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

5096 振動ローラー MRH-501DS 車両総質量 0.548 t   三笠産業（株）
5097 振動ローラー MRH-601DS 車両総質量 0.569 t   三笠産業（株）
5098 タイヤローラー PT240R 車両総質量 24 t   山﨑マシーナリー(株)
5099 トラクターショベル L20F-P 山積容量 0.7 m3 平積容量 0.6 m3 山﨑マシーナリー(株)
5100 トラクターショベル 901C 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.32 m3 キャタピラージャパン(株)
5101 トラクターショベル 901C-AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.32 m3 キャタピラージャパン(株)
5102 トラクターショベル 902C 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 キャタピラージャパン(株)
5103 トラクターショベル 902C-AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 キャタピラージャパン(株)
5104 トラクターショベル 903C 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 キャタピラージャパン(株)
5105 トラクターショベル 903C-AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 キャタピラージャパン(株)
5106 オールケーシング掘削機 SRD-2000HG(油圧ユニットSPU-360) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株)
5107 オールケーシング掘削機 RT-260H(油圧ユニットRTP-5H) 最大掘削径 2600 mm 日本車輌製造(株)
5108 アスファルトフィニッシャー ABG 5770 舗装幅 7.5 m   マシン　ケアテック（株）
5109 アスファルトフィニッシャー ABG 6870 舗装幅 9.0 m   マシン　ケアテック（株）
5110 アスファルトフィニッシャー F60W4 舗装幅 2.3～6.0 m   範多機械（株）
5111 アスファルトフィニッシャー F60C4 舗装幅 2.3～6.0 m   範多機械（株）
5112 バックホウ SK75SR-3F 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 コベルコ建機(株)
5113 バックホウ SK200-9 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機(株)
5114 バックホウ SK210D-9 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機(株)
5115 バックホウ SK210HLC-9 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機(株)
5116 バックホウ SK500D-9 山積容量 1.90 m3 平積容量 1.40 m3 コベルコ建機(株)
5117 バックホウ SH235XLC-6 山積容量 0.90 m3 平積容量 0.62 m3 住友建機（株）
5118 油圧式杭圧入引抜機 NEO900(油圧ユニットTE-200C) 圧入力 1000 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ （株）コーワン
5119 ホイールクレーン GR-700N-1 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m (株)タダノ
5120 ホイールクレーン RK250-8 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m コベルコクレーン（株）
5121 クローラークレーン SL16000J 吊上能力 1250 t吊 × 8 m コベルコクレーン（株）

諸　　　　　　　　　　　　元

5121 クロ ラ クレ ン SL16000J 吊上能力 1250 t吊 × 8 m コベルコクレ ン（株）
5122 クローラークレーン SCX550E 吊上能力 55 t吊 × 3.7 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5123 クローラークレーン SCX700E 吊上能力 70 t吊 × 3.7 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5124 クローラークレーン SCX900-3C4 吊上能力 90 t吊 × 4.1 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5125 クローラークレーン SCX1000A-3C4 吊上能力 100 t吊 × 3.8 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5126 クローラークレーン 1000HLX-C4 吊上能力 100 t吊 × 3.8 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5127 クローラークレーン SCX2800-2 吊上能力 275 t吊 × 4.3 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5128 発動発電機 DCA-25LSKE 定格容量 25 kVA   デンヨー(株)
5129 発動発電機 DCA-45LSKE 定格容量 45 kVA   デンヨー(株)
5130 発動発電機 DCA-60LSIE 定格容量 60 kVA   デンヨー(株)
5131 発動発電機 DLW-300LSE 定格容量 11.4 kVA 溶接機出力 8.74 kW デンヨー(株)
5132 コンクリートカッター AZZ355 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～86.4 cm   仲山鉄工(株)
5133 コンクリートカッター AZZ405 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～96.5 cm   仲山鉄工(株)
5134 コンクリートカッター DRC-200 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～56.0 cm   日本フレキ産業(株)
5135 バックホウ ZX200LC-5B 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株）
5136 バックホウ ZX200-5B 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株）
5137 バックホウ ZX210H-5B 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株）
5138 バックホウ ZX210LCH-5B 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株）
5139 バックホウ ZX210K-5B 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株）
5140 バックホウ ZX210LCK-5B 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株）
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5141 アースオーガー RX1350-3 オーガ出力 27.4 kW 掘削径 250～600 mm 日立建機（株）
5142 発動発電機 PGW150SV-A1 定格出力 3 kVA 北越工業（株）
5143 発動発電機 HP900SV 定格出力 0.9 kVA 北越工業（株）
5144 発動発電機 HP1600SV 定格出力 1.6 kVA 北越工業（株）
5145 発動発電機 SHT25D EX 定格出力 25 kVA 澤藤電機(株)
5146 ホイールクレーン KR-75H 吊上能力 75 t吊 × 2.3 m （株）加藤製作所
5147 クローラークレーン MC285CGW-2 吊上能力 2.82 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5148 クローラークレーン MC285CGR-2 吊上能力 2.82 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5149 クローラークレーン MC-235CW 吊上能力 2.37 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5150 クローラークレーン MC-235CR 吊上能力 2.37 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5151 クローラークレーン MC-235CWL 吊上能力 2.37 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5152 クローラークレーン MC-235CRL 吊上能力 2.37 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5153 バックホウ 303E　CR 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.065 m3 キャタピラージャパン（株）
5154 トラクターショベル 907H2 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.75 m3 キャタピラージャパン（株）
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