
 

 

１ 財団法人電気通信端末機器審査協会 

設計認証を受けた者の氏名又は名称 設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類 設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称 設計認証番号 設計認証をした年月日 

東日本電信電話株式会社 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

ＷＩＢ－＜１＞ D080062001     平成 20 年４月４日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣ－37ＧＸ５ A080110001     平成 20 年４月７日 

船井電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＤＨＲ－40Ｄ A080117001     平成 20 年４月７日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器 Ｌ42－ＸＶ02 又はＬ37－ＸＶ02 A080120001     平成 20 年４月７日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器 Ｌ32－ＨＶ02 A080121001     平成 20 年４月７日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器 ＵＭ－ＩＰ700 A080122001     平成 20 年４月７日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＪＤ－Ｖ33ＣＬ又はＪＤ－Ｖ33ＣＷ A080111001     平成 20 年４月８日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣ－32ＧＸ５ A080118001     平成 20 年４月８日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＣＤＭＡ Ｗ62ＳＨ AD080119001    平成 20 年４月８日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣ－26ＧＨ５ A080123001     平成 20 年４月８日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣ－32ＧＨ５又はＬＣ－32ＧＨ50 A080124001     平成 20 年４月８日 

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケー

ションズ株式会社 

電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＣＤＭＡ Ｗ63Ｓ AD080128001    平成 20 年４月８日 

京セラ株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＣＤＭＡ Ｗ64Ｋ AD080131001    平成 20 年４月９日 

三菱電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＤＶＲ－ＢＺ100、ＤＶＲ－ＢＺ200、ＤＶＲ

－ＤＷ200 又はＤＶＲ－ＤＷ100 

A080108001     平成 20 年４月 10 日 

日本電気株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

ＦＯＭＡ Ｎ706ｉ AD080125001    平成 20 年４月 10 日 



 

 

接続される端末機器 

ＣＬＥＶＯ ＣＯ． 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

Ｍ570ＴＵ又はＭ571ＴＵ D080127001     平成 20 年４月 11 日 

Ｄｉａｌｏｇｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

ＤＭＧ2030ＤＴＩ D080140001     平成 20 年４月 14 日 

Ｄｉａｌｏｇｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

ＤＭＧ2120ＤＴＩ D080141001     平成 20 年４月 14 日 

富士通株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＦＯＭＡ Ｆ706ｉ AD080129001    平成 20 年４月 15 日 

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケー

ションズ株式会社 

電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＦＯＭＡ ＳＯ706ｉ AD080134001    平成 20 年４月 16 日 

松下電器産業株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＤＭＲ－ＸＷ130 A080139001     平成 20 年４月 16 日 

パイオニアコミュニケーションズ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＴＦ－12 A080151001     平成 20 年４月 16 日 

京セラ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＨＴ02 A080116001     平成 20 年４月 18 日 

ＮＥＣアクセステクニカ株式会社 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

ＰＡ－ＶＡ162ＲＡ４ D080126001     平成 20 年４月 18 日 

パナソニック モバイルコミュニケーション

ズ株式会社 

電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

823Ｐ AD080132001    平成 20 年４月 18 日 

パナソニック モバイルコミュニケーション

ズ株式会社 

電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＦＯＭＡ Ｐ706ｉｅ AD080133001    平成 20 年４月 18 日 

三洋電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣＤ－37ＦＸ300 A080155001     平成 20 年４月 18 日 

三洋電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣＤー32ＦＸ300 A080156001     平成 20 年４月 18 日 

三洋電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣＤ－20ＳＸ300又はＬＣＤ－20ＡＥ300 A080157001     平成 20 年４月 18 日 



 

 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＤＭ002ＳＨ AD080144001    平成 20 年４月 21 日 

船井電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＶＷ－322 A080159001     平成 20 年 4 月 24 日 

シャープ株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＢＤ－ＨＤＷ22、ＢＤ－ＨＤＷ25 又はＢＤ－

ＨＤＷ30 

A080165001     平成 20 年４月 28 日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器 ＡＣＳ型 遠隔監視通報基板 A080107001     平成 20 年４月 30 日 

三菱電機株式会社 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

ＭＤＳＺＦＤ１ D080112001     平成 20 年４月 30 日 

三菱電機株式会社 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用

設備に接続される端末機器 

ＭＤＳＺＦＦ２ D080113001     平成 20 年４月 30 日 

富士通株式会社 総合デジタル通信用設備に接続される端末機

器及び専用通信回線設備又はデジタルデータ

伝送用設備に接続される端末機器 

ＦＣ838ＰＢ CD080130001    平成 20 年４月 30 日 

日本電気株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＦＯＭＡ Ｎ906ｉ AD080135001    平成 20 年４月 30 日 

三菱電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＬＣＤ－37Ｆ9000ＷＸ A080136001     平成 20 年４月 30 日 

株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーシ

ョンズ 

電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＣＤＭＡ Ｗ62ＣＡ AD080137001    平成 20 年４月 30 日 

株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーシ

ョンズ 

電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

ＣＤＭＡ Ｗ62Ｈ AD080138001    平成 20 年４月 30 日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器、総合デジ

タル通信用設備に接続される端末機器及び専

用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設

備に接続される端末機器 

ＣＸ8000 タイプＳ 電子交換機 ACD080145001   平成 20 年４月 30 日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器、総合デジ

タル通信用設備に接続される端末機器及び専

用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設

備に接続される端末機器 

ＣＸ8000 タイプＭ１ 電子交換機 ACD080146001   平成 20 年４月 30 日 



 

 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器、総合デジ

タル通信用設備に接続される端末機器及び専

用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設

備に接続される端末機器 

ＣＸ8000 タイプＭ２ 電子交換機 ACD080147001   平成 20 年４月 30 日 

株式会社日立製作所 電話用設備に接続される端末機器、総合デジ

タル通信用設備に接続される端末機器及び専

用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設

備に接続される端末機器 

ＣＸ8000 タイプＭ３ 電子交換機 ACD080148001   平成 20 年４月 30 日 

日本電気株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

820Ｎ携帯電話無線機 AD080153001    平成 20 年４月 30 日 

日本電気株式会社 電話用設備に接続される端末機器及び専用通

信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に

接続される端末機器 

821Ｎ携帯電話無線機 AD080154001    平成 20 年４月 30 日 

船井電機株式会社 電話用設備に接続される端末機器 ＤＲ－ＨＸ500 又はＤＲ－ＨＸ250 A080161001     平成 20 年４月 30 日 

 


