
振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
73 振動ローラー BW110AC-Ⅱ 車両総質量 2.5 t 日本ボーマク（株）
73 振動ローラー BW110AC-Ⅱ 車両総質量 2.5 t ボーマクジャパン（株）
73 振動ローラー BW110AC-Ⅱ 車両総質量 2.5 t コベルコ建機（株）
74 振動ローラー BW110A-Ⅱ 車両総質量 2.65 t 日本ボーマク（株）
74 振動ローラー BW110A-Ⅱ 車両総質量 2.65 t ボーマクジャパン（株）
74 振動ローラー BW110A-Ⅱ 車両総質量 2.65 t コベルコ建機（株）
75 振動ローラー BW151AD-VARIO 車両総質量 7.4 t 日本ボーマク（株）
75 振動ローラー BW151AD-VARIO 車両総質量 7.4 t ボーマクジャパン（株）
75 振動ローラー BW151AD-VARIO 車両総質量 7.4 t コベルコ建機（株）
173 振動ローラー KV7SA 車両総質量 7 t 川崎重工業（株）
173 振動ローラー KV7SA 車両総質量 7 t （株）KCM
175 振動ローラー CS-563C-E 車両総質量 11.59 t 新キャタピラー三菱（株）
175 振動ローラー CS-563C-E 車両総質量 11.59 t キャタピラージャパン（株）
315 振動ローラー JV25CR-7 車両総質量 2.4 t （株）小松製作所
316 振動ローラー JV25CW-2 車両総質量 2.4 t （株）小松製作所
317 振動ローラー JV25DW-2 車両総質量 2.6 t （株）小松製作所
318 振動ローラー JV25W-2 車両総質量 2.5 t （株）小松製作所
319 振動ローラー JV40CW-3E 車両総質量 3.6 t （株）小松製作所
320 振動ローラー JV40DW-3E 車両総質量 3.6 t （株）小松製作所
321 振動ローラー JV70DW-2 車両総質量 7 t （株）小松製作所
323 振動ローラー TW350-1 車両総質量 2.45 t 酒井重工業（株）
324 振動ローラー SW350-1 車両総質量 2.75 t 酒井重工業（株）
325 振動ローラー TW500-1 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
326 振動ローラー TW500W-1 車両総質量 3.56 t 酒井重工業（株）
327 振動ローラー SW500-1 車両総質量 4 t 酒井重工業（株）
341 振動ローラー HW70VSK 車両総質量 7 t 住友建機（株）
341 振動ローラー HW70VSK 車両総質量 7 t 住友建機製造（株）
341 振動ローラー HW70VSK 車両総質量 7 t 住友建機（株）
355 振動ローラー CC102Ⅱ 車両総質量 2.4 t 日立建機ダイナパック（株）
355 振動ローラー CC102Ⅱ 車両総質量 2.4 t （株）日立建機カミーノ
356 振動ローラー CC122Ⅱ 車両総質量 2.6 t 日立建機ダイナパック（株）
356 振動ローラー CC122Ⅱ 車両総質量 2.6 t （株）日立建機カミーノ
357 振動ローラー CC142Ⅱ 車両総質量 3.9 t 日立建機ダイナパック（株） ○
357 振動ローラー CC142Ⅱ 車両総質量 3.9 t （株）日立建機カミーノ ○
358 振動ローラー CC102CⅡ 車両総質量 2.3 t 日立建機ダイナパック（株） ○
358 振動ローラー CC102CⅡ 車両総質量 2.3 t （株）日立建機カミーノ ○
359 振動ローラー CC122CⅡ 車両総質量 2.5 t 日立建機ダイナパック（株） ○
359 振動ローラー CC122CⅡ 車両総質量 2.5 t （株）日立建機カミーノ ○
360 振動ローラー CC142CⅡ 車両総質量 3.7 t 日立建機ダイナパック（株） ○
360 振動ローラー CC142CⅡ 車両総質量 3.7 t （株）日立建機カミーノ ○
361 振動ローラー CC222 車両総質量 7.6 t 日立建機ダイナパック（株）
361 振動ローラー CC222 車両総質量 7.6 t （株）日立建機カミーノ
362 振動ローラー CA512D 車両総質量 15.6～17 t 日立建機ダイナパック（株）
362 振動ローラー CA512D 車両総質量 15.6～17 t （株）日立建機カミーノ
436 振動ローラー JV100WA-2 車両総質量 11～12 t （株）小松製作所
437 振動ローラー JV130WH-1 車両総質量 13 t （株）小松製作所
446 振動ローラー HW40VW 車両総質量 3.65 t 住友建機（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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
545 振動ローラー CC123C 車両総質量 2.5 t 日立建機ダイナパック（株）
545 振動ローラー CC123C 車両総質量 2.5 t （株）日立建機カミーノ
546 振動ローラー CC143C 車両総質量 3.6 t 日立建機ダイナパック（株）
546 振動ローラー CC143C 車両総質量 3.6 t （株）日立建機カミーノ
547 振動ローラー BW80AD-2 車両総質量 1.5 t 日本ボーマク（株）
547 振動ローラー BW80AD-2 車両総質量 1.5 t ボーマクジャパン（株）
547 振動ローラー BW80AD-2 車両総質量 1.5 t コベルコ建機（株）
548 振動ローラー BW141AD-2 車両総質量 6.855 t 日本ボーマク（株）
548 振動ローラー BW141AD-2 車両総質量 6.855 t ボーマクジャパン（株）
548 振動ローラー BW141AD-2 車両総質量 6.855 t コベルコ建機（株）
549 振動ローラー BW144AD-2 車両総質量 7.375 t 日本ボーマク（株）
549 振動ローラー BW144AD-2 車両総質量 7.375 t ボーマクジャパン（株）
549 振動ローラー BW144AD-2 車両総質量 7.375 t コベルコ建機（株）
578 振動ローラー CB-335D 車両総質量 3.68 t 新キャタピラー三菱（株） ○
578 振動ローラー CB-335D 車両総質量 3.68 t キャタピラージャパン（株） ○
579 振動ローラー CB-334D 車両総質量 3.98 t 新キャタピラー三菱（株） ○
579 振動ローラー CB-334D 車両総質量 3.98 t キャタピラージャパン（株） ○
664 振動ローラー RC35-3 車両総質量 2.5 t 日立建機（株）
665 振動ローラー RC45-3 車両総質量 3.6 t 日立建機（株）
666 振動ローラー RV75P 車両総質量 7.6 t 日立建機（株）
683 振動ローラー RV45-3 車両総質量 3～5 t 日立建機（株）
688 振動ローラー CC143 車両総質量 3～5 t 日立建機ダイナパック（株）
688 振動ローラー CC143 車両総質量 3～5 t （株）日立建機カミーノ
703 振動ローラー RC30-3 車両総質量 2.4 t 日立建機（株） ○
704 振動ローラー RV35-3 車両総質量 2.7 t 日立建機（株） ○
705 振動ローラー RV75PS 車両総質量 8.5 t 日立建機（株）
752 振動ローラー CC232 車両総質量 8.5 t 日立建機ダイナパック（株）
