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

4626 振動ローラー KV25C 車両総質量 2.7 t   関東鉄工（株） 低
4627 振動ローラー KV25D 車両総質量 3 t   関東鉄工（株） 低
4628 振動ローラー H600K 車両総質量 0.65 t   関東鉄工（株） 低
4629 振動ローラー H650K 車両総質量 0.675 t   関東鉄工（株） 低
4630 発動発電機 SDG60S-3B1 定格容量 60 kVA   北越工業(株) 超
4631 アースオーガー DH758-160M オーガ出力 150 kW 掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株) 低

4632 オールケーシング掘削機
RT-300Ⅲ(油圧ユ
ニットRTP-480EA)

最大掘削径 3000 mm 日本車輌製造(株) 超

4633 バックホウ 303.5DCR 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) 超
4634 バックホウ 303.5DCR-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
4635 バックホウ 304CCR-2 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.10 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4636 バックホウ 305DCR 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4637 バックホウ 305.5DCR 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4638 バックホウ 308DCR-2 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4639 バックホウ 308DSR-2 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 キャタピラージャパン(株) 低
4640 トラッククレーン LTM1150NX 吊上能力 150 t吊 × 2.5 m リープヘル・ジャパン（株） 超
4641 トラッククレーン AR-5500M-1 吊上能力 550 t吊 × 3 m (株)タダノ 低
4642 トラッククレーン SA1700 吊上能力 170 t吊 × 3.2 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 低
4643 トラッククレーン SA2500 吊上能力 250 t吊 × 2.8 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 低
4644 振動ローラー ZC35T 車両総質量 3.06 t   日立建機(株) 超
4645 振動ローラー ZC50T 車両総質量 4.13 t   日立建機(株) 超
4646 振動ローラー ZC35T 車両総質量 3.06 t   (株)日立建機カミーノ 超
4647 振動ローラー ZC50T 車両総質量 4.13 t   (株)日立建機カミーノ 超
4648 振動ローラー HW30VSH-3 車両総質量 3.06 t   住友建機(株) 超
4649 振動ローラー HW41VSH-3 車両総質量 4.13 t   住友建機(株) 超
4650 コンクリートカッター JC-450MT-1 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 48 cm   理研ダイヤモンド工業(株) 低
4651 コンクリートカッター JC-450MT-2 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 48 cm   理研ダイヤモンド工業(株) 低
4652 発動発電機 DCA-15LSX 定格容量 15 kVA   デンヨー(株) 超
4653 発動発電機 DCA-20LSK 定格容量 20 kVA   デンヨー(株) 超
4654 発動発電機 DCA-60LSI 定格容量 60 kVA   デンヨー(株) 超

4655 発動発電機
DA-6000LS
(50Hz仕様)

定格容量 5.2 kVA   デンヨー(株) 超

4656 発動発電機 DAT-300RS 定格容量 3 kVA 溶接機出力 7.5 kW デンヨー(株) 超
4657 アースオーガー GI-100C オーガ出力 52.9 kW 掘削径 1200 mm （株） ワイビーエム 低
4658 アースオーガー GI-200C-1 オーガ出力 93.2 kW 掘削径 1600 mm （株） ワイビーエム 超
4659 アースオーガー BG20 オーガ出力 146 kW 掘削径 1700 mm （有）日本バウアー 低
4660 アースオーガー ECO-SW1565-3 オーガ出力 39.8 kW 掘削径 1000 mm （有）精光重機 超
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