
　　別表（低騒音型建設機械）
指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考

4431 バックホウ ZX14-3 山積容量 0.044 ｍ３ 平積容量 0.025 ｍ３ 日立建機（株） 超
4432 アスファルトフィニッシャー TITAN8820 舗装幅 9 ｍ マシン ケアテック（株） 低
4433 発動発電機 DGM250MK 定格容量 25 KVA 新ダイワ工業（株） 超
4434 空気圧縮機 PDS265SD-4B2 吐出容量 7.5 m３／min 吐出圧力 0.69 Mpa 北越工業（株） 超
4435 空気圧縮機 PDS265SD-5B2 吐出容量 7.5 m３／min 吐出圧力 0.69 Mpa 北越工業（株） 超
4436 発動発電機 PGW150SCL-A1 定格容量 2.5 KVA 北越工業（株） 超
4437 発動発電機 SDG60S-7B1 定格容量 60 KVA 北越工業（株） 超
4438 発動発電機 SDG220S-3A6 定格容量 220 KVA 北越工業（株） 超
4439 発動発電機 SDG220S-7A6 定格容量 220 KVA 北越工業（株） 超
4440 発動発電機 SDG300S-3A6 定格容量 300 KVA 北越工業（株） 低
4441 発動発電機 EU9iGB 定格容量 0.9 KVA 本田技研工業（株） 超
4442 バックホウ PC05-1A 山積容量 0.011 m3 平積容量 0.008 ｍ３ コマツユーティリティ（株） 超
4443 空気圧縮機 EC35SSB-8 吐出容量 3.7 m３／min 吐出圧力 0.7 Mpa （株）小松製作所 超
4444 トラクターショベル WA150-6 山積容量 1.5 ｍ３ 平積容量 1.25 ｍ３ （株）小松製作所 低
4445 バックホウ 320D RR-E-MS 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4446 バックホウ 320D L-E-MS 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.66 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4447 バックホウ U-30-5+ 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 (株)クボタ 超
4448 バックホウ U-30-5+AC 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 (株)クボタ 低
4449 バックホウ U-35-5+ 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)クボタ 超
4450 バックホウ U-35-5+AC 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)クボタ 低
4451 バックホウ K-035-5+ 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)クボタ 超
4452 振動ローラー 3410A 車両総質量 10.53 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 低
4453 バックホウ SK130-8 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機（株） 低
4454 バックホウ SK30SRST-5 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 コベルコ建機（株） 超
4455 クローラークレーン CK120UR-2 吊上能力 4.9 t吊 × 2.5 m コベルコ建機（株） 超
4456 振動ローラー SV512DH-1 車両総質量 12.8 t   酒井重工業（株） 低
4457 振動ローラー SV512TH-1 車両総質量 12.75 t   酒井重工業（株） 低
4458 振動ローラー SW652B-1 車両総質量 8 t   酒井重工業（株） 低
4459 ホイールクレーン MK500-2 吊上能力 50 t吊 × 3.4 m コベルコクレーン（株） 低

4460 オールケーシング掘削機 SRD-3000H
(油圧ユニットSPU-30E)

最大掘削径 3000 mm 三和機工(株) 超

4461 アースオーガー MPD2-45S オーガ出力 34 kW 掘削径 600 mm （株）東亜利根ボーリング 超
4462 発動発電機 NES60EH-L 定格容量 60 kVA   日本車輌製造(株) 超
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