752 振動ローラー CC232 車両総質量 8.5 t （株）日立建機カミーノ
753 振動ローラー CC123 車両総質量 2.7 t 日立建機ダイナパック（株） ○
753 振動ローラー CC123 車両総質量 2.7 t （株）日立建機カミーノ ○
754 振動ローラー CC103C 車両総質量 2.4 t 日立建機ダイナパック（株） ○
754 振動ローラー CC103C 車両総質量 2.4 t （株）日立建機カミーノ ○
760 振動ローラー SV510D-1 車両総質量 10.8 t 酒井重工業（株）
761 振動ローラー SV510DV-1 車両総質量 11.3 t 酒井重工業（株）
778 振動ローラー KV3WA 車両総質量 2.3 t 川崎重工業（株）
778 振動ローラー KV3WA 車両総質量 2.3 t （株）KCM
779 振動ローラー KV4A 車両総質量 3.3 t 川崎重工業（株）
779 振動ローラー KV4A 車両総質量 3.3 t （株）KCM
780 振動ローラー KV4WA 車両総質量 3.3 t 川崎重工業（株）
780 振動ローラー KV4WA 車両総質量 3.3 t （株）KCM
808 振動ローラー JV100WP-2 車両総質量 11 t （株）小松製作所
817 振動ローラー HW30VW-3 車両総質量 2.5 t 住友建機（株） ○
817 振動ローラー HW30VW-3 車両総質量 2.5 t 住友建機製造（株） ○
817 振動ローラー HW30VW-3 車両総質量 2.5 t 住友建機（株） ○
818 振動ローラー HW41VW-3 車両総質量 3.67 t 住友建機（株） ○
818 振動ローラー HW41VW-3 車両総質量 3.67 t 住友建機製造（株） ○
818 振動ローラー HW41VW-3 車両総質量 3.67 t 住友建機（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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
819 振動ローラー HW41VC-3 車両総質量 3.65 t 住友建機（株） ○
819 振動ローラー HW41VC-3 車両総質量 3.65 t 住友建機製造（株） ○
819 振動ローラー HW41VC-3 車両総質量 3.65 t 住友建機（株） ○
838 振動ローラー CC103 車両総質量 2.4 t 日立建機ダイナパック（株） ○
838 振動ローラー CC103 車両総質量 2.4 t （株）日立建機カミーノ ○
839 振動ローラー CA252D 車両総質量 10.5 t 日立建機ダイナパック（株）
839 振動ローラー CA252D 車両総質量 10.5 t （株）日立建機カミーノ
924 振動ローラー RV30-3 車両総質量 2.4 t 日立建機（株） ○
972 振動ローラー JV40CW-5S 車両総質量 4 t （株）小松製作所 ○
973 振動ローラー JV40CW-5 車両総質量 4 t （株）小松製作所
974 振動ローラー JV40DW-5S 車両総質量 4 t （株）小松製作所 ○
975 振動ローラー JV40DW-5 車両総質量 4 t （株）小松製作所
1022 振動ローラー BW90AC-2 車両総質量 1.654 t 日本ボーマク（株）
1022 振動ローラー BW90AC-2 車両総質量 1.654 t ボーマクジャパン（株）
1022 振動ローラー BW90AC-2 車両総質量 1.654 t コベルコ建機（株）
1023 振動ローラー BW212D-3 車両総質量 12.08 t 日本ボーマク（株）
1023 振動ローラー BW212D-3 車両総質量 12.08 t ボーマクジャパン（株）
1023 振動ローラー BW212D-3 車両総質量 12.08 t コベルコ建機（株）
1024 振動ローラー BW219DH-3 車両総質量 19.22 t 日本ボーマク（株）
1024 振動ローラー BW219DH-3 車両総質量 19.22 t ボーマクジャパン（株）
1024 振動ローラー BW219DH-3 車両総質量 19.22 t コベルコ建機（株）
1106 振動ローラー CS-583D 車両総質量 15.1 t 新キャタピラー三菱（株）
1106 振動ローラー CS-583D 車両総質量 15.1 t キャタピラージャパン（株）
1107 振動ローラー CS-563D 車両総質量 11.16 t 新キャタピラー三菱（株）
1107 振動ローラー CS-563D 車両総質量 11.16 t キャタピラージャパン（株）
1250 振動ローラー SV900D 車両総質量 19 t 酒井重工業（株）
1251 振動ローラー SV900DV 車両総質量 19.4 t 酒井重工業（株）
1330 振動ローラー BW115AC 車両総質量 2.53 t ボーマクジャパン（株） ○
1330 振動ローラー BW115AC 車両総質量 2.53 t コベルコ建機（株） ○
1331 振動ローラー BW115AD 車両総質量 2.9 t ボーマクジャパン（株） ○
1331 振動ローラー BW115AD 車両総質量 2.9 t コベルコ建機（株） ○
1332 振動ローラー BW131ACW 車両総質量 3.6 t ボーマクジャパン（株） ○
1332 振動ローラー BW131ACW 車両総質量 3.6 t コベルコ建機（株） ○
1333 振動ローラー BW131AC 車両総質量 3.58 t ボーマクジャパン（株） ○
1333 振動ローラー BW131AC 車両総質量 3.58 t コベルコ建機（株） ○
1334 振動ローラー BW131AD 車両総質量 4 t ボーマクジャパン（株） ○
1334 振動ローラー BW131AD 車両総質量 4 t コベルコ建機（株） ○
1460 振動ローラー KV4WB 車両総質量 3～4 t 川崎重工業（株）
1460 振動ローラー KV4WB 車両総質量 3～4 t （株）KCM
1461 振動ローラー KV4B 車両総質量 3～4 t 川崎重工業（株）
1461 振動ローラー KV4B 車両総質量 3～4 t （株）KCM
1462 振動ローラー KV4SB 車両総質量 3～5 t 川崎重工業（株）
1462 振動ローラー KV4SB 車両総質量 3～5 t （株）KCM
1463 振動ローラー KV7SB 車両総質量 6～7 t 川崎重工業（株）
1463 振動ローラー KV7SB 車両総質量 6～7 t （株）KCM
1464 振動ローラー KV10DB 車両総質量 11～12 t 川崎重工業（株）
1464 振動ローラー KV10DB 車両総質量 11～12 t （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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
1518 振動ローラー TW250 車両総質量 1.38 t 酒井重工業（株）
1519 振動ローラー SW250 車両総質量 1.55 t 酒井重工業（株）
1520 振動ローラー TG350 車両総質量 2.55 t 酒井重工業（株） ○
1521 振動ローラー SG350 車両総質量 2.75 t 酒井重工業（株） ○
1522 振動ローラー TW500Q-1 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株） ○
1523 振動ローラー TW500WQ-1 車両総質量 3.56 t 酒井重工業（株） ○
