
別表（低騒音型建設機械）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考

3156 油圧式杭圧入引抜機 SY48(油圧ユニットEU300) 圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ (株)技研製作所 超
3157 油圧式杭圧入引抜機 SY51(油圧ユニットEU300) 圧入力 1000 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ (株)技研製作所 超
3158 振動ローラー HD 70-1 車両総質量 6.335 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 低
3159 振動ローラー HD O70V-1 車両総質量 6.75 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 低
3160 アスファルトフィニッシャー Super 1600-1 舗装幅 8 m   ヴィルトゲン・ジャパン(株) 低
3161 クローラークレーン 7090 吊上能力 90 t吊 × 4.3 m コベルコクレーン（株） 低
3162 クローラークレーン 7200-2 吊上能力 200 t吊 × 5 m コベルコクレーン（株） 低
3163 バックホウ SK005-2 山積容量 0.011 m3 平積容量 0.007 m3 コベルコ建機(株) 超
3164 バックホウ SK70SR-1ES 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 コベルコ建機株式会社 低
3165 バックホウ SK70SRD-1ES 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.18 m3 コベルコ建機株式会社 低
3166 バックホウ SK75UR-3ES 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 コベルコ建機株式会社 低
3167 バックホウ SK115SR-1ES 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.35 m3 コベルコ建機株式会社 超
3168 バックホウ SK135SR-1ES 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機株式会社 超
3169 バックホウ SK135SRD-1ES 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機株式会社 超
3170 バックホウ SK135SRLC-1ES 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機株式会社 超
3171 バックホウ SK135SRLCD-1ES 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機株式会社 超
3172 バックホウ SK130UR-1ES 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.35 m3 コベルコ建機株式会社 超
3173 バックホウ SK200SR-1S 山積容量 0.75 m3 平積容量 0.56 m3 コベルコ建機株式会社 低
3174 バックホウ SK200C-6E 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機株式会社 低
3175 バックホウ SK235SRLCD-1ES 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機株式会社 超
3176 バックホウ SK230-6ES 山積容量 1 m3 平積容量 0.76 m3 コベルコ建機株式会社 低
3177 バックホウ SK250D-6ES 山積容量 1 m3 平積容量 0.76 m3 コベルコ建機株式会社 低
3178 バックホウ SK230LC-6ES 山積容量 1 m3 平積容量 0.76 m3 コベルコ建機株式会社 低
3179 バックホウ SK250LCD-6ES 山積容量 1 m3 平積容量 0.76 m3 コベルコ建機株式会社 低
3180 バックホウ SK450-6S 山積容量 1.8 m3 平積容量 1.3 m3 コベルコ建機株式会社 低
3181 バックホウ SK480D-6S 山積容量 1.8 m3 平積容量 1.3 m3 コベルコ建機株式会社 低
3182 バックホウ SK450LC-6S 山積容量 1.8 m3 平積容量 1.3 m3 コベルコ建機株式会社 低
3183 バックホウ SK480LCD-6S 山積容量 1.8 m3 平積容量 1.3 m3 コベルコ建機株式会社 低
3184 クローラークレーン CK120UR-1E 吊上能力 4.9 t吊 × 2.5 m コベルコ建機株式会社 低
3185 アースドリル NK-18 最大掘削径 1800 mm 最大掘削長 66 m ソイルメックジャパン（株） 低
3186 空気圧縮機 DIS-390ES 吐出量 11 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー(株) 超
3187 発動発電機 TLG-12ESX 定格容量 12 kVA   デンヨー(株) 超
