
別表（低騒音型建設機械）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考

3270 油圧式杭圧入引抜機 AZ-100(油圧ユニットTE-200H) 圧入力 1000 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ （株）コーワン 超
3271 油圧式杭圧入引抜機 WP-100(油圧ユニットTE-200H) 圧入力 1000 ｋＮ 引抜力 1100 ｋＮ （株）コーワン 超
3272 油圧式杭圧入引抜機 WP-150(油圧ユニットTE-200H) 圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ （株）コーワン 超
3273 油圧式杭圧入引抜機 WP-150P(油圧ユニットTE-200H) 圧入力 900 ｋＮ 引抜力 1000 ｋＮ （株）コーワン 超
3274 油圧式杭圧入引抜機 PZ-1200(油圧ユニットTE-200H) 圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ （株）コーワン 超
3275 バックホウ SK135SRP1-1ES 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機(株) 超
3276 バックホウ SK135SRT-1ES 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機(株) 超
3277 クローラークレーン CK30UR-3E 吊上能力 2.6 t吊 × 1.2 m コベルコ建機(株) 超
3278 アースドリル R-18J 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
3279 発動発電機 DCA-10ESX 定格容量 10 kVA   デンヨー(株) 超
3280 発動発電機 DCA-15ESK 定格容量 15 kVA   デンヨー(株) 超
3281 発動発電機 DCA-15ESX 定格容量 15 kVA   デンヨー(株) 超
3282 発動発電機 DCA-20ESK 定格容量 20 kVA   デンヨー(株) 超
3283 発動発電機 DCA-6ESX2 定格容量 6 kVA   デンヨー(株) 超
3284 発動発電機 PCX-70ES 定格容量 3 kVA 溶接機出力 8.74 kW デンヨー(株) 超
3285 発動発電機 DCA-125USH 定格容量 125 kVA   デンヨー(株) 超
3286 発動発電機 EF2000iS 定格容量 2 kVA   ヤマハ発動機(株) 超
3287 発動発電機 EF2300-50Hz 定格容量 2 kVA   ヤマハ発動機(株) 超
3288 発動発電機 EF2300-60Hz 定格容量 2.3 kVA   ヤマハ発動機(株) 低
3289 アスファルトフィニッシャー DF115P-COMⅡ 舗装幅 8 m   ユアサ商事(株) 低
3290 アスファルトフィニッシャー DF135P-COMⅡ 舗装幅 9 m   ユアサ商事(株) 低
3291 トラッククレーン LTM1220NX 吊上能力 242 t吊 × 3 m リープヘル・ジャパン（株） 低
3292 トラッククレーン LTM1450NX 吊上能力 450 t吊 × 3 m リープヘル・ジャパン（株） 低
3293 アスファルトフィニッシャー TITAN326 舗装幅 9 m   荒山重機工業（株） 低
3294 振動ローラー SW502 車両総質量 4.09 t   酒井重工業(株) 低
3295 振動ローラー SW652B 車両総質量 8 t   酒井重工業(株) 低
3296 振動ローラー SW652 車両総質量 7.1 t   酒井重工業(株) 低
3297 振動ローラー SW652ND 車両総質量 7.4 t   酒井重工業(株) 低
3298 バックホウ M325C LMH 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 新キャタピラー三菱(株) 低
3299 バックホウ 385C 山積容量 3.5 m3 平積容量 2.5 m3 新キャタピラー三菱(株) 低
3300 オールケーシング掘削機 RT-150A(油圧ユニットRTP-180A) 最大掘削径 1500 mm 日本車輌製造(株) 低
3301 オールケーシング掘削機 RT-200AⅢ(油圧ユニットRTP-350E-1) 最大掘削径 2000 mm 日本車輌製造(株) 低
3302 クローラークレーン CCH700-5B 吊上能力 70 t吊 × 3.8 m 石川島建機(株) 超
3303 アースドリル KE-1500Ⅱ 最大掘削径 1500 mm 最大掘削長 43 m (株)加藤製作所 低
3304 バックホウ PC200-8 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
3305 バックホウ PC200LC-8 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
3306 バックホウ PC210-8 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
3307 バックホウ PC210LC-8 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
3308 バックホウ PC220-8 山積容量 1 m3 平積容量 0.76 m3 (株)小松製作所 低
3309 バックホウ PC300LC-7EO 山積容量 1.4 m3 平積容量 1 m3 (株)小松製作所 低
3310 バックホウ PC350-7EO 山積容量 1.4 m3 平積容量 1 m3 (株)小松製作所 低
3311 空気圧縮機 EC75SSB-3 吐出量 7.8 m3/min 圧力 0.69 MPa (株)小松製作所 超
3312 発動発電機 DGW310LC 定格容量 9.9 kVA 溶接機出力 8.74 kW 新ダイワ工業(株) 超
3313 バックホウ AX30UR-5 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 北越工業（株） 超
3314 バックホウ AX40UR-5D 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.075 m3 北越工業（株） 超
3315 バックホウ AX40UR-5 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.075 m3 北越工業（株） 超
3316 空気圧縮機 PDS75S-5B2 吐出量 2.1 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業（株） 超
3317 発動発電機 PDW300SN-A3 定格容量 9.9 kVA 溶接機出力 8.74 kW 北越工業（株） 超
3318 発動発電機 PDW300SN2-A3 定格容量 9.9 kVA 溶接機出力 8.74 kW 北越工業（株） 超
3319 バックホウ ZX30UR-2 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 日立建機(株) 超
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3320 バックホウ ZX40UR-2 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.075 m3 日立建機(株) 超
3321 バックホウ ZX40UR-2D 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.075 m3 日立建機(株) 超
3322 バックホウ ZX55UR-2 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.146 m3 日立建機(株) 低
3323 バックホウ ZX55UR-2D 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.146 m3 日立建機(株) 低
3324 振動ローラー CC150C-2 車両総質量 3.55 t   日立建機(株) 超
3325 トラッククレーン ATX1000 吊上能力 100 t吊 × 2.8 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 超
3326 トラッククレーン ATX2000 吊上能力 200 t吊 × 3 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 低
3327 トラッククレーン ATX3600 吊上能力 360 t吊 × 3 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 低