1524 振動ローラー TW60-AA 車両総質量 5.75 t 酒井重工業（株）
1525 振動ローラー SW60-AA 車両総質量 6.55 t 酒井重工業（株）
1526 振動ローラー SW650 車両総質量 7.1 t 酒井重工業（株）
1527 振動ローラー SW650B 車両総質量 8 t 酒井重工業（株）
1528 振動ローラー SW650N 車両総質量 7.4 t 酒井重工業（株）
1529 振動ローラー SW650V 車両総質量 7.6 t 酒井重工業（株）
1530 振動ローラー SW650VS 車両総質量 7.2 t 酒井重工業（株）
1531 振動ローラー N3-AA 車両総質量 7.1 t 酒井重工業（株）
1574 振動ローラー CC150C 車両総質量 3～4 t 日立建機（株）
1575 振動ローラー CC150CW 車両総質量 3～4 t 日立建機（株）
1576 振動ローラー CC150C 車両総質量 3～4 t 日立建機ダイナパック（株）
1576 振動ローラー CC150C 車両総質量 3～4 t （株）日立建機カミーノ
1577 振動ローラー CC150CW 車両総質量 3～4 t 日立建機ダイナパック（株）
1577 振動ローラー CC150CW 車両総質量 3～4 t （株）日立建機カミーノ
1596 振動ローラー BW131ACW-2 車両総質量 3～4 t ボーマクジャパン（株）
1596 振動ローラー BW131ACW-2 車両総質量 3～4 t コベルコ建機（株）
1597 振動ローラー BW131AC-2 車両総質量 3～4 t ボーマクジャパン（株）
1597 振動ローラー BW131AC-2 車両総質量 3～4 t コベルコ建機（株）
1598 振動ローラー BW131AD-2 車両総質量 3～5 t ボーマクジャパン（株）
1598 振動ローラー BW131AD-2 車両総質量 3～5 t コベルコ建機（株）
1599 振動ローラー BW123AC 車両総質量 3～4 t ボーマクジャパン（株）
1599 振動ローラー BW123AC 車両総質量 3～4 t コベルコ建機（株）
1600 振動ローラー BW170AD 車両総質量 8～10 t ボーマクジャパン（株）
1600 振動ローラー BW170AD 車両総質量 8～10 t コベルコ建機（株）
1647 振動ローラー SG350-A 車両総質量 2.75 t 酒井重工業（株） ○
1648 振動ローラー TG350-A 車両総質量 2.55 t 酒井重工業（株） ○
1649 振動ローラー TW350-A 車両総質量 2.45 t 酒井重工業（株）
1650 振動ローラー TW350 車両総質量 2.45 t 酒井重工業（株）
1651 振動ローラー TW500-A 車両総質量 3.6 t 酒井重工業（株）
1652 振動ローラー TW500 車両総質量 3.6 t 酒井重工業（株）
1653 振動ローラー SW60S-AA 車両総質量 7.55 t 酒井重工業（株）
1703 振動ローラー CC135C 車両総質量 2.5 t 日立建機（株） ○
1704 振動ローラー CC135C 車両総質量 2.5 t 日立建機ダイナパック（株） ○
1704 振動ローラー CC135C 車両総質量 2.5 t （株）日立建機カミーノ ○
1800 振動ローラー BW115AC-2 車両総質量 2.4～2.5 t ボーマクジャパン（株） ○
1800 振動ローラー BW115AC-2 車両総質量 2.4～2.5 t コベルコ建機（株） ○
1801 振動ローラー BW115AD-2 車両総質量 2.5～2.8 t ボーマクジャパン（株） ○
1801 振動ローラー BW115AD-2 車両総質量 2.5～2.8 t コベルコ建機（株） ○
1802 振動ローラー BW123AD 車両総質量 3～5 t ボーマクジャパン（株）
1802 振動ローラー BW123AD 車両総質量 3～5 t コベルコ建機（株）
1814 振動ローラー KV3WB 車両総質量 2.4～2.5 t 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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
1814 振動ローラー KV3WB 車両総質量 2.4～2.5 t （株）KCM ○
1815 振動ローラー KV3SB 車両総質量 2.5～2.8 t 川崎重工業（株） ○
1815 振動ローラー KV3SB 車両総質量 2.5～2.8 t （株）KCM ○
1816 振動ローラー CV4-ⅢS 車両総質量 3.6 t 関東鉄工（株） ○
1844 振動ローラー SW200 車両総質量 1.33 t 酒井重工業（株）
1845 振動ローラー SW230 車両総質量 1.48 t 酒井重工業（株）
1846 振動ローラー TW650 車両総質量 6.5 t 酒井重工業（株）
1847 振動ローラー TW650N 車両総質量 6.65 t 酒井重工業（株）
1848 振動ローラー SW650VS 車両総質量 7.2 t 酒井重工業（株）
1849 振動ローラー SW650 車両総質量 7.1 t 酒井重工業（株）
1850 振動ローラー SW650B 車両総質量 8.0 t 酒井重工業（株）
1851 振動ローラー SW650N 車両総質量 7.4 t 酒井重工業（株）
1852 振動ローラー SW650V 車両総質量 7.6 t 酒井重工業（株）
1853 振動ローラー SW750 車両総質量 9.15 t 酒井重工業（株）
1854 振動ローラー SW750B 車両総質量 9.95 t 酒井重工業（株）
1855 振動ローラー SW750H 車両総質量 10.0 t 酒井重工業（株）
1856 振動ローラー SW750N 車両総質量 9.15 t 酒井重工業（株）
1857 振動ローラー SW750V 車両総質量 9.64 t 酒井重工業（株）
1858 振動ローラー SW750VS 車両総質量 9.25 t 酒井重工業（株）
1859 振動ローラー SW750-A 車両総質量 9.15 t 酒井重工業（株）
1860 振動ローラー SW750 車両総質量 9.15 t 酒井重工業（株）
1861 振動ローラー SW750B 車両総質量 9.95 t 酒井重工業（株）
1862 振動ローラー SW750H 車両総質量 10.0 t 酒井重工業（株）
1863 振動ローラー SW750N 車両総質量 9.15 t 酒井重工業（株）
1864 振動ローラー SW750V 車両総質量 9.64 t 酒井重工業（株）
1865 振動ローラー SW750VS 車両総質量 9.25 t 酒井重工業（株）
1866 振動ローラー SV510D-1 車両総質量 10.8 t 酒井重工業（株）
1867 振動ローラー SV510DV-1 車両総質量 11.3 t 酒井重工業（株）
1889 振動ローラー HW30VW-5 車両総質量 2.52 t 住友建機製造（株） ○
1889 振動ローラー HW30VW-5 車両総質量 2.52 t 住友建機（株） ○
1890 振動ローラー HW41VW-5 車両総質量 3.6 t 住友建機製造（株） ○
1890 振動ローラー HW41VW-5 車両総質量 3.6 t 住友建機（株） ○
1917 振動ローラー CC135 車両総質量 2.8 t 日立建機（株） ○
1918 振動ローラー CC150 車両総質量 4.1 t 日立建機（株） ○
1922 振動ローラー CC135 車両総質量 2.8 t 日立建機ダイナパック（株） ○
1922 振動ローラー CC135 車両総質量 2.8 t （株）日立建機カミーノ ○
