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

4886 振動ローラー SW352S-1 車両総質量 2.94 t   酒井重工業(株) ○
4887 振動ローラー SW502S-1 車両総質量 4.09 t   酒井重工業(株) ○
4888 振動ローラー TW352S-1 車両総質量 2.64 t   酒井重工業(株) ○
4889 オールケーシング掘削機 RT-300Ⅲ(油圧ユニットRTP-5) 最大掘削径 3000 mm 日本車輌製造(株)
4890 オールケーシング掘削機 RT-320H(油圧ユニットRTP-6) 最大掘削径 3200 mm 日本車輌製造(株)
4891 オールケーシング掘削機 RT-150AⅡ(油圧ユニットRTP-2) 最大掘削径 1500 mm 日本車輌製造(株)
4892 オールケーシング掘削機 RT-150LⅡ(油圧ユニットRTP-2L) 最大掘削径 1500 mm 日本車輌製造(株)
4893 オールケーシング掘削機 RT-200L(油圧ユニットRTP-2F) 最大掘削径 2000 mm 日本車輌製造(株)
4894 オールケーシング掘削機 RT-200SL(油圧ユニットRTP-2H) 最大掘削径 2000 mm 日本車輌製造(株)
4895 アースオーガー DHJ-45 オーガ出力 149 kW 掘削径 1600 mm 日本車輌製造(株)
4896 トラッククレーン AC120/4LJ 吊上能力 66.5 t吊 × 4.0 m ＩＨＩ建機(株) ○
4897 トラッククレーン LTM1080NX 吊上能力 80 t吊 × 2.5 m リープヘル・ジャパン（株）
4898 空気圧縮機 1450HH 吐出量 41 m3/min 圧力 1.18 MPa (株)エス・アンド・アール
4899 油圧式杭圧入引抜機 SY60(油圧ユニットEU300H4) 圧入力 780 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ (株)技研製作所 ○
4900 油圧式杭圧入引抜機 PP150B(油圧ユニットEU200) 圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ (株)技研製作所 ○
4901 油圧式杭圧入引抜機 PZ1500(油圧ユニットTE-200C) 圧入力 2000 ｋＮ 引抜力 2100 ｋＮ (株）コーワン ○
4902 バックホウ SH200-6 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.57 m3 住友建機（株） ○
4903 バックホウ SH235X-6 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.57 m3 住友建機（株） ○
4904 バックホウ SH250-6 山積容量 1.10 m3 平積容量 0.76 m3 住友建機（株） ○
4905 バックホウ SH350HD-6 山積容量 1.40 m3 平積容量 1.04 m3 住友建機（株）
4906 バックホウ SK400DLC-8 山積容量 1.4 m3 平積容量 1.0 m3 コベルコ建機(株)
4907 発動発電機 DCA-25USIB3 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) ○
4908 発動発電機 DCA-60USIB3 定格容量 60 kVA   デンヨー(株) ○
4909 クローラークレーン BM800G 吊上能力 80 t吊 × 3.7 m コベルコクレーン（株）
4910 クローラークレーン 7200G 吊上能力 200 t吊 × 5 m コベルコクレーン（株）
4911 クローラークレーン SCX1200-3C4 吊上能力 120 t吊 × 5 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
4912 クローラークレーン SCX1350-3C4 吊上能力 135 t吊 × 4.6 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
4913 クローラークレーン SCX1350HL-3C4 吊上能力 135 t吊 × 4.6 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
4914 クローラークレーン SCX1500-3C4 吊上能力 150 t吊 × 4.6 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
4915 トラクターショベル A4SDK4 山積容量 0.33 m3 平積容量 0.21 m3 (株)アイチコーポレーション
4916 トラクターショベル A4SDKL4 山積容量 0.33 m3 平積容量 0.21 m3 (株)アイチコーポレーション
4917 トラクターショベル B4SDK3 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.17 m3 (株)アイチコーポレーション
4918 トラクターショベル B4SDKL3 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.17 m3 (株)アイチコーポレーション
4919 発動発電機 EX22 定格容量 2.2 kVA 本田技研工業(株) ○
4920 アースオーガー SPD07-3 オーガ出力 13.9 kW 掘削径 700 mm 日立建機(株) ○
4921 クローラークレーン TX75US 吊上能力 4.9 ｔ × 2.1 m 日立建機(株) ○
4922 バックホウ PC200-10 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 ○
4923 バックホウ PC200LC-10 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 ○
4924 バックホウ PC210-10 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 ○
4925 バックホウ PC210LC-10 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 ○
4926 発動発電機 EG20BS-7 定格容量 20 kVA (株)小松製作所 ○
4927 発動発電機 EG45BS-3 定格容量 45 kVA (株)小松製作所 ○
4928 発動発電機 EG60BS-6 定格容量 60 kVA (株)小松製作所 ○

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができる。

諸　　　　　　　　　　　　元


