
トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
65 トラクターショベル L9 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 東洋運搬機（株）
65 トラクターショベル L9 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 ティー・シー・エム（株）
65 トラクターショベル L9 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 ＴＣＭ（株）
65 トラクターショベル L9 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 日立建機（株）
172 トラクターショベル 45ZA 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.85 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.75 m3 川崎重工業（株）
172 トラクターショベル 45ZA-K 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.85 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.75 m3 川崎重工業（株）
172 トラクターショベル 45ZA-K 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.85 m3 標準バケット平積 0.75 m3 （株）KCM
189 トラクターショベル LK80Z-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.85 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.75 m3 （株）神戸製鋼所
189 トラクターショベル LK80Z-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.85 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.75 m3 コベルコ建機（株）
257 トラクターショベル 910F 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
257 トラクターショベル 910FⅡ 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
257 トラクターショベル 910FⅡ 標準バケット山積 1.3 m3 キャタピラージャパン（株）
258 トラクターショベル IT12F 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
258 トラクターショベル IT12F 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 キャタピラージャパン（株）
310 トラクターショベル WA20-2E 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.28 m3 （株）小松製作所
311 トラクターショベル WA30-5E 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 （株）小松製作所
312 トラクターショベル WA40-3E 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 （株）小松製作所
313 トラクターショベル WA50-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 （株）小松製作所
348 トラクターショベル L3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 東洋運搬機（株）
348 トラクターショベル L3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 ティー・シー・エム（株）
348 トラクターショベル L3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 ＴＣＭ（株）
348 トラクターショベル L3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 日立建機（株）
349 トラクターショベル L4 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 東洋運搬機（株）
349 トラクターショベル L4 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 ティー・シー・エム（株）
349 トラクターショベル L4 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 ＴＣＭ（株）
349 トラクターショベル L4 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 日立建機（株）
350 トラクターショベル L5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 東洋運搬機（株） ○
350 トラクターショベル L5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ティー・シー・エム（株） ○
350 トラクターショベル L5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ＴＣＭ（株） ○
350 トラクターショベル L5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 日立建機（株） ○
351 トラクターショベル L6 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 東洋運搬機（株） ○
351 トラクターショベル L6 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ティー・シー・エム（株） ○
351 トラクターショベル L6 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ＴＣＭ（株） ○
351 トラクターショベル L6 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 日立建機（株） ○
373 トラクターショベル FL325-1S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 古河機械金属（株）
373 トラクターショベル FL325-1S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.9 m3 平積 1.600 m3 古河ロックドリル（株）
374 トラクターショベル FL335-1S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.5 m3 平積 2.1 m3 古河機械金属（株）
374 トラクターショベル FL335-1S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.5 m3 平積 2.1 m3 古河ロックドリル（株）
375 トラクターショベル FL345-1S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 3 m3 平積 2.6 m3 古河機械金属（株）
375 トラクターショベル FL345-1S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 3 m3 平積 2.6 m3 古河ロックドリル（株）
431 トラクターショベル WA100M-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1 m3 （株）小松製作所
457 トラクターショベル LX15-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 日立建機（株） ○
458 トラクターショベル LX20-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 日立建機（株） ○
469 トラクターショベル FL301 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 古河機械金属（株） ○
469 トラクターショベル FL301 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 古河ロックドリル（株） ○
470 トラクターショベル FL302-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 古河機械金属（株） ○
470 トラクターショベル FL302-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 古河ロックドリル（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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
480 トラクターショベル V3-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 ヤンマーディーゼル（株） ○
480 トラクターショベル V3-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 ヤンマー（株） ○
480 トラクターショベル V3-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 ヤンマー建機（株） ○
481 トラクターショベル V4-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ヤンマーディーゼル（株） ○
481 トラクターショベル V4-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ヤンマー（株） ○
481 トラクターショベル V4-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ヤンマー建機（株） ○
481 トラクターショベル V4-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ヤンマー建機（株） ○
482 トラクターショベル V5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ヤンマーディーゼル（株） ○
482 トラクターショベル V5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ヤンマー（株） ○
482 トラクターショベル V5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ヤンマー建機（株） ○
552 トラクターショベル LX30-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 日立建機（株） ○
553 トラクターショベル LX40-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 日立建機（株） ○
554 トラクターショベル LX50-2C 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 日立建機（株）
555 トラクターショベル FL303-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 古河機械金属（株） ○
555 トラクターショベル FL303-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 古河ロックドリル（株） ○
556 トラクターショベル FL304-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 古河機械金属（株） ○
556 トラクターショベル FL304-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 古河ロックドリル（株） ○
557 トラクターショベル FL305-1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 古河機械金属（株）
557 トラクターショベル FL305-1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.900 m3 古河ロックドリル（株）
558 トラクターショベル FL310-1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 古河機械金属（株）
558 トラクターショベル FL310-1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 古河ロックドリル（株）
559 トラクターショベル FL310-1SS 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 古河機械金属（株） ○
559 トラクターショベル FL310-1SS 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.30 m3 古河ロックドリル（株） ○
606 トラクターショベル 914G 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m3 新キャタピラー三菱（株）
606 トラクターショベル 914G 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m3 キャタピラージャパン（株）
607 トラクターショベル 928G 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.2 m3 新キャタピラー三菱（株）
607 トラクターショベル 928G 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.2 m3 キャタピラージャパン（株）
610 トラクターショベル 4SDTL6 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
610 トラクターショベル 4SDTL6 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 （株）豊田自動織機 ○
611 トラクターショベル 4SDTL8 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
611 トラクターショベル 4SDTL8 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 （株）豊田自動織機 ○
612 トラクターショベル 4SDTL10 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
612 トラクターショベル 4SDTL10 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 （株）豊田自動織機 ○
613 トラクターショベル 4SDTL12 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
613 トラクターショベル 4SDTL12 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 （株）豊田自動織機 ○
619 トラクターショベル WR11-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 （株）小松製作所
620 トラクターショベル WA100-3EC 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 （株）小松製作所 ○
621 トラクターショベル WA100-3EB 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 （株）小松製作所
661 トラクターショベル LX70-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 日立建機（株）
662 トラクターショベル LX80-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m3 日立建機（株）
749 トラクターショベル SL301 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 古河機械金属（株） ○
749 トラクターショベル SL301 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 古河ロックドリル（株） ○
750 トラクターショベル SL302 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 古河機械金属（株）
750 トラクターショベル SL302 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 古河ロックドリル（株）
781 トラクターショベル 50ZA-K 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 1.1 m3 川崎重工業（株）
781 トラクターショベル 50ZA-K 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m

3
標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 1.1 m

3
（株）KCM

782 トラクターショベル 60ZA-K 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 1.4 m3 川崎重工業（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
782 トラクターショベル 60ZA-K 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m

3
標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 1.4 m

3
（株）KCM

833 トラクターショベル 3SDT30 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 （株）豊田自動織機製作所
833 トラクターショベル 3SDT30 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 （株）豊田自動織機
834 トラクターショベル 3SDT40 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 （株）豊田自動織機製作所
834 トラクターショベル 3SDT40 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 （株）豊田自動織機
836 トラクターショベル LX15SL-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 日立建機（株） ○
837 トラクターショベル LX20SL-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 日立建機（株）
867 トラクターショベル LK120Z-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 コベルコ建機（株）
868 トラクターショベル LK150Z-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 コベルコ建機（株）
951 トラクターショベル LX70SS-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 日立建機（株） ○
977 トラクターショベル 910G 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
977 トラクターショベル 910G 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 キャタピラージャパン（株）
1001 トラクターショベル L20 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 ティー・シー・エム（株）
1001 トラクターショベル L20 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.0 m3 ＴＣＭ（株）
1001 トラクターショベル L20 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.0 m3 日立建機（株）
1014 トラクターショベル 3SDT15 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.8 m3 （株）豊田自動織機製作所
1014 トラクターショベル 3SDT15 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.8 m3 （株）豊田自動織機
1079 トラクターショベル 55DA 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m3 川崎重工業（株）
1079 トラクターショベル 55DA 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m

