
低騒音型建設機械指定一覧表（H20.12指定分） 別表

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
4211 トラクターショベル 924H 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.6 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4212 トラクターショベル 924Hz 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.6 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4213 バックホウ 303CSR-AC 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4214 バックホウ 304CSR-AC 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4215 バックホウ 305CSR-AC 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.16 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4216 バックホウ 311D RR-MS 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4217 バックホウ 313D SR 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4218 バックホウ 314D CR-MS 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4219 アースオーガー DH558H-110M-5 全装備最大質量 114 t   日本車輌製造(株) 低
4220 アースオーガー DH658-135M-5 全装備最大質量 136 t   日本車輌製造(株) 低
4221 コンクリートカッター MC-100 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.5 cm   日本フレキ産業(株) 低
4222 コンクリートカッター CCV-M3 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 118.2 cm   石狩造機(株) 超
4223 クローラークレーン URW375C1 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4224 クローラークレーン URW375C1M 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4225 クローラークレーン URW376C1 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4226 クローラークレーン URW376C1M 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4227 アースドリル SR-40 最大掘削径 1500 mm 最大掘削長 55 m ソイルメックジャパン（株） 低
4228 バックホウ 10VZ2 山積容量 0.022 m3 平積容量 0.013 m3 ＩＨＩ建機(株) 超
4229 バックホウ 50VZ 山積容量 0.2 m3 平積容量 0.15 m3 ＩＨＩ建機(株) 低
4230 空気圧縮機 DIS-130ES2 吐出量 3.7 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー(株) 超
4231 空気圧縮機 DIS-130ES2-C 吐出量 3.7 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー(株) 超
4232 発動発電機 DCA-25USIB 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) 超
4233 発動発電機 DCA-45ESIB 定格容量 45 kVA   デンヨー(株) 超
4234 発動発電機 DCA-150ESKB 定格容量 150 kVA   デンヨー(株) 超
4235 発動発電機 SGX24-50Hz 定格容量 2 kVA   富士重工業(株) 超
4236 発動発電機 SGX24-60Hz 定格容量 2.4 kVA   富士重工業(株) 低
4237 発動発電機 SGX29-50Hz 定格容量 2.4 kVA   富士重工業(株) 超
4238 発動発電機 SGX29-60Hz 定格容量 2.9 kVA   富士重工業(株) 低
4239 発動発電機 SGX42-50Hz 定格容量 3.6 kVA   富士重工業(株) 超
4240 発動発電機 SGX42-60Hz 定格容量 4.2 kVA   富士重工業(株) 低
4241 バックホウ K-75UR-3 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 (株)クボタ 低
4242 トラクターショベル R1600-2 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 (株)クボタ 低
4243 バックホウ SK20UR-2 山積容量 0.066 m3 平積容量 0.05 m3 コベルコ建機（株） 超
4244 バックホウ HK350W-3 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機（株） 低
4245 油圧式杭圧入引抜機 SY55(油圧ユニットEU200E2) 圧入力 520 ｋＮ 引抜力 630 ｋＮ (株)技研製作所 超
4246 油圧式杭圧入引抜機 SP4(油圧ユニットEU500A3) 圧入力 2600 ｋＮ 引抜力 2800 ｋＮ (株)技研製作所 超
