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

4583 トラクターショベル 4SDT30 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 (株)豊田自動織機 低
4584 バックホウ 017CR 山積容量 0.04 m3 平積容量 0.03 m3 キャタピラージャパン（株） 超
4585 バックホウ HD512V 山積容量 0.5 ｍ３ 平積容量 0.4 ｍ３ （株）加藤製作所 超
4586 バックホウ HD512VLC 山積容量 0.5 ｍ３ 平積容量 0.4 ｍ３ （株）加藤製作所 超
4587 バックホウ HD513MRV 山積容量 0.5 ｍ３ 平積容量 0.4 ｍ３ （株）加藤製作所 超
4588 バックホウ HD513MRVLC 山積容量 0.5 ｍ３ 平積容量 0.4 ｍ３ （株）加藤製作所 超
4589 発動発電機 DGW300M 定格容量 9.9 kVA 定格電流 280 A （株）やまびこ 超
4590 発動発電機 EGW2800MI 定格容量 2.8 kVA 定格電流 120 A （株）やまびこ 超
4591 発動発電機 DGM250MK-P 定格容量 25 kVA （株）やまびこ 超
4592 バックホウ PC138US－8T 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.39 m3 （株）小松製作所 超
4593 振動ローラー BVW57H-A 車両総質量 0.598 ｔ ボーマクジャパン（株） 低
4594 振動ローラー BVW57H-B 車両総質量 0.598 ｔ ボーマクジャパン（株） 低
4595 振動ローラー BVW63H-A 車両総質量 0.642 ｔ ボーマクジャパン（株） 低
4596 振動ローラー BVW63H-B 車両総質量 0.642 ｔ ボーマクジャパン（株） 低
4597 発動発電機 PDW310SN-B1 定格容量 9.9 kVA 定格電流 280 A 北越工業（株） 超
4598 発動発電機 PDW310SN2-B1 定格容量 9.9 kVA 定格電流 280 A 北越工業（株） 超
4599 トラクターショベル WA10-6 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.13 m3 コマツユーティリティ(株) 超
4600 トラクターショベル WA20-6 山積容量 0.3 m3 平積容量 0.24 m3 コマツユーティリティ(株) 低
4601 トラッククレーン AC250-1 吊上能力 250 t吊 × 3 m ＩＨＩ建機(株) 低
4602 トラッククレーン AC350-1 吊上能力 360 t吊 × 2.8 m ＩＨＩ建機(株) 超
4603 アースオーガー SP1-8000 オーガ出力 31.5 kW 掘削径 200 mm （株）東亜利根ボーリング 低
4604 アースオーガー GT2-750 オーガ出力 11 kW 掘削径 400 mm （株）東亜利根ボーリング 超
4605 アースオーガー TOP-ECO5 オーガ出力 11 kW 掘削径 200 mm （株）東亜利根ボーリング 超
4606 バックホウ SH480LHD-5 山積容量 1.8 m3 平積容量 1.4 m3 住友建機（株） 低
4607 バックホウ SH500LHD-5 山積容量 1.8 m3 平積容量 1.4 m3 住友建機（株） 低
4608 振動ローラー HW30VWH-3 車両総質量 2.78 t   住友建機(株) 超
4609 振動ローラー HW41VWH-3 車両総質量 3.6 t   住友建機(株) 超
4610 振動ローラー MSR5KM-1 車両総質量 0.598 t   （株）明和製作所 低
4611 振動ローラー MSR6KM-1 車両総質量 0.642 t   （株）明和製作所 低
4612 振動ローラー MSR5KM-2 車両総質量 0.598 t   （株）明和製作所 低
4613 振動ローラー MSR6KM-2 車両総質量 0.642 t   （株）明和製作所 低
4614 バイブロハンマー BMK-60 起振力 580 kN 振動数 2300 cpm （株）エーコー 低
4615 油圧式杭圧入引抜機 GRV0926(油圧ユニ 圧入力 2600 ｋＮ 引抜力 2800 ｋＮ (株)技研製作所 超
4616 振動ローラー HV61STK-1 車両総質量 0.66 t   酒井重工業(株) 低
4617 振動ローラー HV51STK-1 車両総質量 0.62 t   酒井重工業(株) 低
4618 振動ローラー ZC35C 車両総質量 2.78 t   日立建機(株) 超
4619 振動ローラー ZC50C 車両総質量 3.6 t   日立建機(株) 超
4620 振動ローラー ZC35C 車両総質量 2.78 t   (株)日立建機カミーノ 超
4621 振動ローラー ZC50C 車両総質量 3.6 t   (株)日立建機カミーノ 超
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4622 アースオーガー BG14-2 オーガ出力 102.9 kW 掘削径 1350 mm 日本基礎技術（株） 低
4623 発動発電機 DCA-25LSKB 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) 超
4624 発動発電機 DCA-45LSK 定格容量 45 kVA   デンヨー(株) 超
4625 発動発電機 DCA-150LSK 定格容量 150 kVA   デンヨー(株) 超

　　別表２（低振動型建設機械）
指定番号 機　　　　種 型　　　式 会　社　名
V-0026 バイブロハンマ BMK-60 最大起振力 580 ｋＮ （株）エーコ－

諸　　　　　　　　　　　　元