3
（株）KCM

1093 トラクターショベル WA80-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 （株）小松製作所
1103 トラクターショベル 910GSS 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1103 トラクターショベル 910GSS 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 キャタピラージャパン（株） ○
1190 トラクターショベル WS210Ⅲ 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 三菱重工業（株）
1191 トラクターショベル WS310Ⅲ 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 三菱重工業（株）
1192 トラクターショベル WS410Ⅲ 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 三菱重工業（株）
1193 トラクターショベル WS510 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 三菱重工業（株）
1194 トラクターショベル WS510S 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 三菱重工業（株） ○
1254 トラクターショベル 924Gz 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.9 m3 新キャタピラー三菱（株）
1254 トラクターショベル 924Gz 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.9 m3 キャタピラージャパン（株）
1262 トラクターショベル L20-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 ティー・シー・エム（株）
1262 トラクターショベル L20-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.0 m3 ＴＣＭ（株）
1262 トラクターショベル L20-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 ＴＣＭ（株）
1262 トラクターショベル L20-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 日立建機（株）
1293 トラクターショベル LX110-7 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 日立建機（株）
1293 トラクターショベル LX110-7 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 日立建機（株）
1323 トラクターショベル FL325-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 古河機械金属（株）
1323 トラクターショベル FL325-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 古河ロックドリル（株）
1365 トラクターショベル WA470-5N0 山積 4 m3 平積 3.5 m3 （株）小松製作所
1366 トラクターショベル WA480-5N0 山積 4.6 m3 平積 4 m3 （株）小松製作所
1371 トラクターショベル 938GSS 山積 2.5 m3 平積 2.1 m3 新キャタピラー三菱（株）
1371 トラクターショベル 938GSS 山積 2.5 m3 平積 2.1 m3 キャタピラージャパン（株）
1386 トラクターショベル L3-2 山積 0.3 m3 平積 0.26 m3 ティー・シー・エム（株） ○
1386 トラクターショベル L3-2 山積 0.30 m3 平積 0.26 m3 ＴＣＭ（株） ○
1386 トラクターショベル ZW20 山積 0.30 m3 平積 0.26 m3 ＴＣＭ（株） ○
1386 トラクターショベル ZW20 山積 0.30 m3 平積 0.26 m3 日立建機（株） ○
1387 トラクターショベル L4-2 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 ティー・シー・エム（株） ○
1387 トラクターショベル L4-2 山積 0.40 m3 平積 0.34 m3 ＴＣＭ（株） ○

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
1387 トラクターショベル L4-2 山積 0.40 m3 平積 0.34 m3 日立建機（株） ○
1388 トラクターショベル L5-2 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 ティー・シー・エム（株） ○
1388 トラクターショベル L5-2 山積 0.50 m3 平積 0.42 m3 ＴＣＭ（株） ○
1388 トラクターショベル L5-2 山積 0.50 m3 平積 0.42 m3 日立建機（株） ○
1389 トラクターショベル L6-2 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 ティー・シー・エム（株） ○
1389 トラクターショベル L6-2 山積 0.60 m3 平積 0.51 m3 ＴＣＭ（株） ○
1389 トラクターショベル L6-2 山積 0.60 m3 平積 0.51 m3 日立建機（株） ○
1390 トラクターショベル L9-2 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 ティー・シー・エム（株） ○
1390 トラクターショベル L9-2 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 ＴＣＭ（株） ○
1390 トラクターショベル L9-2 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 日立建機（株） ○
1391 トラクターショベル L13-2 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 ティー・シー・エム（株）
1391 トラクターショベル L13-2 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 ＴＣＭ（株）
1391 トラクターショベル L13-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 ＴＣＭ（株）
1391 トラクターショベル L13-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 日立建機（株）
1392 トラクターショベル L16-2 山積 1.6 m3 平積 1.3 m3 ティー・シー・エム（株）
1392 トラクターショベル L16-2 山積 1.6 m3 平積 1.3 m3 ＴＣＭ（株）
1392 トラクターショベル L16-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 ＴＣＭ（株）
1392 トラクターショベル L16-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 日立建機（株）
1396 トラクターショベル LX15-7 山積 0.3 m3 平積 0.26 m3 日立建機（株） ○
1396 トラクターショベル ZW20 山積 0.30 m3 平積 0.26 m