1923 振動ローラー CC150 車両総質量 4.1 t 日立建機ダイナパック（株） ○
1923 振動ローラー CC150 車両総質量 4.1 t （株）日立建機カミーノ ○
1980 振動ローラー TC420W-1 車両総質量 3.6 t （株）タイキョク ○
1996 振動ローラー CC150CW-2 車両総質量 3.6 t 日立建機（株） ○
2074 振動ローラー SW350 車両総質量 2.78 t 酒井重工業（株）
2075 振動ローラー SW350-A 車両総質量 2.78 t 酒井重工業（株）
2076 振動ローラー SW500 車両総質量 4.1 t 酒井重工業（株）
2077 振動ローラー SW500-A 車両総質量 4.1 t 酒井重工業（株）
2078 振動ローラー TW200 車両総質量 1.23 t 酒井重工業（株）
2079 振動ローラー TW230 車両総質量 1.31 t 酒井重工業（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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
2080 振動ローラー TW500W 車両総質量 3.62 t 酒井重工業（株）
2081 振動ローラー TW500W-A 車両総質量 3.62 t 酒井重工業（株）
2082 振動ローラー TG500 車両総質量 3.9 t 酒井重工業（株）
2083 振動ローラー TG500-A 車両総質量 3.9 t 酒井重工業（株）
2084 振動ローラー TW500 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2085 振動ローラー TW500-A 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2086 振動ローラー TW500W 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2087 振動ローラー TW500W-A 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2088 振動ローラー TW750 車両総質量 8.0 t 酒井重工業（株）
2089 振動ローラー TW750-A 車両総質量 8.0 t 酒井重工業（株）
2128 振動ローラー CC150CW-2 車両総質量 3.6 t 日立建機ダイナパック（株） ○
2128 振動ローラー CC150CW-2 車両総質量 3.6 t （株）日立建機カミーノ ○
2144 振動ローラー BW180AD 車両総質量 11 t ボーマクジャパン（株）
2144 振動ローラー BW180AD 車両総質量 11 t コベルコ建機（株）
2184 振動ローラー KTSV01 車両総質量 3.5 t 関東鉄工（株）
2220 振動ローラー TW70CH-AA 車両総質量 6.25 t 酒井重工業（株）
2244 振動ローラー CS-583C-E 車両総質量 15.6 t 新キャタピラー三菱（株）
2244 振動ローラー CS-583C-E 車両総質量 15.6 t キャタピラージャパン（株）
2273 振動ローラー HW41VC-2 車両総質量 3.67 t 住友建機製造（株） ○
2273 振動ローラー HW41VC-2 車両総質量 3.67 t 住友建機（株） ○
2274 振動ローラー HW41VW-2 車両総質量 3.67 t 住友建機製造（株） ○
2274 振動ローラー HW41VW-2 車両総質量 3.67 t 住友建機（株） ○
2433 振動ローラー HD O75V 車両総質量 7 t ヴィルトゲン・ジャパン（株）
2434 振動ローラー DV O6V Super 車両総質量 7 t ヴィルトゲン・ジャパン（株）
2439 振動ローラー KTSV04 車両総質量 4 t 関東鉄工（株）
2440 振動ローラー KTSV05 車両総質量 2.5 t 関東鉄工（株）
2441 振動ローラー KTBV03 車両総質量 4 t 関東鉄工（株）
2442 振動ローラー KTSV02 車両総質量 4 t 関東鉄工（株）
2467 振動ローラー TW450 車両総質量 3.53 t 酒井重工業（株）
2468 振動ローラー TW450W 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2469 振動ローラー SG500 車両総質量 4 t 酒井重工業（株）
2470 振動ローラー TW450-A 車両総質量 3.53 t 酒井重工業（株）
2471 振動ローラー TW450W-A 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2472 振動ローラー SG500-A 車両総質量 4 t 酒井重工業（株）
2489 振動ローラー HW30VW 車両総質量 2.5 t 住友建機製造（株）
2489 振動ローラー HW30VW 車両総質量 2.5 t 住友建機（株）
2685 振動ローラー HW40VC 車両総質量 3.64 t 住友建機製造（株）
2685 振動ローラー HW40VC 車両総質量 3.64 t 住友建機（株）
2690 振動ローラー KTSV07 車両総質量 2.5 t 関東鉄工（株）
2691 振動ローラー KTSV06 車両総質量 6 t 関東鉄工（株）
2706 振動ローラー BW213D-3 車両総質量 12.54 t ボーマクジャパン（株）
2706 振動ローラー BW213D-3 車両総質量 12.54 t コベルコ建機（株）
2707 振動ローラー BW213DH-3VARIO 車両総質量 14.8 t ボーマクジャパン（株）
2707 振動ローラー BW213DH-3VARIO 車両総質量 14.8 t コベルコ建機（株）
2717 振動ローラー SW500 車両総質量 4.15 t 酒井重工業（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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
2718 振動ローラー SW651 車両総質量 7.1 t 酒井重工業（株）
2720 振動ローラー TW500W-AA 車両総質量 3.55 t 酒井重工業（株）
2730 振動ローラー HD O70V 車両総質量 6.75 t ヴィルトゲン・ジャパン（株） ○
2779 振動ローラー BW219DH-3 車両総質量 19.365 t ボーマクジャパン（株）
2779 振動ローラー BW219DH-3 車両総質量 19.365 t コベルコ建機（株）
2852 振動ローラー KTDV08 車両総質量 8 t 関東鉄工（株）
2853 振動ローラー KTSV09 車両総質量 3.6 t 関東鉄工（株）
2878 振動ローラー BW141AD-2A 車両総質量 6.855 t ボーマクジャパン（株）
2878 振動ローラー BW141AD-2A 車両総質量 6.855 t コベルコ建機（株）
2879 振動ローラー BW144AD-2A 車両総質量 7.375 t ボーマクジャパン（株）
2879 振動ローラー BW144AD-2A 車両総質量 7.375 t コベルコ建機（株）
2895 振動ローラー JV25CW-3 車両総質量 2.4 t （株）小松製作所
2896 振動ローラー JV25DW-3 車両総質量 2.6 t （株）小松製作所
2943 振動ローラー SV512D 車両総質量 11.05 t   酒井重工業（株）