4247 油圧式杭圧入引抜機 SP5(油圧ユニットEU500A3) 圧入力 2600 ｋＮ 引抜力 2800 ｋＮ (株)技研製作所 超
4248 油圧式杭圧入引抜機 SP6(油圧ユニットEU500A3) 圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ (株)技研製作所 超
4249 油圧式杭圧入引抜機 SP7(油圧ユニットEU500A3) 圧入力 2600 ｋＮ 引抜力 2800 ｋＮ (株)技研製作所 超
4250 油圧式杭圧入引抜機 SP8(油圧ユニットEU500A3) 圧入力 2000 ｋＮ 引抜力 2100 ｋＮ (株)技研製作所 超
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4251 アスファルトフィニッシャー F2045W3 舗装幅 2.0～4.5 m   範多機械(株) 低
4252 アスファルトフィニッシャー F45W3 舗装幅 2.35～4.5 m   範多機械(株） 低
4253 アスファルトフィニッシャー F45WJ3 舗装幅 2.0～4.5 m   範多機械(株） 低
4254 アスファルトフィニッシャー F2045C3 舗装幅 2.0～4.5 m   範多機械(株) 低
4255 アスファルトフィニッシャー F45C3 舗装幅 2.35～4.5 m   範多機械(株） 低
4256 アスファルトフィニッシャー F45CJ3 舗装幅 2.0～4.5 m   範多機械(株） 低
4257 アスファルトフィニッシャー HA45W-7 舗装幅 2.0～4.5 m   住友建機製造(株) 低
4258 アスファルトフィニッシャー HB2045W-5B 舗装幅 2.0～4.5 m   住友建機製造(株) 低
4259 アスファルトフィニッシャー HB2345W-5B 舗装幅 2.35～4.5 m   住友建機製造(株) 低
4260 アスファルトフィニッシャー HA45C-7 舗装幅 2.0～4.5 m   住友建機製造(株) 低
4261 アスファルトフィニッシャー HB2045C-5B 舗装幅 2.0～4.5 m   住友建機製造(株) 低
4262 アスファルトフィニッシャー HB2345C-5B 舗装幅 2.35～4.5 m   住友建機製造(株) 低
4263 トラッククレーン GA-600NR-1 吊上能力 60 t吊 × 2.5 m (株）タダノ 低
4264 バックホウ SV05-B 山積容量 0.011 m3 平積容量 0.007 m3 ヤンマー建機(株) 超
4265 ホイールクレーン KRM-35H-Ⅱ 吊上能力 35 t吊 × 2.6 m (株)加藤製作所 低
4266 振動ローラー BW151AD-4AM-A 車両総質量 9.1 t   ボーマクジャパン(株) 低
4267 バックホウ ZX75UR-3 山積 0.28 m3 平積 0.21 m3 日立建機(株) 低
4268 バックホウ ZX145W-3 山積 0.5 m3 平積 0.39 m3 日立建機(株) 超
4269 バックホウ ZX27U-3 山積 0.08 m3 平積 0.047 m3 日立建機(株) 超
4270 バックホウ ZX30U-3 山積 0.09 m3 平積 0.06 m3 日立建機(株) 超
4271 バックホウ ZX35U-3 山積 0.11 m3 平積 0.075 m3 日立建機(株) 超
4272 バックホウ ZX40U-3 山積 0.14 m3 平積 0.098 m3 日立建機(株) 超
4273 バックホウ ZX50U-3 山積 0.16 m3 平積 0.108 m3 日立建機(株) 超
4274 バックホウ ZX75USK-3 山積 0.28 m3 平積 0.21 m3 日立建機(株) 低
4275 バックホウ ZX135USTN-3 山積 0.5 m3 平積 0.39 m3 日立建機(株) 超
4276 空気圧縮機 PDS185S-4C1 吐出量 5.2 m3/min 圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 低
4277 発動発電機 SDG25AS-7B1 定格容量 25 kVA 北越工業(株) 超
4278 バックホウ AX27u-5 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.047 m3 北越工業(株) 超
4279 バックホウ AX30u-5 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 北越工業(株) 超
4280 バックホウ AX35u-5 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.075 m3 北越工業(株) 超
4281 バックホウ AX40u-5 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.098 m3 北越工業(株) 超
4282 バックホウ AX50u-5 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.108 m3 北越工業(株) 超
4283 バックホウ PC20MR-3 山積容量 0.066 m3 平積容量 0.05 m3 コマツユーティリティ（株） 超
4284 バックホウ PC30UU-5 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 コマツユーティリティ（株） 超
4285 バックホウ PC38UU-5 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 コマツユーティリティ（株） 超
4286 バックホウ PC58UU-5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.17 m3 コマツユーティリティ（株） 低
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