3
日立建機（株） ○

1396 トラクターショベル ZW20 山積 0.30 m3 平積 0.26 m
3

日立建機（株） ○
1397 トラクターショベル LX20-7 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 日立建機（株） ○
1397 トラクターショベル LX20-7 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 日立建機（株） ○
1398 トラクターショベル LX30-7 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 日立建機（株） ○
1398 トラクターショベル LX30-7 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 日立建機（株） ○
1399 トラクターショベル LX40-7 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 日立建機（株） ○
1399 トラクターショベル LX40-7 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 日立建機（株） ○
1400 トラクターショベル LX50-7 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 日立建機（株） ○
1400 トラクターショベル LX50-7 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 日立建機（株） ○
1401 トラクターショベル LX70-7 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 日立建機（株）
1401 トラクターショベル LX70-7 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 日立建機（株）
1402 トラクターショベル LX80-7 山積 1.6 m3 平積 1.3 m3 日立建機（株）
1402 トラクターショベル LX80-7 山積 1.6 m3 平積 1.3 m3 日立建機（株）
1414 トラクターショベル FL301-3 山積 0.3 m3 平積 0.26 m3 古河機械金属（株） ○
1414 トラクターショベル FL301-3 山積 0.3 m3 平積 0.26 m3 古河ロックドリル（株） ○
1415 トラクターショベル FL302-3 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 古河機械金属（株） ○
1415 トラクターショベル FL302-3 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 古河ロックドリル（株） ○
1416 トラクターショベル FL303-3 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 古河機械金属（株） ○
1416 トラクターショベル FL303-3 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 古河ロックドリル（株） ○
1417 トラクターショベル FL304-3 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 古河機械金属（株） ○
1417 トラクターショベル FL304-3 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 古河ロックドリル（株） ○
1418 トラクターショベル FL305-3 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 古河機械金属（株） ○
1418 トラクターショベル FL305-3 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 古河ロックドリル（株） ○
1419 トラクターショベル FL310-3 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 古河機械金属（株）
1419 トラクターショベル FL310-3 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 古河ロックドリル（株）
1420 トラクターショベル FL315-3 山積 1.6 m3 平積 1.3 m3 古河機械金属（株）
1420 トラクターショベル FL315-3 山積 1.6 m3 平積 1.3 m3 古河ロックドリル（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
1465 トラクターショベル 70ZASS-K 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 川崎重工業（株）
1465 トラクターショベル 70ZASS-K 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 （株）KCM
1466 トラクターショベル 80ZASS-K 山積 3.2 m3 平積 2.8 m3 川崎重工業（株）
1466 トラクターショベル 80ZASS-K 山積 3.2 m3 平積 2.8 m3 （株）KCM
1488 トラクターショベル LK40Z-2 山積 0.4 m3 平積 0.35 m3 コベルコ建機（株）
1489 トラクターショベル LK50Z-2 山積 0.5 m3 平積 0.44 m3 コベルコ建機（株）
1512 トラクターショベル WA65-3 山積 0.7 m3 平積 0.6 m3 （株）小松製作所
1513 トラクターショベル WA380-5N0 山積 3.4 m3 平積 3 m3 （株）小松製作所
1556 トラクターショベル 5SDTL6 山積 0.3 m3 平積 0.26 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
1556 トラクターショベル 5SDTL6 山積 0.3 m3 平積 0.26 m3 （株）豊田自動織機 ○
1557 トラクターショベル 5SDTL8 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
1557 トラクターショベル 5SDTL8 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 （株）豊田自動織機 ○
1558 トラクターショベル 5SDTL10 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
1558 トラクターショベル 5SDTL10 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 （株）豊田自動織機 ○
1559 トラクターショベル 5SDTL12 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 （株）豊田自動織機製作所 ○
1559 トラクターショベル 5SDTL12 山積 0.6 m3 平積 0.51 m3 （株）豊田自動織機 ○
1616 トラクターショベル RA300E 山積 0.26 m3 平積 0.23 m3 （株）クボタ
1616 トラクターショベル R320D 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.26 m3 平積容量 0.24 m3 （株）クボタ
1633 トラクターショベル WA150-3E 山積 1.5 m3 平積 1.2 m3 （株）小松製作所
1634 トラクターショベル WA200-3E 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 （株）小松製作所
1635 トラクターショベル WA250-3E 山積 2.1 m3 平積 1.8 m3 （株）小松製作所
1636 トラクターショベル SK07-3E0 山積 0.32 m3 平積 0.27 m3 （株）小松製作所
1637 トラクターショベル SK05-1E 山積 0.23 m3 平積 0.19 m3 （株）小松製作所
1676 トラクターショベル L13-2NCKS3 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 ティー・シー・エム（株） ○
1676 トラクターショベル L13-2NCKS3 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 ＴＣＭ（株） ○
1676 トラクターショベル L13-3NCKS3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 ＴＣＭ（株） ○
1676 トラクターショベル L13-3NCKS3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 日立建機（株） ○
1684 トラクターショベル 4SDKL4 山積 0.17 m3 平積 0.14 m3 （株）豊田自動織機
1685 トラクターショベル 4SDKL5 山積 0.22 m3 平積 0.17 m3 （株）豊田自動織機
1686 トラクターショベル 4SDKL6 山積 0.28 m3 平積 0.21 m3 （株）豊田自動織機
1687 トラクターショベル 4SDK4 山積 0.17 m3 平積 0.14 m3 （株）豊田自動織機
1688 トラクターショベル 4SDK5 山積 0.22 m3 平積 0.17 m3 （株）豊田自動織機
1689 トラクターショベル 4SDK6 山積 0.28 m3 平積 0.21 m3 （株）豊田自動織機
1702 トラクターショベル LX70SS-7 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 日立建機（株） ○
1702 トラクターショベル LX70SS-7 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 日立建機（株） ○
1706 トラクターショベル FL310-3SS 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 古河機械金属（株） ○
1706 トラクターショベル FL310-3SS 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 古河ロックドリル（株） ○
1736 トラクターショベル 65ZASS-K 山積 2.0 m3 平積 1.7 m3 川崎重工業（株）
1736 トラクターショベル 65ZASS-K 山積 2.0 m3 平積 1.7 m3 （株）KCM
1744 トラクターショベル 1825B 山積 0.20 m3 平積 0.15 m3 コベルコ建機（株）
1745 トラクターショベル 521D 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 コベルコ建機（株）
1746 トラクターショベル 40XT 山積 0.44 m3 平積 0.33 m3 コベルコ建機（株）
1755 トラクターショベル 910GⅡ 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 新キャタピラー三菱（株）
1755 トラクターショベル 910GⅡ 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 キャタピラージャパン（株）
1756 トラクターショベル 910GⅡSSS 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1756 トラクターショベル 910GⅡSSS 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 キャタピラージャパン（株） ○
1813 トラクターショベル 50ZASS-K 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 川崎重工業（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
1813 トラクターショベル 50ZASS-K 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 川崎重工業（株） ○
1813 トラクターショベル 50ZASS-K 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 （株）KCM ○
1823 トラクターショベル RA300 山積 0.26 m3 平積 0.23 m3 （株）クボタ
1824 トラクターショベル RA401 山積 0.40 m3 平積 0.30 m3 （株）クボタ
1825 トラクターショベル RA501 山積 0.50 m3 平積 0.42 m3 （株）クボタ
1835 トラクターショベル WA20-2E0 山積 0.28 m3 平積 0.23 m3 （株）小松製作所
1836 トラクターショベル SK714-5 山積 0.38 m3 平積 0.29 m3 （株）小松製作所
1837 トラクターショベル SK815-5 山積 0.43 m3 平積 0.32 m3 （株）小松製作所
1880 トラクターショベル WS210A 山積 0.40 m3 平積 0.35 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1880 トラクターショベル WS210A 山積 0.4 m3 平積 0.35 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1880 トラクターショベル WS210A 山積 0.4 m3 平積 0.35 m3 キャタピラージャパン（株） ○
1881 トラクターショベル WS310A 山積 0.5 m3 平積 0.4 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1881 トラクターショベル WS310A 山積 0.5 m3 平積 0.4 m3 キャタピラージャパン（株） ○
1882 トラクターショベル WS410A 山積 0.6 m3 平積 0.5 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1882 トラクターショベル WS410A 山積 0.6 m3 平積 0.5 m3 キャタピラージャパン（株） ○
1883 トラクターショベル WS510A 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 新キャタピラー三菱（株）
1883 トラクターショベル WS510A 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 キャタピラージャパン（株）
1884 トラクターショベル WS510L 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
1884 トラクターショベル WS510L 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 キャタピラージャパン（株） ○
1885 トラクターショベル 924G 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 新キャタピラー三菱（株）
1885 トラクターショベル 924G 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
1904 トラクターショベル 4SDK7 山積 0.31 m3 平積 0.24 m3 （株）豊田自動織機
1905 トラクターショベル 4SDK8 山積 0.34 m3 平積 0.27 m3 （株）豊田自動織機
1906 トラクターショベル 4SDKL7 山積 0.31 m3 平積 0.24 m3 （株）豊田自動織機
1907 トラクターショベル 4SDKL8 山積 0.34 m3 平積 0.27 m3 （株）豊田自動織機
1946 トラクターショベル RA601 山積 0.60 m3 平積 0.49 m3 （株）クボタ
1968 トラクターショベル WA430-5N0 山積 3.7 m3 平積 3.0 m3 （株）小松製作所
2012 トラクターショベル V1-1 山積 0.16 m3 平積 0.13 m3 ヤンマー（株） ○
2012 トラクターショベル V1-1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.16 m3 平積容量 0.13 m3 ヤンマー建機（株） ○
2013 トラクターショベル V2-2 山積 0.30 m3 平積 0.26 m3 ヤンマー（株） ○
2013 トラクターショベル V2-2 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 平積容量 0.26 m3 ヤンマー建機（株） ○
2024 トラクターショベル 25ZA 山積 0.26 m3 平積 0.23 m3 川崎重工業（株）
2024 トラクターショベル 25ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.26 m3 平積容量 0.24 m3 川崎重工業（株）
2024 トラクターショベル 25ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.26 m3 平積容量 0.24 m3 （株）KCM
2025 トラクターショベル 35ZA 山積 0.4 m3 平積 0.3 m3 川崎重工業（株）
2025 トラクターショベル 35ZA 山積 0.4 m3 平積 0.3 m3 （株）KCM
2026 トラクターショベル 40ZA 山積 0.50 m3 平積 0.42 m3 川崎重工業（株）
2026 トラクターショベル 40ZA 山積 0.50 m3 平積 0.42 m3 （株）KCM
2027 トラクターショベル 43ZA 山積 0.60 m3 平積 0.49 m3 川崎重工業（株）
2027 トラクターショベル 43ZA 山積 0.60 m3 平積 0.49 m3 （株）KCM
2064 トラクターショベル LK190Z-3S 山積 2.0 m3 平積 1.7 m3 コベルコ建機（株）
2065 トラクターショベル LK230Z-4S 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 コベルコ建機（株）
2066 トラクターショベル LK270Z-3S 山積 3.2 m3 平積 2.8 m3 コベルコ建機（株）
2097 トラクターショベル WS310A 山積 0.8 m3 平積 0.6 m3 新キャタピラー三菱（株）
2097 トラクターショベル WS310A 山積 0.8 m3 平積 0.6 m3 キャタピラージャパン（株）
2098 トラクターショベル WS410A 山積 0.9 m3 平積 0.7 m3 新キャタピラー三菱（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
2098 トラクターショベル WS410A 山積 0.9 m3 平積 0.7 m3 キャタピラージャパン（株）
2099 トラクターショベル WS510A 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 新キャタピラー三菱（株）
2099 トラクターショベル WS510A 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 キャタピラージャパン（株）
2125 トラクターショベル LX20-2 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 日立建機（株）
2126 トラクターショベル LX30-2 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 日立建機（株）
2138 トラクターショベル FL302 山積 0.40 m3 平積 0.34 m3 古河機械金属（株）
2138 トラクターショベル FL302 山積 0.4 m3 平積 0.34 m3 古河ロックドリル（株）
2139 トラクターショベル FL303 山積 0.50 m3 平積 0.42 m3 古河機械金属（株）
2139 トラクターショベル FL303 山積 0.5 m3 平積 0.42 m3 古河ロックドリル（株）
2181 トラクターショベル 65ZV 山積 2.1 m3 平積 1.8 m3 川崎重工業（株）
2181 トラクターショベル 65ZV 山積 2.1 m3 平積 1.8 m3 （株）KCM
2198 トラクターショベル 70XT 山積 0.43 m3 平積 0.33 m3 コベルコ建機（株）
2199 トラクターショベル LK40Z-3 山積 0.40 m3 平積 0.35 m3 コベルコ建機（株）
2200 トラクターショベル LK40Z-3S 山積 0.40 m3 平積 0.35 m3 コベルコ建機（株） ○
2201 トラクターショベル LK50Z-3 山積 0.50 m3 平積 0.44 m3 コベルコ建機（株）
2202 トラクターショベル LK50Z-3S 山積 0.50 m3 平積 0.44 m3 コベルコ建機（株） ○
2219 トラクターショベル WA270-5 山積 2.5 m3 平積 2.2 m3 （株）小松製作所
2237 トラクターショベル WS500B(E) 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 新キャタピラー三菱（株）
2237 トラクターショベル WS500B(E) 山積 0.9 m3 平積 0.8 m3 キャタピラージャパン（株）
2238 トラクターショベル 910F 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 新キャタピラー三菱（株）
2238 トラクターショベル 910F 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 キャタピラージャパン（株）
2239 トラクターショベル 924Gz-E2 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 新キャタピラー三菱（株）
2239 トラクターショベル 924Gz-E2 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
2240 トラクターショベル 924G-E2 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 新キャタピラー三菱（株）
2240 トラクターショベル 924G-E2 山積 1.9 m3 平積 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
2241 トラクターショベル 928G-E2 山積 2.2 m3 平積 1.9 m3 新キャタピラー三菱（株）
2241 トラクターショベル 928G-E2 山積 2.2 m3 平積 1.9 m3 キャタピラージャパン（株）
2242 トラクターショベル 950GⅡ 山積 3.3 m3 平積 2.9 m3 新キャタピラー三菱（株）
2242 トラクターショベル 950GⅡ 山積 3.3 m3 平積 2.9 m3 キャタピラージャパン（株）
2243 トラクターショベル 962GⅡ 山積 3.6 m3 平積 3.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
2243 トラクターショベル 962GⅡ 山積 3.6 m3 平積 3.3 m3 キャタピラージャパン（株）
2312 トラクターショベル LL3 山積 0.30 m3 平積 0.26 m3 ＴＣＭ（株） ○
2312 トラクターショベル LL3 山積 0.30 m3 平積 0.26 m3 日立建機（株） ○
2313 トラクターショベル LL4 山積 0.40 m3 平積 0.34 m3 ＴＣＭ（株）
2313 トラクターショベル LL4 山積 0.40 m3 平積 0.34 m3 日立建機（株）
2314 トラクターショベル L13 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 ＴＣＭ（株）
2314 トラクターショベル L13 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 日立建機（株）
2330 トラクターショベル 4SDT50 山積 2.1 m3 平積 1.8 m3 （株）豊田自動織機
2427 トラクターショベル V3-3 山積 0.40 m3 平積 0.33 m3 ヤンマー（株）
2427 トラクターショベル V3-3 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.33 m3 ヤンマー建機（株）
2427 トラクターショベル V3-3 山積 0.40 m3 平積 0.33 m3 ヤンマー建機（株）
2428 トラクターショベル V4-3 山積 0.50 m3 平積 0.40 m3 ヤンマー（株）
2428 トラクターショベル V4-3 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 ヤンマー建機（株）
2428 トラクターショベル V4-3 山積 0.50 m3 平積 0.40 m3 ヤンマー建機（株）
2464 トラクターショベル WA100-3ED 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 （株）小松製作所
2465 トラクターショベル WA320-5 山積 2.6 m3 平積 3 m3 （株）小松製作所

