
　　別表１（低騒音型建設機械）
指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考

4463 バックホウ ZX40UR-3 山積容量 0.11 ｍ３ 平積容量 0.075 ｍ３ 日立建機（株） 超
4464 バックホウ ZX40UR-3D 山積容量 0.11 ｍ３ 平積容量 0.075 ｍ３ 日立建機（株） 超
4465 バックホウ ZX30UR-3 山積容量 0.09 ｍ３ 平積容量 0.06 ｍ３ 日立建機（株） 超
4466 バックホウ ZX55UR-3 山積容量 0.22 ｍ３ 平積容量 0.146 ｍ３ 日立建機（株） 低
4467 バックホウ ZX55UR-3D 山積容量 0.22 ｍ３ 平積容量 0.146 ｍ３ 日立建機（株） 低
4468 トラクターショベル ZW100 山積容量 1.3 ｍ３ 平積容量 1.1 ｍ３ 日立建機（株） 低
4469 トラクターショベル ZW120 山積容量 1.5 ｍ３ 平積容量 1.2 ｍ３ 日立建機（株） 低
4470 バックホウ AX30UR-6 山積容量 0.09 ｍ３ 平積容量 0.06 ｍ３ 北越工業（株） 超
4471 バックホウ AX40UR-6 山積容量 0.11 ｍ３ 平積容量 0.075 ｍ３ 北越工業（株） 超
4472 バックホウ AX40UR-6D 山積容量 0.11 ｍ３ 平積容量 0.075 ｍ３ 北越工業（株） 超
4473 バックホウ PC38UU-5N1 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） 低
4474 発動発電機 EG45BSS-3 定格容量 45 KVA （株）小松製作所 超
4475 バックホウ PC138US-2T1 山積容量 0.5 ｍ３ 平積容量 0.39 ｍ３ （株）小松製作所 低
4476 バックホウ PC200LC-8E0 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 （株）小松製作所 超
4477 バックホウ SK17SR-3 山積容量 0.044 m3 平積容量 0.025 m3 コベルコ建機(株) 超
4478 バックホウ SK80H-2 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 コベルコ建機(株) 超

4479 油圧式杭圧入引抜機
AZ-100(油圧ユニットTE-
200C)

圧入力 1000 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ （株）コーワン 超

4480 油圧式杭圧入引抜機
WP-100(油圧ユニットTE-
200C)

圧入力 1000 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ （株）コーワン 超

4481 油圧式杭圧入引抜機
WP-100AC(油圧ユニットTE-
200C)

圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）コーワン 超

4482 油圧式杭圧入引抜機
WP-100HAT(油圧ユニット
TE-200C)

圧入力 700 ｋＮ 引抜力 800 ｋＮ （株）コーワン 超

4483 油圧式杭圧入引抜機
WP-150(油圧ユニットTE-
200C)

圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ （株）コーワン 超

4484 油圧式杭圧入引抜機
WP-150P(油圧ユニットTE-
200C)

圧入力 900 ｋＮ 引抜力 1000 ｋＮ （株）コーワン 超

4485 油圧式杭圧入引抜機
PZ-1200(油圧ユニットTE-
200C)

圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ （株）コーワン 超

4486 ホイールクレーン GR-120NDW-2 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m (株)タダノ 超
4487 クローラークレーン URW295C1R 吊上能力 2.93 t吊 × 1.4 m 古河ユニック（株） 超
4488 クローラークレーン URW375C2 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4489 クローラークレーン URW375C2M 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4490 クローラークレーン URW376C2 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4491 クローラークレーン URW376C2M 吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m 古河ユニック（株） 超
4492 クローラークレーン URW507C1R 吊上能力 2.93 t吊 × 3.9 m 古河ユニック（株） 超
4493 クローラークレーン URW507C1MR 吊上能力 2.93 t吊 × 3.9 m 古河ユニック（株） 超
4494 アースドリル SR-60 最大掘削径 1800 mm 最大掘削長 66 m ソイルメックジャパン（株） 超
4495 振動ローラー HV51STK 車両総質量 0.62 t   酒井重工業(株) 低
4496 振動ローラー HV61STK 車両総質量 0.66 t   酒井重工業(株) 低
4497 振動ローラー TW502SL-1 車両総質量 3.54 t   酒井重工業(株) 超
4498 振動ローラー MW700-1 車両総質量 8.77 t   酒井重工業(株) 低
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4499 トラクターショベル SSL705 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.18 m3 ＴＣＭ(株) 低
4500 トラクターショベル SSL706 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 ＴＣＭ(株) 低
4501 トラクターショベル SSL707 山積容量 0.31 m3 平積容量 0.24 m3 ＴＣＭ(株) 低
4502 トラクターショベル SSL709 山積容量 0.35 m3 平積容量 0.27 m3 ＴＣＭ(株) 低
4503 トラクターショベル ZW100 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 ＴＣＭ(株) 低
4504 トラクターショベル ZW120 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 ＴＣＭ(株) 低
4505 コンクリートカッター DM-60 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.6 cm   （株）ダイトウア 低
4506 振動ローラー MRH-500DSA 車両総質量 0.602 t   三笠産業（株） 低
4507 振動ローラー MRH-600DSA 車両総質量 0.648 t   三笠産業（株） 低
4508 振動ローラー MRH-700DSA 車両総質量 0.75 t   三笠産業（株） 低
4509 コンクリートカッター MCD-214-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.6 cm   三笠産業（株） 低
4510 コンクリートカッター MCD-216S-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 40.6 cm   三笠産業（株） 低
4511 コンクリートカッター MCD-218S-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 45.7 cm   三笠産業（株） 低
4512 コンクリートカッター MCD-530-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 66 cm   三笠産業（株） 低
4513 アースオーガー DHJ15-5 オーガ出力 100 kW 掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株) 低
4514 アースオーガー MPD2-25 オーガ出力 40 kW 掘削径 800 mm （株）東亜利根ボーリング 低
4515 発動発電機 DCA-8LSX 定格容量 8 kVA   デンヨー(株) 超
4516 発動発電機 DCA-12LSX 定格容量 12 kVA   デンヨー(株) 超
4517 発動発電機 DCA-25LSK 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) 超
4518 発動発電機 DCA-25LSIB 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) 超
4519 発動発電機 DCA-220ESMB 定格容量 220 kVA   デンヨー(株) 超
4520 発動発電機 DAT-300LS 定格容量 3 kVA 溶接機出力 7.5 kW デンヨー(株) 超
4521 発動発電機 DLW-300LS 定格容量 11.4 kVA 溶接機出力 8.74 kW デンヨー(株) 超
4522 振動ローラー ZC120S 車両総質量 12.025 t   日立建機(株) 低
4523 振動ローラー ZV550W 車両総質量 0.64 t   （株）日立建機カミーノ 低
4524 振動ローラー ZV650W 車両総質量 0.72 t   （株）日立建機カミーノ 低