2945 振動ローラー SV512DV 車両総質量 11.55 t   酒井重工業（株）
2946 振動ローラー SW651B 車両総質量 8 t   酒井重工業（株）
2947 振動ローラー SW651ND 車両総質量 7.4 t   酒井重工業（株）
2963 振動ローラー CB-334E 車両総質量 3.8 t   新キャタピラー三菱（株） ○
2963 振動ローラー CB-334E 車両総質量 3.8 t   キャタピラージャパン（株） ○
2964 振動ローラー CB-335E 車両総質量 3.5 t   新キャタピラー三菱（株） ○
2964 振動ローラー CB-335E 車両総質量 3.5 t   キャタピラージャパン（株） ○
2965 振動ローラー CS-563E 車両総質量 11.45 t   新キャタピラー三菱（株）
2965 振動ローラー CS-563E 車両総質量 11.45 t   キャタピラージャパン（株）
2966 振動ローラー CS-583E 車両総質量 15.43 t   新キャタピラー三菱（株）
2966 振動ローラー CS-583E 車両総質量 15.43 t   キャタピラージャパン（株）
3022 振動ローラー HD O75V-1 車両総質量 7.25 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株） ○
3023 振動ローラー HD 75-1 車両総質量 6.65 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株） ○
3024 振動ローラー HD 75.4-1 車両総質量 7.15 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株） ○
3072 振動ローラー JV40CW-5E0 車両総質量 4 t （株）小松製作所
3073 振動ローラー JV40DW-5E0 車両総質量 4 t （株）小松製作所
3137 振動ローラー SB-CC222 車両総質量 7.6 t 日立建機ダイナパック（株）
3137 振動ローラー SB-CC222 車両総質量 7.6 t （株）日立建機カミーノ
3138 振動ローラー SB-CC232 車両総質量 8.5 t 日立建機ダイナパック（株）
3138 振動ローラー SB-CC232 車両総質量 8.5 t （株）日立建機カミーノ
3141 振動ローラー SB-CC222 車両総質量 7.6 t 日立建機（株）
3142 振動ローラー SB-CC232 車両総質量 8.5 t 日立建機（株）
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）
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）
3217 振動ローラー SC-CA252D 車両総質量 10.6 t 日立建機（株）
3218 振動ローラー SC-CA252D 車両総質量 10.6 t 日立建機ダイナパック（株）
3218 振動ローラー SC-CA252D 車両総質量 10.6 t （株）日立建機カミーノ
3230 振動ローラー 3410 車両総質量 10.33 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
3253 振動ローラー TW250-1 車両総質量 1.38 t   酒井重工業（株） ○
3254 振動ローラー TW352 車両総質量 2.64 t   酒井重工業（株） ○
3255 振動ローラー SW352 車両総質量 2.94 t   酒井重工業（株） ○
3256 振動ローラー TW502 車両総質量 3.54 t   酒井重工業（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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
3263 振動ローラー BW211D-4 車両総質量 10.95 t   ボーマクジャパン（株）
3263 振動ローラー BW211D-4 車両総質量 10.95 t   コベルコ建機（株）
3294 振動ローラー SW502 車両総質量 4.09 t   酒井重工業（株）
3295 振動ローラー SW652B 車両総質量 8 t   酒井重工業（株）
3296 振動ローラー SW652 車両総質量 7.1 t   酒井重工業（株）
3297 振動ローラー SW652ND 車両総質量 7.4 t   酒井重工業（株）
3324 振動ローラー CC150C-2 車両総質量 3.55 t   日立建機（株） ○
3334 振動ローラー HD O120V 車両総質量 11.22 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
3335 振動ローラー HD 120 車両総質量 11.25 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
3343 振動ローラー SV900TV 車両総質量 19.7 t   酒井重工業（株）
3396 振動ローラー SW200-1 車両総質量 1.33 t   酒井重工業（株） ○
3397 振動ローラー SW250-1 車両総質量 1.55 t   酒井重工業（株） ○
3398 振動ローラー CV550D 車両総質量 13.94 t   酒井重工業（株）
3399 振動ローラー CV550DV 車両総質量 14.44 t   酒井重工業（株）
3423 振動ローラー BW141AD-4AM 車両総質量 8.7 t   ボーマクジャパン（株）
3423 振動ローラー BW141AD-4AM 車両総質量 8.7 t   コベルコ建機（株）
3424 振動ローラー BW202AD-4 車両総質量 11.6 t   ボーマクジャパン（株）
3424 振動ローラー BW202AD-4 車両総質量 11.6 t   コベルコ建機（株）
3492 振動ローラー BW141AD-4 車両総質量 8.4 t   ボーマクジャパン（株）
3492 振動ローラー BW141AD-4 車両総質量 8.4 t   コベルコ建機（株）
3545 振動ローラー CB-334E (C3E) 車両総質量 4 t   新キャタピラー三菱（株） ○
3545 振動ローラー CB-334E (C3E) 車両総質量 4 t   キャタピラージャパン（株） ○
3546 振動ローラー CB-335E (C3F) 車両総質量 3.7 t   新キャタピラー三菱（株） ○
3546 振動ローラー CB-335E (C3F) 車両総質量 3.7 t   キャタピラージャパン（株） ○
3587 振動ローラー HD 8 VV 車両総質量 1.445 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
3588 振動ローラー HD 10C VV 車両総質量 1.575 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
3593 振動ローラー CC135C-3 車両総質量 2.78 t   （株）日立建機カミーノ
3594 振動ローラー CC150C-3 車両総質量 3.6 t   （株）日立建機カミーノ
3595 振動ローラー CC135C-3 車両総質量 2.78 t   日立建機（株）
3596 振動ローラー CC150C-3 車両総質量 3.6 t   日立建機（株）
3597 振動ローラー HW30VWH 車両総質量 2.78 t   住友建機製造（株）
