨木市庄1-28-10 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENCS-0041 平成16年07月14日

株式会社　日立製作所製　S1600型動く歩道 株式会社日立製作所
都市開発システムグループ

東京都千代田区神田駿河台4-
3

(一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0026 平成15年04月18日

踏段幅が1.1mを超える動く歩道（S1400型） 住友重機械工業株式会社 東京都品川区北品川5-9-11 (一財)日本建築センター ENNS-0025 平成15年04月18日

東芝エレベーター株式会社製S1400型動く歩道 東芝エレベータ株式会社 東京都品川区北品川6-5-27 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0013 平成14年11月01日

S1400型動く歩道 シンドラーエレベータ株式会
社 東京都中央区入船3-7-2 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0010 平成14年06月03日

日本オーチス・エレベータ株式会社製1600型動く歩道 日本オーチス・エレベータ株
式会社 東京都中央区晴海1-8-10 (一財)日本建築設備・昇降機

センター ENNS-0007 平成14年04月10日

日東油圧式ターンカーリフト（DPC-TC.SPC-TC） 日東エレベータ製造株式会社 東京都千代田区内神田2-15-4 (一財)日本建築設備・昇降機
センター ENNS-0003 平成13年11月19日
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