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（株)千代田精機 

〒653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町7-9-21   （TEL：078-681-8844)
器 種 　銘            柄　 認定番号 認定期間

　中型切断器(アセチレン)　

　中型切断器(LPG)　

　中型切断器NEO(アセチレン)　

　中型切断器NEO(LPG)　

　グリッター中型切断器(アセチレン)　

　グリッター中型切断器(LPG)　

　Ａ型切断器(アセチレン)　

　Ａ型切断器(LPG)　

　Ａ型切断器NEO(アセチレン)　

　Ａ型切断器NEO(LPG)　

　グリッターＡ型切断器(アセチレン)　

　グリッターＡ型切断器(LPG)　

3形 2号  ストロング－２５+切断器 　8601-320　
27.4.1～
32.3.31

手動ｶﾞｽ
溶接器

B形 01号 　中型溶接器　 8601-BM0
30.4.1～
35.3.31

　アスターデラックス酸素調整器(仏式)　

　アスターデラックス酸素調整器 仏式(SO取付型)　

　アスターデラックス酸素調整器 仏式(スパナ式)　

　アスターデラックス酸素調整器 仏式(SO取付型,スパナ式)　

　アスターデラックス酸素調整器 仏式(蝶ねじ式)　

　アスターデラックス酸素調整器 仏式(蝶ねじ式，SO取付型)　

　アスターデラックス酸素調整器(独式)　

　スタウト調整器 酸素仏式　

　スタウト調整器 酸素仏式 (スパナ式)　

　スタウト調整器 酸素仏式 (蝶ねじ式)　

　スタウト調整器 酸素仏式 (蝶ねじ式,SO取付型)　

　スタウト調整器 酸素仏式 (プロテクターなし)　

　スタウト調整器 酸素仏式 (蝶ねじ式,プロテクターなし)　

　スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型　

　スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型(スパナ式)　

　スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型(蝶ねじ式)　

　スタウト調整器 酸素独式　

　スタウト調整器 酸素独式 (SO取付型)　

　スタウト調整器 酸素独式 (スパナ式)　

　スタウト調整器 酸素独式 (プロテクターなし)　

　スタウト調整器 酸素米式 (スパナ式)　

　スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型　

　スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型(スパナ式)　

　スタウト調整器 酸素米式 安全器内蔵型(スパナ式)　

　アスターデラックスアセチレン調整器　

　アスターキングアセチレン調整器 安全器内蔵型　

　スタウト調整器 アセチレン 　

　スタウト調整器 アセチレン (プロテクターなし)　

　スタウト調整器 アセチレン (SA取付型)　

　スタウト調整器 アセチレン 安全器内蔵型　

　RP-70プロパン調整器　 　8601-LP2　
28.4.1～
33.3.31

　認定銘柄一覧表　

　一般社団法人日本溶接協会　ガス溶断器認定委員会 (2019年4月1日現在)　

種　　類

手
動
ガ
ス
切
断
器

1形

1号 　8601-110　
27.4.1～
32.3.31

ＬＰ2

2号 　8601-120　
27.4.1～
32.3.31

溶
断
器
用
圧
力
調
整
器

S2 　8601-S20　
28.4.1～
33.3.31

AC2 8601-AC2
28.4.1～
33.3.31
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ヤマト産業（株)