3597 振動ローラー HW30VWH 車両総質量 2.78 t   住友建機（株）
3598 振動ローラー HW41VWH 車両総質量 3.6 t   住友建機製造（株）
3598 振動ローラー HW41VWH 車両総質量 3.6 t   住友建機（株）
3599 振動ローラー HW30VW-5B 車両総質量 2.52 t   住友建機製造（株） ○
3599 振動ローラー HW30VW-5B 車両総質量 2.52 t   住友建機（株） ○
3600 振動ローラー HW41VW-5B 車両総質量 3.6 t   住友建機製造（株） ○
3600 振動ローラー HW41VW-5B 車両総質量 3.6 t   住友建機（株） ○
3611 振動ローラー MW700 車両総質量 8.73 t   酒井重工業（株）
3612 振動ローラー TW200-1 車両総質量 1.23 t   酒井重工業（株） ○
3613 振動ローラー TW230-1 車両総質量 1.31 t   酒井重工業（株） ○
3614 振動ローラー SV512T 車両総質量 11.4 t   酒井重工業（株）
3615 振動ローラー SV512TF 車両総質量 13.55 t   酒井重工業（株）
3663 振動ローラー BW219DH-4 車両総質量 19.2 t   ボーマクジャパン（株）
3663 振動ローラー BW219DH-4 車両総質量 19.2 t   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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
3708 振動ローラー CC135-3 車両総質量 3.06 t   日立建機（株）
3709 振動ローラー CC150-3 車両総質量 4.13 t   日立建機（株）
3710 振動ローラー CC135C-3C 車両総質量 2.78 t   日立建機（株） ○
3710 振動ローラー CC135C-3A 車両総質量 2.78 t   日立建機（株） ○
3711 振動ローラー CC150C-3C 車両総質量 3.6 t   日立建機（株） ○
3711 振動ローラー CC150C-3A 車両総質量 3.6 t   日立建機（株） ○
3712 振動ローラー HW30VSH 車両総質量 3.06 t   住友建機製造（株）
3712 振動ローラー HW30VSH 車両総質量 3.06 t   住友建機（株）
3713 振動ローラー HW41VSH 車両総質量 4.13 t   住友建機製造（株）
3713 振動ローラー HW41VSH 車両総質量 4.13 t   住友建機（株）
3714 振動ローラー HW30VWH-2 車両総質量 2.78 t   住友建機製造（株） ○
3714 振動ローラー HW30VWH-2 車両総質量 2.78 t   住友建機（株） ○
3715 振動ローラー HW41VWH-2 車両総質量 3.6 t   住友建機製造（株） ○
3715 振動ローラー HW41VWH-2 車両総質量 3.6 t   住友建機（株） ○
3716 振動ローラー CC135-3 車両総質量 3.06 t   （株）日立建機カミーノ
3717 振動ローラー CC150-3 車両総質量 4.13 t   （株）日立建機カミーノ
3717 振動ローラー CC150-3 車両総質量 4.13 t   （株）日立建機カミーノ
3718 振動ローラー CC135C-3C 車両総質量 2.78 t   （株）日立建機カミーノ ○
3719 振動ローラー CC150C-3C 車両総質量 3.6 t   （株）日立建機カミーノ ○
3801 振動ローラー CC135-3A 車両総質量 3.06 t   （株）日立建機カミーノ ○
3802 振動ローラー CC150-3A 車両総質量 4.13 t   （株）日立建機カミーノ ○
3803 振動ローラー HW30VSH-2 車両総質量 3.06 t   住友建機製造（株） ○
3803 振動ローラー HW30VSH-2 車両総質量 3.06 t   住友建機（株） ○
3804 振動ローラー HW41VSH-2 車両総質量 4.13 t   住友建機製造（株） ○
3804 振動ローラー HW41VSH-2 車両総質量 4.13 t   住友建機（株） ○
3822 振動ローラー SW352-1 車両総質量 2.94 t   酒井重工業（株）
3823 振動ローラー SW502-1 車両総質量 4.09 t   酒井重工業（株）
3824 振動ローラー TW352-1 車両総質量 2.64 t   酒井重工業（株）
3825 振動ローラー TW502-1 車両総質量 3.54 t   酒井重工業（株）
3859 振動ローラー CC135-3A 車両総質量 3.06 t   日立建機（株） ○
3860 振動ローラー CC150-3A 車両総質量 4.13 t   日立建機（株） ○
3874 振動ローラー BW115AD-3 車両総質量 2.9 t   ボーマクジャパン（株） ○
3874 振動ローラー BW115AD-3 車両総質量 2.9 t   コベルコ建機（株） ○
3875 振動ローラー BW131AD-3 車両総質量 4 t   ボーマクジャパン（株）
3875 振動ローラー BW131AD-3 車両総質量 4 t   コベルコ建機（株）
3876 振動ローラー BW115AC-3 車両総質量 2.53 t   ボーマクジャパン（株） ○
3876 振動ローラー BW115AC-3 車両総質量 2.53 t   コベルコ建機（株） ○
3877 振動ローラー BW131AC-3 車両総質量 3.58 t   ボーマクジャパン（株）
3877 振動ローラー BW131AC-3 車両総質量 3.58 t   コベルコ建機（株）
3878 振動ローラー BW131ACW-3 車両総質量 3.6 t   ボーマクジャパン（株）
3878 振動ローラー BW131ACW-3 車両総質量 3.6 t   コベルコ建機（株）
3879 振動ローラー BW211D-4A 車両総質量 10.95 t   ボーマクジャパン（株）
3879 振動ローラー BW211D-4A 車両総質量 10.95 t   コベルコ建機（株）
3896 振動ローラー JV25DW-6 車両総質量 2.6 t （株）小松製作所 ○
3897 振動ローラー JV40DW-6 車両総質量 4 t （株）小松製作所 ○
3898 振動ローラー JV25CW-6 車両総質量 2.4 t （株）小松製作所 ○
3899 振動ローラー JV40CW-6 車両総質量 4 t （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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
3920 振動ローラー SV510DVC-1 車両総質量 14.44 t   酒井重工業（株）
3950 振動ローラー KV3SC 車両総質量 2.9 t   川崎重工業（株） ○
3950 振動ローラー KV3SC 車両総質量 2.9 t   （株）KCM ○
3951 振動ローラー KV4SC 車両総質量 4 t   川崎重工業（株）
3951 振動ローラー KV4SC 車両総質量 4 t   （株）KCM
3952 振動ローラー KV3WC 車両総質量 2.53 t   川崎重工業（株） ○
3952 振動ローラー KV3WC 車両総質量 2.53 t   （株）KCM ○
3953 振動ローラー KV4C 車両総質量 3.58 t   川崎重工業（株）