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
2474 トラクターショベル 938GⅡ 山積 2.5 m3 平積 2.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
2474 トラクターショベル 938GⅡ 山積 2.5 m3 平積 2.3 m3 キャタピラージャパン（株）
2475 トラクターショベル 950GSS 山積 3.1 m3 平積 2.7 m3 新キャタピラー三菱（株）
2475 トラクターショベル 950GSS 山積 3.1 m3 平積 2.7 m3 キャタピラージャパン（株）
2476 トラクターショベル 962GSS 山積 3.5 m3 平積 3 m3 新キャタピラー三菱（株）
2476 トラクターショベル 962GSS 山積 3.5 m3 平積 3 m3 キャタピラージャパン（株）
2517 トラクターショベル 603 山積 0.14 m3 平積 0.11 m3 ＴＣＭ（株）
2518 トラクターショベル 605 山積 0.22 m3 平積 0.18 m3 ＴＣＭ（株）
2519 トラクターショベル 607 山積 0.31 m3 平積 0.24 m3 ＴＣＭ（株）
2520 トラクターショベル 607T 山積 0.31 m3 平積 0.24 m3 ＴＣＭ（株）
2521 トラクターショベル 610 山積 0.4 m3 平積 0.31 m3 ＴＣＭ（株）
2544 トラクターショベル SX603 山積 0.14 m3 平積 0.11 m3 日立建機（株）
2545 トラクターショベル SX605 山積 0.22 m3 平積 0.18 m3 日立建機（株）
2546 トラクターショベル SX607 山積 0.31 m3 平積 0.24 m3 日立建機（株）
2547 トラクターショベル SX607T 山積 0.31 m3 平積 0.24 m3 日立建機（株）
2548 トラクターショベル SX610 山積 0.4 m3 平積 0.31 m3 日立建機（株）
2617 トラクターショベル WA30-5E0 山積 0.4 m3 平積 0.3 m3 （株）小松製作所 ○
2618 トラクターショベル WA40-3E0 山積 0.5 m3 平積 0.4 m3 （株）小松製作所
2619 トラクターショベル WA50-3E0 山積 0.6 m3 平積 0.5 m3 （株）小松製作所
2620 トラクターショベル WA100-5 山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 （株）小松製作所
2621 トラクターショベル WA150-3EC 山積 1.5 m3 平積 1.2 m3 （株）小松製作所
2622 トラクターショベル WA150-5 山積 1.5 m3 平積 1.2 m3 （株）小松製作所
2623 トラクターショベル WA200-5 山積 2 m3 平積 1.7 m3 （株）小松製作所
2634 トラクターショベル LK190Z-5 山積 2.1 m3 平積 1.8 m3 コベルコ建機（株）
2635 トラクターショベル LK230Z-5 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 コベルコ建機（株）
2636 トラクターショベル LK270Z-5 山積 3.4 m3 平積 2.9 m3 コベルコ建機（株）
2637 トラクターショベル 65DV 山積 1.7 m3 平積 1.5 m3 川崎重工業（株）
2637 トラクターショベル 65DV 山積 1.7 m3 平積 1.5 m3 （株）KCM
2638 トラクターショベル 70ZV 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 川崎重工業（株）
2638 トラクターショベル 70ZV 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 （株）KCM
2639 トラクターショベル 80ZV 山積 3.4 m3 平積 2.9 m3 川崎重工業（株）
2639 トラクターショベル 80ZV 山積 3.4 m3 平積 2.9 m3 （株）KCM
2663 トラクターショベル SL301-3 山積 0.36 m3 平積 0.3 m3 古河機械金属（株） ○
2663 トラクターショベル SL301-3 山積 0.36 m3 平積 0.3 m3 古河ロックドリル（株） ○
2664 トラクターショベル SL302-3 山積 0.46 m3 平積 0.38 m3 古河機械金属（株） ○
2664 トラクターショベル SL302-3 山積 0.46 m3 平積 0.38 m3 古河ロックドリル（株） ○
2665 トラクターショベル FL308-3 山積 1 m3 平積 0.8 m3 古河機械金属（株）
2665 トラクターショベル FL308-3 山積 1 m3 平積 0.8 m3 古河ロックドリル（株）
2666 トラクターショベル LL3-2 山積 0.36 m3 平積 0.3 m3 ＴＣＭ（株） ○

2666 トラクターショベル ZW20L 山積 0.36 m3 平積 0.3 m
3

ＴＣＭ（株） ○

2666 トラクターショベル ZW20L 山積 0.36 m3 平積 0.3 m
3

日立建機（株） ○
2667 トラクターショベル LL4-2 山積 0.46 m3 平積 0.38 m3 ＴＣＭ（株） ○
2667 トラクターショベル LL4-2 山積 0.46 m3 平積 0.38 m3 日立建機（株） ○
2668 トラクターショベル L10S 山積 1 m3 平積 0.8 m3 ＴＣＭ（株）
2668 トラクターショベル L10S 山積 1 m3 平積 0.8 m3 日立建機（株）
2669 トラクターショベル LX-15SL-7 山積 0.36 m3 平積 0.3 m3 日立建機（株） ○

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元

2669 トラクターショベル ZW20L 山積 0.36 m3 平積 0.3 m
3

日立建機（株） ○

2669 トラクターショベル ZW20L 山積 0.36 m3 平積 0.3 m
3

日立建機（株） ○
2670 トラクターショベル LX20SL-7 山積 0.46 m3 平積 0.38 m3 日立建機（株） ○
2670 トラクターショベル LX20SL-7 山積 0.46 m3 平積 0.38 m3 日立建機（株） ○
2671 トラクターショベル LX60-7 山積 1 m3 平積 0.8 m3 日立建機（株）
2671 トラクターショベル LX60-7 山積 1 m3 平積 0.8 m3 日立建機（株）
2689 トラクターショベル 4SDT60 山積 2.7 m3 平積 2.3 m3 （株）豊田自動織機
2710 トラクターショベル 966GSS 山積 3.8 m3 平積 3.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
2710 トラクターショベル 966GSS 山積 3.8 m3 平積 3.3 m3 キャタピラージャパン（株）
2711 トラクターショベル 966GⅡSS 山積 4.1 m3 平積 3.7 m3 新キャタピラー三菱（株）
2711 トラクターショベル 966GⅡSS 山積 4.1 m3 平積 3.7 m3 キャタピラージャパン（株）
2712 トラクターショベル 972GSS 山積 4.3 m3 平積 3.6 m3 新キャタピラー三菱（株）
2712 トラクターショベル 972GSS 山積 4.3 m3 平積 3.6 m3 キャタピラージャパン（株）
2713 トラクターショベル 972GⅡSS 山積 4.6 m3 平積 4 m3 新キャタピラー三菱（株）
2713 トラクターショベル 972GⅡSS 山積 4.6 m3 平積 4 m3 キャタピラージャパン（株）
2733 トラクターショベル L35B 山積 1 m3 平積 0.85 m3 日本ボルボ（株）
2734 トラクターショベル L40B 山積 1.2 m3 平積 0.95 m3 日本ボルボ（株）
2735 トラクターショベル L45B 山積 1.4 m3 平積 1.15 m3 日本ボルボ（株）
2742 トラクターショベル SX604 山積 0.17 m3 平積 0.13 m3 日立建機（株）
2743 トラクターショベル SX606 山積 0.28 m3 平積 0.22 m3 日立建機（株）
2744 トラクターショベル SX608 山積 0.35 m3 平積 0.27 m3 日立建機（株）
2745 トラクターショベル SX608T 山積 0.35 m3 平積 0.27 m3 日立建機（株）
2758 トラクターショベル 604 山積 0.17 m3 平積 0.13 m3 ＴＣＭ（株）
2759 トラクターショベル 606 山積 0.28 m3 平積 0.22 m3 ＴＣＭ（株）
2760 トラクターショベル 608 山積 0.35 m3 平積 0.27 m3 ＴＣＭ（株）
2761 トラクターショベル 608T 山積 0.35 m3 平積 0.27 m3 ＴＣＭ（株）
2767 トラクターショベル 4SDT15 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m