〒544 -0004 大阪府大阪市生野区巽北4-11-17  （TEL：06-6751-1151)
器 種 　銘            柄　 認定番号 認定期間

　中型切断器アセチレン　

　中型切断器Flashアセチレン　

　中型切断器プロパン　

　中型切断器Flashプロパン　

　大型Ａ号切断器アセチレン　

　大型A号切断器Flashアセチレン　

　大型Ａ号切断器プロパン　

　大型A号切断器Flashプロパン　

　YR-70(Ｅ)酸素調整器　

　YR-70(Ｗ)酸素調整器　

　YR-70(Ｅ)スパナ付酸素調整器　

　YR-70(Ｗ)スパナ付酸素調整器　

　SSボーイ(Ｅ)酸素調整器　

　SSボーイ(Ｗ)酸素調整器　

　SSボーイ(Ｅ)スパナ付酸素調整器　

　SSボーイ(Ｗ)スパナ付酸素調整器　

　SSボーイプラス（E）酸素調整器　

　SSボーイプラス（W）酸素調整器　

　SSボーイプラス（E）スパナ付酸素調整器　

　SSボーイプラス（W）スパナ付酸素調整器　

　SSジュニア(Ｅ)酸素調整器　

　SSジュニア(Ｗ)酸素調整器　

　SSジュニア(Ｅ)スパナ付酸素調整器　

　SSジュニア(Ｗ)スパナ付酸素調整器　

　クイックジュニア(Ｅ)酸素調整器　

　クイックジュニア(Ｗ)酸素調整器　

　クイックジュニア(Ｅ)スパナ付酸素調整器　

　クイックジュニア(Ｗ)スパナ付酸素調整器　

　SSボーイウルトラ(Ｅ)酸素調整器　

　SSボーイウルトラ(Ｗ)酸素調整器　

　SSボーイウルトラ(Ｅ)スパナ付酸素調整器　

　SSボーイウルトラ(Ｗ)スパナ付酸素調整器　

　YR-71 アセチレン調整器　

　SSボーイ  アセチレン調整器　

　SSボーイプラス　アセチレン調整器　

　SSジュニア アセチレン調整器　

　クイックジュニア アセチレン調整器　

　SSボーイウルトラ アセチレン調整器　

　SSエルピー LP工業用調整器　

　SSエルピープラス　LP工業用調整器　

種　　類

手
動
ガ
ス
切
断
器

1形

1号 　8602-110　
27.4.1～
32.3.31

2号 　8602-120　
27.4.1～
32.3.31

溶
断
器
用
圧
力
調
整
器

S2 　8602-S20　
28.4.1～
33.3.31

AC2 　8602-AC2　
28.4.1～
33.3.31

LP2 　8602-LP2　
28.4.1～
33.3.31
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〒660-0087　兵庫県尼崎市平左衛門町18-25  （TEL：06-6419-2091)
器 種 　銘            柄　 認定番号 認定期間

1号 　Ｈ.Ｙ－中型切断器 アセチレン　 　8603-110　
27.4.1～
32.3.31

2号 　Ｈ.Ｙ－A型切断器 アセチレン　 　8603-120　
27.4.1～
32.3.31

手動ｶﾞｽ
溶接器

B形 01号 　Ｈ.Ｙ－中吹　 8603-BM0
30.4.1～
35.3.31

　ミリオンS(仏式) 酸素用調整器　

　ミリオンS(独式) 酸素用調整器　

　ミリオンS アセチレン用調整器　 　8603-AC2　
27.4.1～
32.3.31

日酸TANAKA（株)

〒354-8585　埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢11 （TEL ：049-258-4412)
器 種 　銘            柄　 認定番号 認定期間

　中形切断器 Z ノバック アセチレン　

　中形切断器 ZLL ノバック アセチレン　

　中形切断器 Z ノバック LPG　

　中形切断器 Z ノバック エチレン　

　中型切断器 U45 アセチレン　

　中型切断器 U45Ⅱ アセチレン　

　中型切断器 U45 LPG　

　中型切断器 U45Ⅱ LPG　

　Ａ号切断器 Z ノバック アセチレン　

　Ａ号切断器 Z ノバック LPG　

　Ａ号切断器 Z ノバック エチレン　

　マスター V α OF 酸素調整器　

　マスターⅥ OG 酸素調整器　

　マスターⅥ OG ガード付き酸素調整器　

　マスターⅥ OG ガード付きクイックエース酸素調整器　

　マスターⅥ OF 酸素調整器　

　マスターⅥ OF ガード付き酸素調整器　

　マスターⅥ OF ガード付きクイックエース酸素調整器　

　マスターラインⅢ 酸素調整器　

　マスターラインⅢ 直線形 酸素調整器　

　マスターラインⅢ 水素調整器　

　マスターⅤα A アセチレン調整器　

　マスターⅥ A アセチレン調整器　

　マスターⅥ A ガード付きアセチレン調整器　

　マスターⅥ A ガード付きクイックエースアセチレン調整器　

　マスターラインⅢ アセチレン調整器　 　8604-AC3　
27.4.1～
32.3.31

　マスターⅢ ＬＰ ＬＰＧ 調整器　 　8604-LP2　
27.4.1～
32.3.31

　マスターラインⅢ ＬＰＧ 調整器　 　8604-LP3　
27.4.1～
32.3.31

手動ｶﾞｽ
切断器

1形

溶断器用
圧力調整器

S2 　8603-S20　
27.4.1～
32.3.31

AC2

（株)ハンシン

種　　類

種　　類

手
動
ガ
ス
切
断
器

1形

１号 　8604-110　
27.4.1～
32.3.31

2号 　8604-120　
27.4.1～
32.3.31

溶
断
器
用
圧
力
調
整
器

S2 　8604-S20　
27.4.1～
32.3.31

S3 　8604-S30　
27.4.1～
32.3.31

AC2 　8604-AC2　
27.4.1～
32.3.31

AC3

LP2

LP3
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小池酸素工業（株)