3188 発動発電機 TLG-15ESX 定格容量 15 kVA   デンヨー(株) 低
3189 オールケーシング掘削機 HCR-2000 最大掘削径 1980 mm 協和機工（株） 超
3190 バックホウ SH330LC-3B 山積容量 1.4 m3 平積容量 1.04 m3 住友建機製造(株) 低
3191 バックホウ 305CR-2 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.12 m3 新キャタピラー三菱(株) 低
3192 バックホウ 345C L 山積容量 2 m3 平積容量 1.45 m3 新キャタピラー三菱(株) 低
3193 バックホウ 345C 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.39 m3 新キャタピラー三菱(株) 低
3194 クローラークレーン NIK900T 吊上能力 90 t吊 × 3 m 石川島建機(株) 低
3195 トラッククレーン AC700 吊上能力 650 t吊 × 3 m 石川島建機(株) 低
3196 クローラークレーン NIK900T 吊上能力 90 t吊 × 3 m 日本車輌製造(株) 低
3197 オールケーシング掘削機 RT-120L 最大掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株) 低
3198 オールケーシング掘削機 RT-150AⅡ 最大掘削径 1500 mm 日本車輌製造(株) 超
3199 発動発電機 NES25EI3 定格容量 25 kVA 日本車輌製造（株） 超
3200 発動発電機 NES25EAI2 定格容量 25 kVA 日本車輌製造（株） 超
3201 バックホウ 40NX2 山積容量 0.13 m3 平積容量 0.094 m3 石川島建機(株) 低
3202 バックホウ 45NX2 山積容量 0.15 m3 平積容量 0.1 m3 石川島建機(株) 低
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3203 ホイールクレーン KR-20H-L 吊上能力 20 t吊 　× 3 ｍ (株)加藤製作所 低
3204 バックホウ PC09-1C 山積容量 0.022 m3 平積容量 0.013 m3 (株)小松製作所 超
3205 バックホウ PC18MR-2 山積容量 0.044 m3 平積容量 0.033 m3 (株)小松製作所 超
3206 トラクターショベル WR12-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.4 m3 (株)小松製作所 低
3207 トラクターショベル WA10-1E0 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.16 m3 平積容量 0.13 m3 (株)小松製作所 超
3208 クローラークレーン LC785T-6 吊上能力 4.9 t吊 × 2.1 ｍ (株)小松製作所 低
3209 空気圧縮機 EC25SSB-7 吐出量 2.5 m3/min 圧力 0.69 MPa (株)小松製作所 超
3210 発動発電機 EG13BS-5 定格容量 13 kVA (株)小松製作所 超
3211 発動発電機 EG15BS-5 定格容量 15 kVA (株)小松製作所 超
3212 発動発電機 EG20BS-5 定格容量 20 kVA (株)小松製作所 超
3213 発動発電機 WS152 定格容量 2.5 kVA (株)マキタ 超
3214 発動発電機 EGW150MC-i 定格容量 2.5 kVA 新ダイワ工業(株) 超
3215 トラクターショベル L13T-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 ＴＣＭ(株) 低
3216 クローラークレーン TX40UR-2 吊上能力 2.9 t吊 × 1.4 ｍ 日立建機(株) 超
3217 振動ローラー SC-CA252D 車両総質量 10.6 t 日立建機(株) 低
3218 振動ローラー SC-CA252D 車両総質量 10.6 t 日立建機ﾀﾞｲﾅﾊﾟｯｸ(株) 低
3219 空気圧縮機 PDS100S-5B2 吐出量 2.8 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業(株) 超
3220 空気圧縮機 PDS130S-5B2 吐出量 3.7 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業(株) 超
3221 発動発電機 SDG13S-3A6 定格容量 13 kVA 北越工業(株) 超
3222 発動発電機 MGP45SE-2 定格容量 45 kVA 三菱重工業(株) 超
3223 発動発電機 MGP60SE-2 定格容量 60 kVA 三菱重工業(株) 超
3224 バックホウ SV08-1 山積容量 0.022 m3 平積容量 0.016 m3 ヤンマー建機(株) 超
3225 バックホウ Vio10-2A 山積容量 0.028 m3 平積容量 0.02 m3 ヤンマー建機(株) 超
3226 バックホウ Vio15-2A 山積容量 0.05 m3 平積容量 0.035 m3 ヤンマー建機(株) 超
3227 発動発電機 AG125S-5 定格容量 125 kVA ヤンマー建機(株) 超
3228 発動発電機 AG150S-5 定格容量 150 kVA ヤンマー建機(株) 超