3 （株）豊田自動織機
2768 トラクターショベル 4SDT30 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m

3 （株）豊田自動織機
2769 トラクターショベル 4SDT40 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m

3 （株）豊田自動織機
2774 トラクターショベル V4-5A 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ヤンマー（株）
2774 トラクターショベル V4-5A 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 ヤンマー建機（株）
2775 トラクターショベル V5-A 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ヤンマー（株）
2775 トラクターショベル V5-A 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 ヤンマー建機（株）
2783 トラクターショベル 35ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 川崎重工業（株） ○
2783 トラクターショベル 35ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 （株）KCM ○
2784 トラクターショベル 40ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 川崎重工業（株） ○
2784 トラクターショベル 40ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 （株）KCM ○
2785 トラクターショベル 43ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 川崎重工業（株） ○
2785 トラクターショベル 43ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 （株）KCM ○
2786 トラクターショベル 45ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m

3 川崎重工業（株）
2786 トラクターショベル 45ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m

3
（株）KCM

2787 トラクターショベル 50ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m
3 川崎重工業（株）

2787 トラクターショベル 50ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m
3

（株）KCM
2788 トラクターショベル 60ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m

3 川崎重工業（株）
2788 トラクターショベル 60ZV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m

3
（株）KCM

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
2797 トラクターショベル WA80-3EO 山積 0.9 m3 平積 0.7 m3 （株）小松製作所 ○
2798 トラクターショベル WA100M-3EO 山積 1 m3 平積 0.8 m3 （株）小松製作所
2817 トラクターショベル R420D 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 （株）クボタ ○
2818 トラクターショベル R520D 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 （株）クボタ ○
2819 トラクターショベル R620D 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 （株）クボタ ○
2872 トラクターショベル LK80Z-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 平積 0.75 m3 コベルコ建機（株）
2873 トラクターショベル LK120Z-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 コベルコ建機（株）
2874 トラクターショベル LK150Z-5 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 平積 1.4 m3 コベルコ建機（株）
2891 トラクターショベル WA100-5NO 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 （株）小松製作所 ○
2892 トラクターショベル WA100-5N1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 平積 1.1 m3 （株）小松製作所 ○
2893 トラクターショベル WA150-5N0 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m3 平積 1.2 m3 （株）小松製作所 ○
2894 トラクターショベル WA200-5N0 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 平積 1.7 m3 （株）小松製作所 ○
2903 トラクターショベル V2-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 ヤンマー（株） ○
2903 トラクターショベル V2-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 ヤンマー建機（株） ○
2925 トラクターショベル L60E 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.9 m3 平積容量 1.5 m3 日本ボルボ（株）
2926 トラクターショベル L70E 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.3 m3 平積容量 1.8 m3 日本ボルボ（株）
2927 トラクターショベル L110E 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 3.1 m3 平積容量 2.5 m3 日本ボルボ（株）
2968 トラクターショベル 914G-E2 ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.5 m3 平積容量 1.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
2968 トラクターショベル 914G-E2 ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.5 m3 平積容量 1.3 m3 キャタピラージャパン（株）
3014 トラクターショベル R900 ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.9 m3 平積容量 0.75 m3 （株）クボタ
3015 トラクターショベル R1300 ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）クボタ
3016 トラクターショベル R1600 ﾊﾞｹｯﾄ容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 （株）クボタ
3036 トラクターショベル 901B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.3 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3036 トラクターショベル 901B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.3 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3037 トラクターショベル 902B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.4 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3037 トラクターショベル 902B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.5 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.4 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3038 トラクターショベル 903B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.5 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3038 トラクターショベル 903B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 0.5 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3075 トラクターショベル WA150-5N1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.5 m3 標準ﾊﾞｹｯﾄ平積 1.2 m3 （株）小松製作所 ○
3110 トラクターショベル 901B-SD 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 新キャタピラー三菱（株）
3110 トラクターショベル 901B-SD 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 キャタピラージャパン（株）
3111 トラクターショベル 902B-SD 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 新キャタピラー三菱（株）
3111 トラクターショベル 902B-SD 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 キャタピラージャパン（株）
3112 トラクターショベル 903B-SD 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 平積容量 0.8 m3 新キャタピラー三菱（株）
3112 トラクターショベル 903B-SD 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.9 m3 平積容量 0.8 m3 キャタピラージャパン（株）
3131 トラクターショベル V1-1A 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.16 m3 ヤンマー建機（株） ○
3131 トラクターショベル V1-1A 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.13 m3 ヤンマー建機（株） ○
3132 トラクターショベル V3-5A 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.4 m3 ヤンマー建機（株）
3139 トラクターショベル 55DV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 川崎重工業（株）
3139 トラクターショベル 55DV 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.6 m3 （株）KCM
3143 トラクターショベル WA100-5Y 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 （株）小松製作所
3144 トラクターショベル WA200-5Y 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 （株）小松製作所
3145 トラクターショベル WA270-5Y 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2.5 m3 （株）小松製作所
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
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 ○
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）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
3215 トラクターショベル L13T-3 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 1.3 m3 日立建機（株）
3268 トラクターショベル WA200-5N1 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 2 m3 平積容量 1.7 m3 （株）小松製作所 ○
3376 トラクターショベル V3-5B ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.4 m3 平積容量 0.32 m3 ヤンマー建機（株）
3377 トラクターショベル V4-5B ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.5 m3 平積容量 0.41 m3 ヤンマー建機（株）
3378 トラクターショベル V5-B ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.6 m3 平積容量 0.48 m3 ヤンマー建機（株）
3455 トラクターショベル V2-3B 標準ﾊﾞｹｯﾄ山積 0.3 m3 平積容量 0.24 m3 ヤンマー建機（株）
3461 トラクターショベル ZW220 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 ＴＣＭ（株）
3461 トラクターショベル ZW220 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機（株）
3462 トラクターショベル ZW250 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 ＴＣＭ（株）
3462 トラクターショベル ZW250 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 日立建機（株）
3463 トラクターショベル ZW310 山積容量 4 m3 平積容量 3.4 m3 ＴＣＭ（株）
3463 トラクターショベル ZW310-A 山積容量 4 m3 平積容量 3.4 m3 ＴＣＭ（株）
3463 トラクターショベル ZW310-A 山積容量 4 m3 平積容量 3.4 m3 日立建機（株）
3480 トラクターショベル 950H 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 新キャタピラー三菱（株）
3480 トラクターショベル 950H 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 新キャタピラー三菱（株）
3480 トラクターショベル 950H 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 キャタピラージャパン（株）
3481 トラクターショベル 962H 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
3481 トラクターショベル 962H 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.3 m3 新キャタピラー三菱（株）
3481 トラクターショベル 962H 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.3 m3 キャタピラージャパン（株）
3497 トラクターショベル ZW220 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機（株）
3497 トラクターショベル ZW220 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機（株）
3498 トラクターショベル ZW250 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 日立建機（株）
3498 トラクターショベル ZW250 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 日立建機（株）
3499 トラクターショベル ZW310 山積容量 4 m3 平積容量 3.4 m3 日立建機（株）
3499 トラクターショベル ZW310-A 山積容量 4 m3 平積容量 3.4 m3 日立建機（株）
3499 トラクターショベル ZW310-A 山積容量 4 m3 平積容量 3.4 m3 日立建機（株）
3518 トラクターショベル WA380-6N0 山積容量 3.4 m3 平積容量 3 m3 （株）小松製作所
3527 トラクターショベル TL130 山積容量 0.351 m3 平積容量 0.26 m3 （株）竹内製作所
3528 トラクターショベル TL150 山積容量 0.579 m3 平積容量 0.426 m3 （株）竹内製作所
3550 トラクターショベル WA430-6N0 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.5 m3 （株）小松製作所
3555 トラクターショベル V4-5D 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.41 m3 ヤンマー建機（株）
3556 トラクターショベル V5-D 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.48 m3 ヤンマー建機（株）
3574 トラクターショベル 962H SR 車両総質量 20 ｔ  新キャタピラー三菱（株）
3574 トラクターショベル 962H SR 車両総質量 20.07 ｔ  新キャタピラー三菱（株）
3574 トラクターショベル 962H SR 車両総質量 20.07 ｔ  キャタピラージャパン（株）
3575 トラクターショベル 966H 山積容量 4.1 m3 平積容量 3.7 m3 新キャタピラー三菱（株）
3575 トラクターショベル 966H 山積容量 4.1 m3 平積容量 3.7 m3 新キャタピラー三菱（株）
3575 トラクターショベル 966H 山積容量 4.1 m3 平積容量 3.7 m3 キャタピラージャパン（株）
3575 トラクターショベル 966H 山積容量 4.1 m3 平積容量 3.7 m3 キャタピラージャパン（株）
3581 トラクターショベル 703 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 ＴＣＭ（株）
3581 トラクターショベル 703 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 ＴＣＭ（株）
3582 トラクターショベル 704 山積容量 0.17 m3 平積容量 0.13 m3 ＴＣＭ（株）
3582 トラクターショベル 704 山積容量 0.17 m3 平積容量 0.13 m3 ＴＣＭ（株）
3583 トラクターショベル 705 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.18 m3 ＴＣＭ（株）
3584 トラクターショベル 706 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 ＴＣＭ（株）

