
一覧（Ｈ２9．6分のみ）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
6010 バックホウ 312F 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 キャタピラージャパン(株) ○
6011 バックホウ 314F 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 キャタピラージャパン(株) ○
6012 バックホウ 315F L 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 キャタピラージャパン(株) ○
6013 バックホウ 316F L 山積容量 0.65 m3 平積容量 0.47 m3 キャタピラージャパン(株)
6014 バックホウ SK170-10 山積容量 0.63 m3 平積容量 0.45 m3 コベルコ建機(株)
6015 バックホウ SK500D-10 山積容量 1.90 m3 平積容量 1.40 m3 コベルコ建機(株)
6016 バックホウ SH120-7 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.37 m3 住友建機(株) ○
6017 バックホウ SH120LC-7 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.17 m3 住友建機(株) ○
6018 バックホウ SH125X-7 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.33 m3 住友建機(株) ○
6019 バックホウ SH135X-7 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.37 m3 住友建機(株) ○
6020 バックホウ SH200HB-7 山積容量 0.90 m3 平積容量 0.62 m3 住友建機(株) ○
6021 バックホウ SH220HBL-7 山積容量 0.98 m3 平積容量 0.69 m3 住友建機(株) ○
6022 バックホウ SH235X-7 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.57 m3 住友建機(株) ○
6023 バックホウ SH235XLC-7 山積容量 0.90 m3 平積容量 0.62 m3 住友建機(株) ○
6024 バックホウ SH500LHD-7 山積容量 1.80 m3 平積容量 1.40 m3 住友建機(株)
6025 バックホウ ZX125W-6 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機(株)
6026 バックホウ HB205-3 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6027 バックホウ HB205LC-3 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6028 バックホウ HB215-3 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6029 バックホウ HB215LC-3 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6030 バックホウ PC38UU-6 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)小松製作所 ○
6031 バックホウ PC38UU-6N0 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)小松製作所
6032 バックホウ PC78USI-10 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 (株)小松製作所
6033 バックホウ PC200I-11 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6034 バックホウ PC228US-11 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6035 バックホウ PC228USLC-11 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.60 m3 (株)小松製作所 ○
6036 バックホウ PC490-11N0 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 (株)小松製作所
6037 バックホウ PC490LC-11N0 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 (株)小松製作所
6038 バックホウ TB210R 山積容量 0.022 m3 平積容量 0.016 m3 (株)竹内製作所 ○
6039 バックホウ TB230 山積容量 0.068 m3 平積容量 0.051 m3 (株)竹内製作所 ○
6040 バックホウ TB240 山積容量 0.12 m3 平積容量 0.09 m3 (株)竹内製作所
6041 トラクターショベル 910M 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 キャタピラージャパン(株)
6042 トラクターショベル 914M 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 キャタピラージャパン(株)
6043 トラクターショベル WA200-8 山積容量 2.0 m3 平積容量 1.7 m3 (株)小松製作所
6044 クローラクレーン BM800G-2 吊上能力 80 t吊 × 3.7 m コベルコ建機(株)
