
コンクリートカッター

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名
233 コンクリートカッター FCU-25 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 67.5 cm （株）クライム
234 コンクリートカッター NFC-25 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 67.5 cm （株）クライム
235 コンクリートカッター EO-40 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 98 cm （株）クライム
236 コンクリートカッター COS-40 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 98 cm （株）クライム
237 コンクリートカッター CO-40 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 98 cm （株）クライム
238 コンクリートカッター CO-95T ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 210 cm （株）クライム
388 コンクリートカッター ﾋﾟﾅ20V ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 25.4～55.9 cm 仲山鉄工（株）
389 コンクリートカッター ｱｽﾞ30V ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～86.4 cm 仲山鉄工（株）
390 コンクリートカッター ｱｽﾞⅡ45V ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～106.7 cm 仲山鉄工（株）
1611 コンクリートカッター RC-DC-36 ブレード径 87 cm （株）カサノ工業
2016 コンクリートカッター KE2-DUC40 ブレード径 97 cm （株）カサノ工業
2186 コンクリートカッター NO-30 ブレード径 76.2 cm （株）クライム
2187 コンクリートカッター NO-40T ブレード径 96.5 cm （株）クライム
2188 コンクリートカッター NO-50T ブレード径 116.8 cm （株）クライム
2305 コンクリートカッター BASSE-20SV(F) ブレード径 78 cm ダイヤバース（株）
2306 コンクリートカッター BASSE-50SMHV2(F) ブレード径 118 cm ダイヤバース（株）
2307 コンクリートカッター BASSE-60SMHV2(F) ブレード径 142 cm ダイヤバース（株）
2331 コンクリートカッター PINA20V2003 ブレード径 25.4～ 55.9 cm 仲山鉄工（株）
2332 コンクリートカッター AZZⅡ-50V03 ブレード径 30.5～116.3 cm 仲山鉄工（株）
2359 コンクリートカッター DRC-150 ブレード径 45.7 cm 日本フレキ産業（株）
2360 コンクリートカッター RS-250D ブレード径 45.7 cm 日本フレキ産業（株）
2361 コンクリートカッター DG600 ブレード径 35.5 cm 日本フレキ産業（株）
2497 コンクリートカッター BASSE-25SV(F) ブレード径 88 cm ダイヤバース（株）
2498 コンクリートカッター BASSE-40SV(F) ブレード径 98 cm ダイヤバース（株）
2499 コンクリートカッター BASSE-25SMV(F) ブレード径 98 cm ダイヤバース（株）
2522 コンクリートカッター AZZ30V2003K ブレード径 30.5～86.4 cm 仲山鉄工（株）
3020 コンクリートカッター JH35-EH ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 86 cm   （株）秀和
3113 コンクリートカッター DRC-150-Ⅱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 45.7 cm   日本フレキ産業（株）
3828 コンクリートカッター DG600-D ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.6 cm   日本フレキ産業（株）
3829 コンクリートカッター D-30 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 76.2 cm   （株）クライム
3830 コンクリートカッター D-40 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 96.5 cm   （株）クライム
3831 コンクリートカッター D-95 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 198.1 cm   （株）クライム
4137 コンクリートカッター eM1 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 55.9 cm   仲山鉄工（株）
4138 コンクリートカッター eM5 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 76.2 cm   仲山鉄工（株）
4139 コンクリートカッター AZZ353 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 76.2 cm   仲山鉄工（株）
4140 コンクリートカッター AZZⅡ502 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 116.8 cm   仲山鉄工（株）
4221 コンクリートカッター MC-100 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.5 cm   日本フレキ産業（株）
4222 コンクリートカッター CCV-M3 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 118.2 cm   石狩造機（株）
4298 コンクリートカッター D-40T ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～96.5 cm   （株）クライム
4337 コンクリートカッター AZZ401 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 96.5 cm  仲山鉄工（株）
4338 コンクリートカッター AZZⅡ601 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 137.2 cm  仲山鉄工（株）
4505 コンクリートカッター DM-60 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.6 cm   （株）ダイトウア
4509 コンクリートカッター MCD-214-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.6 cm   三笠産業（株）
4510 コンクリートカッター MCD-216S-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 40.6 cm   三笠産業（株）
4511 コンクリートカッター MCD-218S-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 45.7 cm   三笠産業（株）
4512 コンクリートカッター MCD-530-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 66 cm   三笠産業（株）
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）

諸　　　　　　　　　　　　元

※変更届けがあった型式については青字で表しています。
※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。
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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）
4856 コンクリートカッター MCD-530A-SGK ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 66 cm   三笠産業（株）
5007 コンクリートカッター K-40 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～96.5 cm   （株）クライム
5008 コンクリートカッター K-40T ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～96.5 cm   （株）クライム
5009 コンクリートカッター K-80T ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～177.8 cm   （株）クライム
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）
5307 コンクリートカッター AZZⅡ505 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～116.8 cm   仲山鉄工（株）
5391 コンクリートカッター K-40S ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～96.5 cm   (株)クライム
5392 コンクリートカッター K-40TS ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～96.5 cm   (株)クライム
5393 コンクリートカッター K-80TS ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～177.8 cm   (株)クライム
5394 コンクリートカッター RDFS-30 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 36.0～78.4 cm   理研ダイヤモンド工業(株)
5555 コンクリートカッター NFC-200W ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.5～55.8 cm   日本フレキ産業(株)
5556 コンクリートカッター Bau690 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   仲山鉄工(株)
5557 コンクリートカッター PINA20V2011 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   仲山鉄工(株)
5758 コンクリートカッター JC-450MT-3 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 38 cm   理研ダイヤモンド工業(株)
5942 コンクリートカッター W-30 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～76.2 cm   (株)クライム
6070 コンクリートカッター iila20 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   仲山鉄工(株)
6071 コンクリートカッター iila30 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～76.2 cm   仲山鉄工(株)
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