3953 振動ローラー KV4C 車両総質量 3.58 t   （株）KCM
3954 振動ローラー KV4WC 車両総質量 3.6 t   川崎重工業（株）
3954 振動ローラー KV4WC 車両総質量 3.6 t   （株）KCM
4000 振動ローラー SV512D-1 車両総質量 11.95 t   酒井重工業（株）
4001 振動ローラー SV512DV-1 車両総質量 12.2 t   酒井重工業（株）
4162 振動ローラー SW652-1 車両総質量 7.1 t   酒井重工業（株）
4203 振動ローラー BW141AD-4AM-A 車両総質量 8.7 t   ボーマクジャパン（株）
4203 振動ローラー BW141AD-4AM-A 車両総質量 8.7 t   コベルコ建機（株）
4266 振動ローラー BW151AD-4AM-A 車両総質量 9.1 t   ボーマクジャパン（株）
4266 振動ローラー BW151AD-4AM-A 車両総質量 9.1 t   コベルコ建機（株）
4296 振動ローラー HD12VT 車両総質量 2.44 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
4302 振動ローラー SV512T-1 車両総質量 11.9 t   酒井重工業（株）
4303 振動ローラー SV512TV-1 車両総質量 12.25 t   酒井重工業（株）
4319 振動ローラー BW141AD-4-A 車両総質量 8.4 t   ボーマクジャパン（株）
4319 振動ローラー BW141AD-4-A 車両総質量 8.4 t   コベルコ建機（株）
4330 振動ローラー HD12VV 車両総質量 2.54 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
4331 振動ローラー HD13VV 車両総質量 3.675 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
4332 振動ローラー HD13VT 車両総質量 3.525 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
4387 振動ローラー BW154AD-4AM-A 車両重量 9.65 ｔ ボーマクジャパン（株）
4387 振動ローラー BW154AD-4AM-A 車両重量 9.65 ｔ コベルコ建機（株）
4388 振動ローラー BW225D-3 車両重量 25.77 ｔ ボーマクジャパン（株）
4388 振動ローラー BW225D-3 車両重量 25.77 ｔ コベルコ建機（株）
4400 振動ローラー KVR40C 車両重量 3.6 ｔ 関東鉄工（株）
4401 振動ローラー KVR40D 車両重量 4.0 ｔ 関東鉄工（株）
4419 振動ローラー SW652ND-1 車両総質量 7.4 t   酒井重工業（株）
4452 振動ローラー 3410A 車両総質量 10.53 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
4456 振動ローラー SV512DH-1 車両総質量 12.8 t   酒井重工業（株）
4457 振動ローラー SV512TH-1 車両総質量 12.75 t   酒井重工業（株）
4458 振動ローラー SW652B-1 車両総質量 8 t   酒井重工業（株）
4495 振動ローラー HV51STK 車両総質量 0.62 t   酒井重工業（株）
4496 振動ローラー HV61STK 車両総質量 0.66 t   酒井重工業（株）
4497 振動ローラー TW502SL-1 車両総質量 3.54 t   酒井重工業（株） ○
4498 振動ローラー MW700-1 車両総質量 8.77 t   酒井重工業（株）
4506 振動ローラー MRH-500DSA 車両総質量 0.602 t   三笠産業（株）
4507 振動ローラー MRH-600DSA 車両総質量 0.648 t   三笠産業（株）
4508 振動ローラー MRH-700DSA 車両総質量 0.75 t   三笠産業（株）
4522 振動ローラー ZC120S 車両総質量 12.025 t   日立建機（株）
4522 振動ローラー ZC120S 車両総質量 12.025 t   （株）日立建機カミーノ
4523 振動ローラー ZV550W 車両総質量 0.64 t   （株）日立建機カミーノ

※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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
4524 振動ローラー ZV650W 車両総質量 0.72 t   （株）日立建機カミーノ
4608 振動ローラー HW30VWH-3 車両総質量 2.78 t   住友建機（株） ○
4609 振動ローラー HW41VWH-3 車両総質量 3.6 t   住友建機（株） ○
4610 振動ローラー MSR5KM-1 車両総質量 0.598 t   （株）明和製作所
4611 振動ローラー MSR6KM-1 車両総質量 0.642 t   （株）明和製作所
4612 振動ローラー MSR5KM-2 車両総質量 0.598 t   （株）明和製作所
4613 振動ローラー MSR6KM-2 車両総質量 0.642 t   （株）明和製作所
4616 振動ローラー HV61STK-1 車両総質量 0.66 t   酒井重工業（株）
4617 振動ローラー HV51STK-1 車両総質量 0.62 t   酒井重工業（株）
4618 振動ローラー ZC35C 車両総質量 2.78 t   日立建機（株） ○
4619 振動ローラー ZC50C 車両総質量 3.6 t   日立建機（株） ○
4620 振動ローラー ZC35C 車両総質量 2.78 t   （株）日立建機カミーノ ○
4621 振動ローラー ZC50C 車両総質量 3.6 t   （株）日立建機カミーノ ○
4626 振動ローラー KV25C 車両総質量 2.7 t   関東鉄工（株）
4627 振動ローラー KV25D 車両総質量 3 t   関東鉄工（株）
4628 振動ローラー H600K 車両総質量 0.65 t   関東鉄工（株）
4629 振動ローラー H650K 車両総質量 0.675 t   関東鉄工（株）
4644 振動ローラー ZC35T 車両総質量 3.06 t   日立建機（株） ○
4645 振動ローラー ZC50T 車両総質量 4.13 t   日立建機（株） ○
4646 振動ローラー ZC35T 車両総質量 3.06 t   （株）日立建機カミーノ ○
4647 振動ローラー ZC50T 車両総質量 4.13 t   （株）日立建機カミーノ ○
4648 振動ローラー HW30VSH-3 車両総質量 3.06 t   住友建機（株） ○
4649 振動ローラー HW41VSH-3 車両総質量 4.13 t   住友建機（株） ○
4694 振動ローラー SV900D-1 車両総質量 19.45 t   酒井重工業（株）
4695 振動ローラー SV900DV-1 車両総質量 19.95 t   酒井重工業（株）
4696 振動ローラー TW502S-1 車両総質量 3.54 t   酒井重工業（株） ○
4711 振動ローラー BW213D1-4 BVC 車両総質量 15.07 t ボーマクジャパン（株）
2777 振動ローラー BW141AD-2VARIO 車両総質量 7.32 t ボーマクジャパン（株）