6045 クローラクレーン BM1000G-2 吊上能力 100 t吊 × 3.8 m コベルコ建機(株)
6046 クローラクレーン TK750G 吊上能力 75 t吊 × 3.0 m コベルコ建機(株)
6047 クローラクレーン CC423S-1 吊上能力 2.93 t吊 × 1.5 m (株)前田製作所 ○
6048 クローラクレーン MC815CWM 吊上能力 8 t吊 × 2.4 m (株)前田製作所
6049 クローラクレーン MC815CWME 吊上能力 8 t吊 × 2.4 m (株)前田製作所
6050 トラッククレーン LTM1170NX 吊上能力 170 t吊 × 3 m リープヘル・ジャパン（株） ○
6051 トラッククレーン LTM1250NX 吊上能力 250 t吊 × 3 m リープヘル・ジャパン（株）
6052 ホイールクレーン KRM-13H-F 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m (株)加藤製作所
6053 ホイールクレーン KRM-13HM-F 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m (株)加藤製作所
6054 油圧式杭圧入引抜機 NEO400α(油圧ユニットTE-200C5) 圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）コーワン ○
6055 油圧式杭圧入引抜機 PZ-1000(油圧ユニットTE-200C) 圧入力 1500 ｋＮ 引抜力 1600 ｋＮ （株）コーワン ○
6056 アースオーガー SD-175SS オーガ出力 53 kW 掘削径 275 mm （株）東亜利根ボーリング ○
6057 オールケーシング掘削機 RT-260AL(油圧ユニットRTP-3F) 最大掘削径 2600 mm 日本車輌製造(株)
6058 タイヤローラー TZ704 車両総質量 15 t   酒井重工業(株) ○
6059 タイヤローラー HN220WHH-5 車両総質量 15.025 t   住友建機(株) ○
6060 タイヤローラー ZC220P-6 車両総質量 15.025 t   日立建機(株) ○
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※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ます。
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6061 振動ローラー CA2500D(3.8) 車両総質量 10.2 t   アトラスコプコ(株)
6062 振動ローラー KV40DSE 車両総質量 4.0 t   関東鉄工(株) ○
6063 振動ローラー HV80STK 車両総質量 0.78 t   酒井重工業(株)
6064 振動ローラー SW654B 車両総質量 8.0 t   酒井重工業(株)
6065 アスファルトフィニッシャーSUPER 1300-3i 舗装幅 1.8～5.0 m   ヴィルトゲン・ジャパン(株)
6066 アスファルトフィニッシャーHA45W-10 舗装幅 2.0～4.5 m   住友建機(株)
6067 アスファルトフィニッシャーHB2345W-5D 舗装幅 2.35～4.5 m   住友建機(株)
6068 アスファルトフィニッシャーF45W5 舗装幅 2.35～4.5 m   範多機械(株)
6069 アスファルトフィニッシャーF45WJ5 舗装幅 2.0～4.5 m   範多機械(株)
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) ○
6072 空気圧縮機 DIS-80LBE 吐出量 2.26 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー(株) ○
6073 発動発電機 DCA-25MZ 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) ○
6074 発動発電機 DCA-400LSIE 定格容量 400 kVA   デンヨー(株)
6075 発動発電機 HYB-2000E 定格容量 3.1 kVA   デンヨー(株) ○
6076 発動発電機 TLG-8LSK-D 定格容量 8 kVA   デンヨー(株) ○
6077 発動発電機 NES25TKLS 定格容量 25 kVA   日本車輌製造(株) ○
6078 発動発電機 SDG13LX-5B1 定格容量 13 kVA 北越工業（株） ○
6079 発動発電機 SDG13LAX-5B1 定格容量 13 kVA 北越工業（株） ○
6080 発動発電機 SDG400L-5B1 定格容量 400 kVA 北越工業（株）
6081 発動発電機 EG13BS-8E 定格容量 13 kVA   (株)小松製作所 ○
6082 発動発電機 EG100BS-2E 定格容量 100 kVA   (株)小松製作所 ○
6083 発動発電機 EG125BS-6E 定格容量 125 kVA   (株)小松製作所 ○
6084 発動発電機 EG0900IS 定格容量 0.9 kVA   (株)マキタ ○
6085 発動発電機 EG1600IS 定格容量 1.6 kVA   (株)マキタ ○
6086 発動発電機 EG2500I 定格容量 2.5 kVA   (株)マキタ ○
6087 発動発電機 EG2800ISE 定格容量 2.8 kVA   (株)マキタ ○
6088 発動発電機 EG4000ISE 定格容量 4 kVA   (株)マキタ ○
6089 発動発電機 DG2201MI3 定格容量 220 kVA (株)やまびこ ○
6090 発動発電機 DG3001MK3 定格容量 300 kVA (株)やまびこ

※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ます。