〒130-0012　東京都墨田区太平3-4-8  （TEL：03-3624-3111)
器 種 　銘            柄　 認定番号 認定期間

　中切ゴールドライト(アセチレン)　

　中切ゴールドライト(プロパン)　

　中切ゴールドライトⅡ(アセチレン)　

　中切セフティライト(アセチレン)　

　中切セフティライト(プロパン)　

　Ａ切ゴールドライト(アセチレン)　

　Ａ切ゴールドライト(プロパン)　

　Ａ切ゴールドライトⅡ(アセチレン)　

　A切セフティライト(アセチレン)　

　A切セフティライト(プロパン)　

　スキルカット－１００　 　8605-310　
31.4.1～
36.3.31

　中圧ゴールド・L　 　8605-310　
31.4.1～
36.3.31

　中圧ゴールド・S　 　8605-310　
31.4.1～
36.3.31

2号 　スキルカット－２５０　 　8605-320　
31.4.1～
36.3.31

手動ｶﾞｽ
溶接器

B形 01号 　中型溶接器ゴールド　 8605-BM0
30.4.1～
35.3.31

　セフティカスタムⅡ調整器1号(G式)　

　セフティゴールド･Ⅱ調整器１号断熱圧縮防止機構付(G式)　

　セフティゴールド･Ⅱ調整器１号断熱圧縮防止機構付(F式)　

　セフティゴールド･Ⅱ調整器１号てじめくん 断熱圧縮防止機構付(Ｆ式)　

　セフティゴールドⅤ調整器1号(G式)　

　セフティゴールドⅤ調整器１号まもり(G式)　

　セフティゴールドⅤ調整器１号てじめくん(G式)　

　セフティゴールドⅤ調整器１号てじめくん　まもり(G式)　

　セフティゴールドⅤ調整器1号(F式)　

　セフティゴールドⅤ調整器1号まもり(F式)　

　セフティゴールドⅤ調整器1号てじめくん(F式)

　セフティゴールドⅤ調整器1号てじめくん　まもり(F式)

　セフティゴールド調整器 配管酸素　

　セフティゴールド・Ⅱ調整器 配管酸素　

　セフティゴールドⅤ調整器2号　

　セフティゴールドⅤ調整器2号まもり　

　セフティカスタムⅡ調整器2号　

　セフティゴールド調整器 配管アセチレン　

　セフティゴールド・Ⅱ調整器 配管アセチレン　

　セフティゴールド・Ⅱ調整器 プロパン　

　セフティカスタムⅡ調整器　プロパン　

　セフティゴールド調整器 配管プロパン　

　セフティゴールド・Ⅱ調整器 配管プロパン　

手
動
ガ
ス
切
断
器

1形

1号 　8605-110　
27.4.1～
32.3.31

2号 　8605-120　
27.4.1～
32.3.31

3形

1号

種　　類

AC3 　8605-AC3　
28.4.1～
33.3.31

LP2 　8605-LP2　
28.4.1～
33.3.31

S2 　8605-S20　
28.4.1～
33.3.31

S3 　8605-S30　
28.4.1～
33.3.31

AC2 　8605-AC2　
28.4.1～
33.3.31

LP3 　8605-LP3　
28.4.1～
33.3.31
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（株)阪口製作所

〒581-0081　大阪府八尾市南本町9-5-4　（TEL：072-993-1212)

器 種 　銘            柄　 認定番号 認定期間

1号 　中型切断器 CT-01　 　8610-110　
27.4.1～
32.3.31

2号 　Ａ型切断器 CT-02　 　8610-120　
27.4.1～
32.3.31

　酸素用圧力調整器 S-3　

　酸素用圧力調整器 S-3K　

　酸素用圧力調整器 S-3蝶ネジ式　

　アセチレン用圧力調整器 S-4　 　8610-AC2　
27.4.1～
32.3.31

溶断器用
圧力調整器

S2 　8610-S20　
27.4.1～
32.3.31

AC2

種　　類

手動ｶﾞｽ
切 断 器

1形
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