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新型加熱試験器

スポット型熱感知器用 加熱試験器 HK-3

保守協会製
熱試験器の作動試験を行う時に使用する試験器。

火口部はベンジンにより暖められ、本体を感知器に被せ、発

報に至るまでの「作動時間」を計測します。

規定の作動時間内で働かない感知器は不良となり、取替が必

要となります。

●構成

・型式評定番号：TH-002号

・火口、アダプタ、支持棒：グラスファイバー製4段3m

680g（収縮時：約0.88m）、収納袋２つ付(黒・オレンジ)

※ZERJ用アダプタに取り付ける場合は、別途支持棒金具用上

部金具」が必要です。

各消防設備点検用具
自火報設備関係

スポット型熱感知器用 加熱試験器 HK-3

ノーミ製
熱試験器の作動試験を行う時に使用する試験器。

火口部はベンジンにより暖められ、本体を感知器に被せ、発

報に至るまでの「作動時間」を計測します。

規定の作動時間内で働かない感知器は不良となり、取替が必

要となります。

●構成

・性能評定番号：評14-345号

・火口、アダプタ、支持棒：アルミ製5段4.47m（収縮時：

約1.125m）、1200g 収納袋
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HK-3関連商品
オプション品は保守協会、ノーミ製兼用です。

加熱試験器 HK-3用
支持棒金具用上部金具

品番 SIJ-J-K
定価 1,250円(税抜)

販売価格 1,240円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
フェンオール用外筒

品番 HK-3-FA
定価 6,880円(税抜)

販売価格 6,880円(税抜)

スポット型熱感知器用

加熱試験器セットA組品

（本体・火口・アダプター・支持棒・

収納袋付）

ノーミ製

品番 HK-3N
定価 69,000円(税抜)

販売価格 62,400円(税抜)

スポット型熱感知器用加熱試験器セット

（本体・火口・アダプター・支持棒・

収納袋付）

保守協会製

品番 HK-3
定価 68,500円(税抜)

販売価格 66,800円(税抜)

スポット型熱感知器用

加熱試験器（HK-3）本体のみ

品番 HK-3-H
定価 42,700円(税抜)

販売価格 42,700円(税抜)
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スポット型熱感知器用

加熱試験器本体ノーミセット

（本体+上部金具+ZERJ用アダプタ）

品番 HK-3-HM
定価 45,850円(税抜)

販売価格 45,040円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
3×17段付きローレット

（3本1組）

品番 HK-3-317R
定価 525円(税抜)

販売価格 525円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
支持金具取付ネジ（４個１組）

品番 HK-3-SI-N
定価 1,100円(税抜)

販売価格 1,100円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
支持棒金具用上部金具

品番 HK-3-PIN
定価 1,380円(税抜)

販売価格 1,380円(税抜)



HK-3関連商品
オプション品は保守協会、ノーミ製兼用です。

加熱試験器 HK-3用
アダプタ

品番 HK-3-A
定価 2,630円(税抜)

販売価格 2,630円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
本体支持金具

品番 HK-3-HSI-K
定価 3,630円(税抜)

販売価格 3,630円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
本体外筒

品番 HK-3-HST
定価 7,000円(税抜)

販売価格 7,000円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
温度調整板

品番 HK-3-OCB
定価 1,000円(税抜)

販売価格 1,000円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
反射板

品番 HK-3-HSB
定価 5,400円(税抜)

販売価格 5,400円(税抜)
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加熱試験器 HK-3用
燃料タンク（キャップ付）

品番 HK-3-NT
定価 6,250円(税抜)

販売価格 6,250円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
スプリング

品番 HK-3-SP
定価 1,630円(税抜)

販売価格 1,630円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
火口

品番 HK-3-K
定価 1,600円(税抜)

販売価格 1,600円(税抜)

加熱試験器 HK-3用
タンク保持筒

品番 HK-3-TH
定価 2,500円(税抜)

販売価格 2,500円(税抜)



HK-3関連商品
オプション品は保守協会、ノーミ製兼用です。
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加熱試験器 HK-3用
収納袋

保守協会用

品番 HK-3-F1
定価 5,700円(税抜)

販売価格 5,700円(税抜)

加熱試験器 HK-3 A組品用

収納袋

ノーミ製

品番 HK-3N-F
定価 5,500円(税抜)

販売価格 5,500円(税抜)

ZEAJ用アダプタ

品番 ZEAJ001
定価 7,500円(税抜)

販売価格 6,700円(税抜)
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●本カタログに示される仕様、価格は予告なしに変更することがあります。

●商品とカタログの色は、お客様のご使用のモニターやブラウザ、照明
器具などの環境により異なります。

●当カタログに記載されている内容は2020年2月現在のものです。


