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

4525 バックホウ ZX30UR-3U 山積容量 0.09 ｍ３ 平積容量 0.06 ｍ３ 日立建機（株） 低
4526 バックホウ ZX40UR-3U 山積容量 0.11 ｍ３ 平積容量 0.075 ｍ３ 日立建機（株） 低
4527 バックホウ ZX40UR-3DU 山積容量 0.11 ｍ３ 平積容量 0.075 ｍ３ 日立建機（株） 低
4528 バックホウ ZX55UR-3U 山積容量 0.22 ｍ３ 平積容量 0.146 ｍ３ 日立建機（株） 低
4529 バックホウ ZX55UR-3DU 山積容量 0.22 ｍ３ 平積容量 0.146 ｍ３ 日立建機（株） 低
4530 バックホウ HD308USV 山積容量 0.28 ｍ３ 平積容量 0.22 ｍ３ （株）加藤製作所 低
4531 トラクターショベル 50ZV-2 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 ｍ３ （株）ＫＣＭ 低
4532 発動発電機 YGW150SS-5 定格容量 2.5 kVA 溶接機出力 3.58 kW ヤンマー建機（株） 超
4533 発動発電機 DGW500DM 定格容量 9.9 kVA 溶接機出力 18.8 kW （株）やまびこ 低
4534 トラクターショベル 6SDTL8AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)豊田自動織機 超
4535 トラクターショベル 6SDTL10AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 (株)豊田自動織機 低
4536 トラクターショベル 6SDTL12AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 (株)豊田自動織機 低
4537 クローラークレーン LC383M-5 吊上能力 2.93 t吊 × 1.5 m （株）前田製作所 超
4538 クローラークレーン LC785M-8 吊上能力 4.9 t吊 × 2.1 m （株）前田製作所 低
4539 バックホウ HB205-1 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 （株）小松製作所 超
4540 バックホウ HB215LC-1 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 （株）小松製作所 超
4541 トラクターショベル WA100-6Y 車両総質量 8 ｔ （株）小松製作所 低
4542 トラクターショベル WA100-6 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）小松製作所 低
4543 トラクターショベル WR12-6 山積容量 1.4 m3 平積容量 1.3 m3 （株）小松製作所 低
4544 空気圧縮機 PDS175SC-5C3 吐出容量 5 m3/min 吐出圧力 0.69 Mpa 北越工業（株） 超
4545 空気圧縮機 PDS175S-5C3 吐出容量 5 m3/min 吐出圧力 0.69 Mpa 北越工業（株） 超
4546 発動発電機 SDG45S-3B1 定格容量 45 kVA 北越工業（株） 超
4547 発動発電機 SDG45S-7B1 定格容量 45 kVA 北越工業（株） 超
4548 発動発電機 SDG400S-3A6 定格容量 400 kVA 北越工業（株） 低
4549 発動発電機 SDG500S-3A6 定格容量 500 kVA 北越工業（株） 低
4550 発動発電機 HP900SV-A1 定格容量 0.9 kVA 北越工業（株） 超
4551 バックホウ AX14-4 山積容量 0.044 ｍ３ 平積容量 0.025 ｍ３ 北越工業（株） 超
4552 バックホウ 320D-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
4553 クローラークレーン CCH2000-6C 吊上能力 200 t吊 × 5.2 m ＩＨＩ建機(株) 低
4554 トラッククレーン ATF-130G5-1 吊上能力 130 t吊 × 2.7 m (株)タダノ 超
4555 ホイールクレーン GR-120NLDW-2 吊上能力 12 t吊 × 2 m (株)タダノ 超
4556 バックホウ RX-306AC 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 (株)クボタ 低
4557 バックホウ RX-406AC 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 (株)クボタ 低
4558 トラクターショベル R430AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)クボタ 超
4559 トラクターショベル R530AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 (株)クボタ 低
4560 トラクターショベル R630AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 (株)クボタ 低
4561 アースオーガー MG24-2 オーガ出力 280 kW 掘削壁厚 1200 mm （有）日本バウアー 低
4562 発動発電機 GE-1600SS-IV 定格容量 1.6 kVA   デンヨー（株） 超
4563 発動発電機 DA-6000LS 定格容量 6 kVA   デンヨー（株） 超
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4564 発動発電機 DCA-6LSX 定格容量 6 kVA   デンヨー（株） 超
4565 発動発電機 DCA-10LSX 定格容量 10 kVA   デンヨー（株） 超
4566 発動発電機 DCA-13LSK 定格容量 13 kVA   デンヨー（株） 超
4567 発動発電機 DCA-15LSK 定格容量 15 kVA   デンヨー（株） 超
4568 発動発電機 TLG-7.5LSK 定格容量 7.5 kVA   デンヨー（株） 超
4569 発動発電機 DAW-300LS 定格容量 3 kVA 溶接機出力 8.74 kW デンヨー（株） 超
4570 発動発電機 DLW-300LSW 定格容量 9.9 kVA 溶接機出力 8.74 kW デンヨー（株） 超
4571 発動発電機 SDW-225LSK 定格容量 3 kVA 溶接機出力 5.6 kW デンヨー（株） 超
4572 発動発電機 TLW-230LS 定格容量 5.5 kVA 溶接機出力 5.6 kW デンヨー（株） 超
4573 空気圧縮機 DIS-55LB 吐出容量 1.56 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa デンヨー（株） 超
4574 空気圧縮機 DIS-70LB 吐出容量 2.0 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa デンヨー（株） 超
4575 空気圧縮機 DIS-70LB-C 吐出容量 2.0 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa デンヨー（株） 超
4576 トラクターショベル LK120Z-6 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 コベルコ建機(株) 低
4577 バックホウ SH120LC-5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.17 m3 住友建機（株） 超
4578 アースオーガー GI-130C-1 オーガ出力 67 kW 掘削径 1600 mm （株） ワイビーエム 低
4579 油圧式杭圧入引抜機 ECO-3V-D 圧入力 42 kN 引抜力 72 kN （株） ワイビーエム 超
4580 発動発電機 NES25TI 定格容量 25 kVA   日本車輌製造(株) 超
4581 発動発電機 NES25TIL 定格容量 25 kVA   日本車輌製造(株) 超
4582 トラッククレーン LTM1400NX 吊上能力 400 t吊 × 2.5 m リープヘル・ジャパン（株） 低