※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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3585 トラクターショベル 707 山積容量 0.31 m3 平積容量 0.24 m3 ＴＣＭ（株）
3586 トラクターショベル 709 山積容量 0.35 m3 平積容量 0.27 m3 ＴＣＭ（株）
3654 トラクターショベル 972H SS 山積容量 4.6 m3 平積容量 4 m3 新キャタピラー三菱（株）
3654 トラクターショベル 972H SS 山積容量 4.6 m3 平積容量 4 m3 新キャタピラー三菱（株）
3654 トラクターショベル 972H SS 山積容量 4.6 m3 平積容量 4 m3 キャタピラージャパン（株）
3727 トラクターショベル LK230Z-6 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 コベルコ建機（株）
3728 トラクターショベル LK270Z-6 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.1 m3 コベルコ建機（株）
3737 トラクターショベル 901B2 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3737 トラクターショベル 901B2 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3738 トラクターショベル 902B2 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3738 トラクターショベル 902B2 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3739 トラクターショベル 903B2 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3739 トラクターショベル 903B2 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） ○
3740 トラクターショベル 901B2-SD 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3740 トラクターショベル 901B2-SD 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） ○
3741 トラクターショベル 902B2-SD 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3741 トラクターショベル 902B2-SD 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3742 トラクターショベル 903B2-SD 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.8 m3 新キャタピラー三菱（株） ○
3742 トラクターショベル 903B2-SD 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.8 m3 キャタピラージャパン（株） ○
3772 トラクターショベル R330 山積容量 0.26 m3 平積容量 0.23 m3 （株）クボタ
3773 トラクターショベル R430 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 （株）クボタ ○
3774 トラクターショベル R530 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 （株）クボタ ○
3775 トラクターショベル R630 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 （株）クボタ ○
3784 トラクターショベル ZW180 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 ＴＣＭ（株）
3784 トラクターショベル ZW180 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 日立建機（株）
3785 トラクターショベル ZW180 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 日立建機（株）
3785 トラクターショベル ZW180 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 日立建機（株）
3788 トラクターショベル 70ZV-2 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 川崎重工業（株）
3788 トラクターショベル 70ZV-2 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 （株）KCM
3789 トラクターショベル 80ZV-2 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.1 m3 川崎重工業（株）
3789 トラクターショベル 80ZV-2 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.1 m3 （株）KCM
3796 トラクターショベル WA200-6 山積容量 2 m3 平積容量 1.7 m3 （株）小松製作所
3867 トラクターショベル 25ZV-2 山積容量 0.26 m3 平積容量 0.23 m3 川崎重工業（株）
3867 トラクターショベル 25ZV-2 山積容量 0.26 m3 平積容量 0.23 m3 （株）KCM
3868 トラクターショベル 35ZV-2 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 川崎重工業（株） ○
3868 トラクターショベル 35ZV-2 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 （株）KCM ○
3869 トラクターショベル 40ZV-2 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 川崎重工業（株） ○
3869 トラクターショベル 40ZV-2 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 （株）KCM ○
3870 トラクターショベル 43ZV-2 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 川崎重工業（株） ○
3870 トラクターショベル 43ZV-2 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 （株）KCM ○
3890 トラクターショベル WA200-6Y 車両総質量 11 t （株）小松製作所
3891 トラクターショベル WA270-6Y 車両総質量 13 t （株）小松製作所
3892 トラクターショベル WA270-6 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.2 m3 （株）小松製作所
3893 トラクターショベル WA320-6 山積容量 3 m3 平積容量 2.6 m3 （株）小松製作所
3918 トラクターショベル LK40Z-5 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.32 m3 コベルコ建機（株）
3919 トラクターショベル LK50Z-5 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.41 m3 コベルコ建機（株）
3947 トラクターショベル V3-6 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.32 m3 ヤンマー建機（株）

※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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3948 トラクターショベル V4-6 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.41 m3 ヤンマー建機（株）
3949 トラクターショベル V5-1 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.48 m3 ヤンマー建機（株）
4002 トラクターショベル ZW140 山積容量 2 m3 平積容量 1.6 m3 ＴＣＭ（株）
4002 トラクターショベル ZW140 山積容量 2 m3 平積容量 1.6 m3 日立建機（株）
4003 トラクターショベル ZW150 山積容量 2.3 m3 平積容量 1.9 m3 ＴＣＭ（株）
4003 トラクターショベル ZW150 山積容量 2.3 m3 平積容量 1.9 m3 日立建機（株）
4004 トラクターショベル ZW140 山積容量 2 m3 平積容量 1.6 m3 日立建機（株）
4004 トラクターショベル ZW140 山積容量 2 m3 平積容量 1.6 m3 日立建機（株）
4005 トラクターショベル ZW150 山積容量 2.3 m3 平積容量 1.9 m3 日立建機（株）
4005 トラクターショベル ZW150 山積容量 2.3 m3 平積容量 1.9 m3 日立建機（株）
4061 トラクターショベル ZW30 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.34 m3 ＴＣＭ（株） ○
4061 トラクターショベル ZW30 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機（株） ○
4062 トラクターショベル ZW40 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 ＴＣＭ（株） ○
4062 トラクターショベル ZW40 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機（株） ○
4063 トラクターショベル ZW50 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.51 m3 ＴＣＭ（株） ○
4063 トラクターショベル ZW50 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.51 m3 日立建機（株） ○
4064 トラクターショベル LK190Z-6 山積容量 2.4 m3 平積容量 2 m3 コベルコ建機（株）
4065 トラクターショベル LK150Z-6 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 コベルコ建機（株）
4083 トラクターショベル WA30-6 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 コマツユーティリティ（株） ○
4083 トラクターショベル WA30-6 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 （株）小松製作所 ○
4084 トラクターショベル WA30-6N0 山積容量 0.65 m3 平積容量 0.57 m3 コマツユーティリティ（株）
4084 トラクターショベル WA30-6N0 山積容量 0.65 m3 平積容量 0.57 m3 （株）小松製作所
4085 トラクターショベル WA40-6 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 コマツユーティリティ（株） ○
4085 トラクターショベル WA40-6 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 （株）小松製作所 ○
4086 トラクターショベル WA40-6N0 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.64 m3 コマツユーティリティ（株）
4086 トラクターショベル WA40-6N0 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.64 m3 （株）小松製作所
4087 トラクターショベル WA50-6 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 コマツユーティリティ（株） ○
4087 トラクターショベル WA50-6 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 （株）小松製作所 ○
4088 トラクターショベル WA50-6N0 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.77 m3 コマツユーティリティ（株）
4088 トラクターショベル WA50-6N0 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.77 m3 （株）小松製作所
4116 トラクターショベル ZW30 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機（株） ○
4116 トラクターショベル ZW30 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機（株） ○
4117 トラクターショベル ZW40 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機（株） ○
4117 トラクターショベル ZW40 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機（株） ○
4118 トラクターショベル ZW50 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.51 m3 日立建機（株） ○
4118 トラクターショベル ZW50 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.51 m3 日立建機（株） ○
4123 トラクターショベル 60ZV-2 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 川崎重工業（株）
4123 トラクターショベル 60ZV-2 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 （株）KCM
4124 トラクターショベル 65ZV-2 山積容量 2.4 m3 平積容量 2 m3 川崎重工業（株）
4124 トラクターショベル 65ZV-2 山積容量 2.4 m3 平積容量 2 m3 （株）KCM
4126 トラクターショベル 6SDTL5 山積容量 0.26 m3 平積容量 0.23 m3 （株）豊田自動織機
4127 トラクターショベル 6SDTL8 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 （株）豊田自動織機 ○
4128 トラクターショベル 6SDTL10 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 （株）豊田自動織機 ○
4129 トラクターショベル 6SDTL12 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 （株）豊田自動織機 ○
4144 トラクターショベル ZW30L 山積容量 0.46 m3 平積容量 0.38 m3 ＴＣＭ（株） ○
4144 トラクターショベル ZW30L 山積容量 0.46 m3 平積容量 0.38 m3 日立建機（株） ○
4145 トラクターショベル L13HD-3 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 ＴＣＭ（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
4145 トラクターショベル L13HD-3 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 日立建機（株）
4152 トラクターショベル ZW30L 山積容量 0.46 m3 平積容量 0.38 m3 日立建機（株） ○
4152 トラクターショベル ZW30L 山積容量 0.46 m3 平積容量 0.38 m3 日立建機（株） ○
4153 トラクターショベル LX70HD-7 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 日立建機（株）
4153 トラクターショベル LX70HD-7 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 日立建機（株）
4177 トラクターショベル 910H 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 新キャタピラー三菱（株）
4177 トラクターショベル 910H 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）
4181 トラクターショベル WA470-6N０ 山積容量 4.2 m3 平積容量 3.5 m3 （株）小松製作所
4184 トラクターショベル 5SDKL5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.17 m3 （株）豊田自動織機
4185 トラクターショベル 5SDKL6 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 （株）豊田自動織機
4186 トラクターショベル 5SDKL7 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.24 m3 （株）豊田自動織機
4187 トラクターショベル 5SDKL8 山積容量 0.34 m3 平積容量 0.27 m3 （株）豊田自動織機
4188 トラクターショベル 5SDKL10 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.31 m3 （株）豊田自動織機
4189 トラクターショベル 5SDK5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.17 m3 （株）豊田自動織機
4190 トラクターショベル 5SDK6 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 （株）豊田自動織機
4191 トラクターショベル 5SDK7 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.24 m3 （株）豊田自動織機
4192 トラクターショベル 5SDK8 山積容量 0.34 m3 平積容量 0.27 m3 （株）豊田自動織機
4193 トラクターショベル 5SDK10 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.31 m3 （株）豊田自動織機
4194 トラクターショベル 4SDT40 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 （株）豊田自動織機
4195 トラクターショベル 4SDT50 山積容量 2.4 m3 平積容量 2 m3 （株）豊田自動織機
4211 トラクターショベル 924H 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
4212 トラクターショベル 924Hz 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
4242 トラクターショベル R1600-2 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 （株）クボタ
4290 トラクターショベル 910HSSS 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） ○
4291 トラクターショベル 910H-2 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）
4292 トラクターショベル 930H 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.1 m3 キャタピラージャパン（株）
4293 トラクターショベル 938H 山積容量 3 m3 平積容量 2.8 m3 キャタピラージャパン（株）
4371 トラクターショベル 55DV-2 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.4 m3 （株）ＫＣＭ
4389 トラクターショベル ZW90 山積容量 1.1 m3 平積容量 0.9 m3 ＴＣＭ（株）
4389 トラクターショベル ZW90 山積容量 1.1 m3 平積容量 0.9 m3 日立建機（株）
4390 トラクターショベル ZW80 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.7 m3 ＴＣＭ（株） ○
4390 トラクターショベル ZW80 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.7 m3 日立建機（株） ○
4391 トラクターショベル ZW90 山積容量 1.1 m3 平積容量 0.9 m3 日立建機（株）
4391 トラクターショベル ZW90 山積容量 1.1 m3 平積容量 0.9 m3 日立建機（株）
4392 トラクターショベル ZW80 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.7 m3 日立建機（株） ○
4392 トラクターショベル ZW80 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.7 m3 日立建機（株） ○
4444 トラクターショベル WA150-6 山積容量 1.5 ｍ３ 平積容量 1.25 ｍ３ （株）小松製作所
4468 トラクターショベル ZW100 山積容量 1.3 ｍ３ 平積容量 1.1 ｍ３ 日立建機（株）
4468 トラクターショベル ZW100 山積容量 1.3 ｍ３ 平積容量 1.1 ｍ３ 日立建機（株）
4469 トラクターショベル ZW120 山積容量 1.5 ｍ３ 平積容量 1.2 ｍ３ 日立建機（株）
4469 トラクターショベル ZW120 山積容量 1.5 ｍ３ 平積容量 1.2 ｍ３ 日立建機（株）
4499 トラクターショベル SSL705 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.18 m3 ＴＣＭ（株）
4499 トラクターショベル SSL705 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.18 m3 ユニキャリア（株）
4500 トラクターショベル SSL706 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 ＴＣＭ（株）
4500 トラクターショベル SSL706 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 ユニキャリア（株）
4501 トラクターショベル SSL707 山積容量 0.31 m3 平積容量 0.24 m3 ＴＣＭ（株）
4501 トラクターショベル SSL707 山積容量 0.31 m3 平積容量 0.24 m3 ユニキャリア（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
4502 トラクターショベル SSL709 山積容量 0.35 m3 平積容量 0.27 m3 ＴＣＭ（株）
4502 トラクターショベル SSL709 山積容量 0.35 m3 平積容量 0.27 m3 ユニキャリア（株）
4503 トラクターショベル ZW100 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 ＴＣＭ（株）
4503 トラクターショベル ZW100 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 日立建機（株）
4504 トラクターショベル ZW120 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 ＴＣＭ（株）
4504 トラクターショベル ZW120 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 日立建機（株）
4531 トラクターショベル 50ZV-2 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 ｍ３ （株）ＫＣＭ
4534 トラクターショベル 6SDTL8AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 （株）豊田自動織機 ○
4535 トラクターショベル 6SDTL10AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 （株）豊田自動織機
4536 トラクターショベル 6SDTL12AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 （株）豊田自動織機
4541 トラクターショベル WA100-6Y 車両総質量 8 ｔ （株）小松製作所
4542 トラクターショベル WA100-6 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）小松製作所
4543 トラクターショベル WR12-6 山積容量 1.4 m3 平積容量 1.3 m3 （株）小松製作所
4558 トラクターショベル R430AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 （株）クボタ ○
4559 トラクターショベル R530AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 （株）クボタ
4560 トラクターショベル R630AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.49 m3 （株）クボタ
4576 トラクターショベル LK120Z-6 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 コベルコ建機（株）
4583 トラクターショベル 4SDT30 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）豊田自動織機
4599 トラクターショベル WA10-6 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.13 m3 コマツユーティリティ（株） ○
4599 トラクターショベル WA10-6 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.13 m3 （株）小松製作所 ○
4600 トラクターショベル WA20-6 山積容量 0.3 m3 平積容量 0.24 m3 コマツユーティリティ（株）
4600 トラクターショベル WA20-6 山積容量 0.3 m3 平積容量 0.24 m3 （株）小松製作所
4699 トラクターショベル 924H-C1 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
4700 トラクターショベル 924Hz-C1 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.6 m3 キャタピラージャパン（株）
4754 トラクターショベル CL35 山積容量 0.36 m3 平積容量 0.26 m3 ＩＨＩ建機（株）
4754 トラクターショベル CL35 山積容量 0.36 m3 平積容量 0.26 m3 (株)KATO HICOM
4755 トラクターショベル CL45 山積容量 0.48 m3 平積容量 0.34 m3 ＩＨＩ建機（株）
4755 トラクターショベル CL45 山積容量 0.48 m3 平積容量 0.34 m3 (株)KATO HICOM
4774 トラクターショベル WA100-6N0 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）小松製作所 ○
4797 トラクターショベル TL230 山積容量 0.351 m3 平積容量 0.26 m3 （株）竹内製作所
4798 トラクターショベル TL240 山積容量 0.458 m3 平積容量 0.335 m3 （株）竹内製作所
4799 トラクターショベル TL250 山積容量 0.579 m3 平積容量 0.426 m3 （株）竹内製作所
4915 トラクターショベル A4SDK4 山積容量 0.33 m3 平積容量 0.21 m3 （株）アイチコーポレーション
4916 トラクターショベル A4SDKL4 山積容量 0.33 m3 平積容量 0.21 m3 （株）アイチコーポレーション
4917 トラクターショベル B4SDK3 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.17 m3 （株）アイチコーポレーション
4918 トラクターショベル B4SDKL3 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.17 m3 （株）アイチコーポレーション
4942 トラクターショベル 914G2 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.3 m3 キャタピラージャパン（株）
4943 トラクターショベル 938K 山積容量 3.0 m3 平積容量 2.8 m3 キャタピラージャパン（株） ○
4976 トラクターショベル 216B3 山積容量 0.44 m3 平積容量 0.32 m3 キャタピラージャパン（株）
4977 トラクターショベル 226B3 山積容量 0.44 m3 平積容量 0.32 m3 キャタピラージャパン（株）
4978 トラクターショベル 259B3 山積容量 0.37 m3 平積容量 0.26 m3 キャタピラージャパン（株）
4979 トラクターショベル 950K 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 キャタピラージャパン（株）
4980 トラクターショベル 962K 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.15 m3 キャタピラージャパン（株）
4981 トラクターショベル L120G 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 山﨑マシーナリー（株）
4997 トラクターショベル WA380-7N0 山積容量 3.4 m3 平積容量 3 m3 （株）小松製作所
5024 トラクターショベル 966K 山積容量 4.2 m3 平積容量 3.6 m3 キャタピラージャパン（株）
5025 トラクターショベル LK350Z-7 山積容量 4.0 m3 平積容量 3.5 m3 コベルコ建機（株）

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
5050 トラクターショベル 80Z7 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 （株）KCM
5051 トラクターショベル 85Z7 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 （株）KCM
5052 トラクターショベル 90Z7 山積容量 4.0 m3 平積容量 3.5 m3 （株）KCM
5074 トラクターショベル ZW220-5B 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機（株）
5075 トラクターショベル ZW250-5B 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 日立建機（株）
5076 トラクターショベル ZW310-5B 山積容量 4.0 m3 平積容量 3.5 m3 日立建機（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）
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）
5185 トラクターショベル ZW140-5B 山積容量 2.0 m3 平積容量 1.6 m3 日立建機（株）
5186 トラクターショベル ZW150-5B 山積容量 2.3 m3 平積容量 2.0 m3 日立建機（株）
5187 トラクターショベル ZW180-5B 山積容量 3.0 m3 平積容量 2.6 m3 日立建機（株）
5188 トラクターショベル 62Z7 山積容量 2.0 m3 平積容量 1.6 m3 （株）ＫＣＭ
5189 トラクターショベル 67Z7 山積容量 2.3 m3 平積容量 2.0 m3 （株）ＫＣＭ
5190 トラクターショベル 70Z7 山積容量 3.0 m3 平積容量 2.6 m3 （株）ＫＣＭ
5211 トラクターショベル WA100-7 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）小松製作所
5212 トラクターショベル WA320-7 山積容量 3.0 m3 平積容量 2.6 m3 （株）小松製作所
5228 トラクターショベル TL10 山積容量 0.458 m3 平積容量 0.335 m3 （株）竹内製作所
5229 トラクターショベル TL12 山積容量 0.579 m3 平積容量 0.426 m3 （株）竹内製作所
5230 トラクターショベル 924K 山積容量 2.1 m3 平積容量 1.9 m3 キャタピラージャパン（株） ○
5231 トラクターショベル 930K 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.3 m3 キャタピラージャパン（株） ○
5250 トラクターショベル ZW30DTK 山積容量 0.40 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機（株） ○
5251 トラクターショベル ZW40DTK 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機（株） ○
5252 トラクターショベル ZW50DTK 山積容量 0.60 m3 平積容量 0.51 m3 日立建機（株） ○
5264 トラクターショベル 50Z7 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 （株）KCM
5265 トラクターショベル 60Z7 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 （株）KCM
5278 トラクターショベル 910K 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）
5279 トラクターショベル 914K 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.3 m3 キャタピラージャパン（株）
5309 トラクターショベル ZW100-5B 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 日立建機（株）
5310 トラクターショベル ZW120-5B 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.2 m3 日立建機（株）
5319 トラクターショベル WA100-7Y 車両総重量 8 t （株）小松製作所
5334 トラクターショベル 259D 山積容量 0.44 m3 平積容量 0.31 m3 キャタピラージャパン（株）
5368 トラクターショベル WA270-7 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.2 m3 （株）小松製作所
5435 トラクターショベル WA200-7 山積容量 2.0 m3 平積容量 1.7 m3 （株）小松製作所
5440 トラクターショベル ZW80-5B 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.7 m3 日立建機(株)
5441 トラクターショベル ZW220HYB-5B 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機(株) ○
5447 トラクターショベル TL8 山積容量 0.351 m3 平積容量 0.260 m3 (株)竹内製作所
5448 トラクターショベル A5SDK7 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.30 m3 （株）アイチコーポレーション
5449 トラクターショベル A5SDKL7 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.30 m3 （株）アイチコーポレーション
5450 トラクターショベル A5SDK8 山積容量 0.34 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5451 トラクターショベル A5SDKL8 山積容量 0.34 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5452 トラクターショベル A5SDK10 山積容量 0.40 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
5453 トラクターショベル A5SDKL10 山積容量 0.40 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5485 トラクターショベル 966M 山積容量 4.2 m3 平積容量 3.6 m3 キャタピラージャパン（株）
5502 トラクターショベル S450 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)ボブキャット
5503 トラクターショベル T590 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 (株)ボブキャット
5531 トラクターショベル 901C2 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)
5532 トラクターショベル 902C2 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)
5533 トラクターショベル 903C2 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)
5534 トラクターショベル 907M 山積容量 1 m3 平積容量 0.8 m3 キャタピラージャパン(株)
5535 トラクターショベル 910K-2 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)
5536 トラクターショベル 914K-2 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.3 m3 キャタピラージャパン(株)
5537 トラクターショベル L150H 山積容量 4 m3 平積容量 3.1 m3 山﨑マシーナリー(株)
5606 トラクターショベル ZW30-5B 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機(株) ○
5660 トラクターショベル WA30-6E0 山積容量 0.4 m3 (株)小松製作所 ○
5661 トラクターショベル WA30-6N1 山積容量 0.65 m3 (株)小松製作所
5662 トラクターショベル WA40-8 山積容量 0.5 m3 (株)小松製作所 ○
5663 トラクターショベル WA40-8N0 山積容量 0.8 m3 (株)小松製作所
5664 トラクターショベル WA50-8 山積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 ○
5665 トラクターショベル WA50-8N0 山積容量 0.9 m3 (株)小松製作所
5666 トラクターショベル 705-2 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.18 m3 ユニキャリア(株) 
5667 トラクターショベル 706-2 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 ユニキャリア(株) 
5668 トラクターショベル V3-7 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.51 m3 ヤンマー建機(株) ○
5669 トラクターショベル V4-7 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 ヤンマー建機(株) ○
5670 トラクターショベル V5-7 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.48 m3 ヤンマー建機(株) ○
5671 トラクターショベル 901C2-SS 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) ○
5672 トラクターショベル 902C2-SS 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) ○
5673 トラクターショベル 903C2-SS 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) ○
5674 トラクターショベル 926M 山積容量 2.1 m3 平積容量 1.9 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5675 トラクターショベル 930M 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.3 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5676 トラクターショベル 938M 山積容量 3.0 m3 平積容量 2.8 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5677 トラクターショベル LK40Z-6 山積容量 0.60 m3 平積容量 0.51 m3 コベルコ建機（株） ○
5678 トラクターショベル LK50Z-6 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 コベルコ建機（株） ○
5689 トラクターショベル WA380-8 山積容量 3.4 m3 平積容量 3.0 m3 (株)小松製作所
5690 トラクターショベル WA385-7 山積容量 3.4 m3 平積容量 3.0 m3 (株)小松製作所 ○
5691 トラクターショベル A5SDK5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.14 m3 (株)アイチコーポレーション
5692 トラクターショベル A5SDKL5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.14 m3 (株)アイチコーポレーション
5693 トラクターショベル A5SDK6 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 (株)アイチコーポレーション
5694 トラクターショベル A5SDKL6 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 (株)アイチコーポレーション
5695 トラクターショベル ZW40-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機(株) ○
5696 トラクターショベル ZW40-5B-AC 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機(株)
5697 トラクターショベル ZW50-5B 山積容量 0.60 m3 平積容量 0.50 m3 日立建機(株) ○
5698 トラクターショベル 950M 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 キャタピラージャパン(株)
5699 トラクターショベル 962M 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.2 m3 キャタピラージャパン(株)
5803 トラクターショベル 226D 山積容量 0.44 m3 平積容量 0.32 m3 キャタピラージャパン（株）
5804 トラクターショベル ZW220-6 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機（株）
5805 トラクターショベル ZW50-5B-AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 日立建機（株）
5806 トラクターショベル ZW310-6 山積容量 4 m3 平積容量 3.5 m3 (株)KCM
5834 トラクターショベル R430E C 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)クボタ ○

※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。



トラクターショベル

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
5835 トラクターショベル R430E H 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)クボタ ○
5836 トラクターショベル R430E R 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)クボタ ○
5837 トラクターショベル R530E C 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 (株)クボタ ○
5838 トラクターショベル R530E H 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 (株)クボタ ○
5839 トラクターショベル R530E R 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 (株)クボタ ○
5840 トラクターショベル R630E C 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 (株)クボタ ○
5841 トラクターショベル R630E H 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 (株)クボタ ○
5842 トラクターショベル R630E R 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 (株)クボタ ○
5843 トラクターショベル ZW250-6 山積容量 3.7 m3 平積容量 3.2 m3 日立建機(株)
5844 トラクターショベル 950MZ 山積容量 3.4 m3 平積容量 3.0 m3 キャタピラージャパン(株)
5845 トラクターショベル 962MZ 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.2 m3 キャタピラージャパン(株)
5892 トラクターショベル 6SDTL8 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)豊田自動織機 ○
5893 トラクターショベル 6SDTL10 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 (株)豊田自動織機 ○
5894 トラクターショベル 6SDTL12 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 (株)豊田自動織機 ○
5895 トラクターショベル SL7 山積容量 0.31 m3 平積容量 0.24 m3 ユニキャリア(株)
5896 トラクターショベル SL9 山積容量 0.35 m3 平積容量 0.27 m3 ユニキャリア(株)
5897 トラクターショベル WA270-8 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.2 m3 (株)小松製作所
5898 トラクターショベル WA320-8 山積容量 3.0 m3 平積容量 2.6 m3 (株)小松製作所 ○
5982 トラクターショベル R430E AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)クボタ
5983 トラクターショベル R530E AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 (株)クボタ
5984 トラクターショベル R630E AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 (株)クボタ
5985 トラクターショベル 6SDTL8 AC 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.3 m3 (株)豊田自動織機
5986 トラクターショベル 6SDTL10 AC 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.4 m3 (株)豊田自動織機
5987 トラクターショベル 6SDTL12 AC 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 (株)豊田自動織機
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

※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。