2777 振動ローラー BW141AD-2VARIO 車両総質量 7.32 t ボーマクジャパン（株）
2778 振動ローラー BW151AD-2VARIO 車両総質量 7.615 t ボーマクジャパン（株）
2778 振動ローラー BW151AD-2VARIO 車両総質量 7.615 t コベルコ建機（株）
4593 振動ローラー BVW57H-A 車両総質量 0.598 ｔ ボーマクジャパン（株）
4593 振動ローラー BVW57H-A 車両総質量 0.598 ｔ コベルコ建機（株）
4594 振動ローラー BVW57H-B 車両総質量 0.598 ｔ ボーマクジャパン（株）
4594 振動ローラー BVW57H-B 車両総質量 0.598 ｔ コベルコ建機（株）
4595 振動ローラー BVW63H-A 車両総質量 0.642 ｔ ボーマクジャパン（株）
4595 振動ローラー BVW63H-A 車両総質量 0.642 ｔ コベルコ建機（株）
4596 振動ローラー BVW63H-B 車両総質量 0.642 ｔ ボーマクジャパン（株）
4596 振動ローラー BVW63H-B 車両総質量 0.642 ｔ コベルコ建機（株）
4829 振動ローラー KV25CS 車両重量 2.7 t 関東鉄工（株） ○
4830 振動ローラー KV25DS 車両重量 3 t 関東鉄工（株） ○
4831 振動ローラー KV40CS 車両重量 3.6 t 関東鉄工（株） ○
4832 振動ローラー KV40DS 車両重量 4 t 関東鉄工（株） ○
4886 振動ローラー SW352S-1 車両総質量 2.94 t   酒井重工業（株） ○
4887 振動ローラー SW502S-1 車両総質量 4.09 t   酒井重工業（株） ○
4888 振動ローラー TW352S-1 車両総質量 2.64 t   酒井重工業（株） ○
4938 振動ローラー HD75.4A 車両総質量 8.025 t   ヴィルトゲン・ジャパン（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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
4970 振動ローラー BW213DI-4 BVC 車両総質量 15.07 t   コベルコ建機（株）
5031 振動ローラー ZC35C-3 車両総質量 2.805 t   日立建機（株） ○
5032 振動ローラー ZC35T-3 車両総質量 3.06 t   日立建機（株） ○
5032 振動ローラー ZC35T-3 車両総質量 3.06 t   日立建機（株） ○
5033 振動ローラー ZC50C-3 車両総質量 3.64 t   日立建機（株） ○
5034 振動ローラー ZC50T-3 車両総質量 4.13 t   日立建機（株） ○
5034 振動ローラー ZC50T-3 車両総質量 4.13 t   日立建機（株） ○
5035 振動ローラー ZC35C-3 車両総質量 2.805 t   （株）日立建機カミーノ ○
5036 振動ローラー ZC35T-3 車両総質量 3.06 t   （株）日立建機カミーノ ○
5036 振動ローラー ZC35T-3 車両総質量 3.06 t   （株）日立建機カミーノ ○
5037 振動ローラー ZC50C-3 車両総質量 3.64 t   （株）日立建機カミーノ ○
5037 振動ローラー ZC50C-3 車両総質量 3.64 t   （株）日立建機カミーノ ○
5038 振動ローラー ZC50T-3 車両総質量 4.13 t   （株）日立建機カミーノ ○
5039 振動ローラー HW30VWH-5 車両総質量 2.805 t   住友建機（株） ○
5040 振動ローラー HW30VSH-5 車両総質量 3.06 t   住友建機（株） ○
5041 振動ローラー HW41VWH-5 車両総質量 3.64 t   住友建機（株） ○
5042 振動ローラー HW41VSH-5 車両総質量 4.13 t   住友建機（株） ○
5096 振動ローラー MRH-501DS 車両総質量 0.548 t   三笠産業（株）
5097 振動ローラー MRH-601DS 車両総質量 0.569 t   三笠産業（株）
5234 振動ローラー SD115 車両総質量 12.155 t   山﨑マシーナリー（株）
5277 振動ローラー HDO70V-a 車両総質量 7.7 t   ヴィルトゲン・ジャパン（株）
5303 振動ローラー SV513D 車両総質量 11.8 t   酒井重工業（株）
5304 振動ローラー HS67ST 車両総質量 0.75 t   酒井重工業（株）
5330 振動ローラー MSR6H 車両総質量 0.627 t   （株）明和製作所 ○
5461 振動ローラー SW654 車両総質量 7.1 t   酒井重工業(株)
5462 振動ローラー CA2500D 車両総質量 10.3 t   アトラスコプコ(株) ○
5509 振動ローラー H11ix 車両総質量 11.335 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株)
5548 振動ローラー SV900T-1 車両総質量 19.65 t   酒井重工業（株）
5549 振動ローラー SV900TV-1 車両総質量 20.16 t   酒井重工業（株）
5562 振動ローラー ZV550WL 車両総質量 0.6 t   （株）日立建機カミーノ
5607 振動ローラー ZC35C-5 車両総質量 2.795 t   日立建機(株) ○
5608 振動ローラー ZC35T-5 車両総質量 3.025 t   日立建機(株) ○
5609 振動ローラー ZC50C-5 車両総質量 3.605 t   日立建機(株) ○
5610 振動ローラー ZC50T-5 車両総質量 4.08 t   日立建機(株) ○
5611 振動ローラー HW30VWH-6 車両総質量 2.795 t   住友建機(株) ○
5612 振動ローラー HW30VSH-6 車両総質量 3.025 t   住友建機(株) ○
5613 振動ローラー HW41VWH-6 車両総質量 3.605 t   住友建機(株) ○
5614 振動ローラー HW41VSH-6 車両総質量 4.08 t   住友建機(株) ○
5615 振動ローラー KV40CSE 車両総質量 3.6 t   関東鉄工(株) ○
5616 振動ローラー KV40CSi 車両総質量 3.6 t   関東鉄工(株) ○
5617 振動ローラー KV40DSi 車両総質量 4 t   関東鉄工(株) ○
5618 振動ローラー H20i 車両総質量 19.675 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株)
5619 振動ローラー HV520 車両総質量 0.62 t   酒井重工業(株) ○
5620 振動ローラー HV620 車両総質量 0.64 t   酒井重工業(株) ○
5621 振動ローラー TW354 車両総質量 2.64 t   酒井重工業(株) ○
5622 振動ローラー SW354 車両総質量 2.94 t   酒井重工業(株) ○
5623 振動ローラー SV512TF-1 車両総質量 14.1 t   酒井重工業(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。



振動ローラー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考諸　　　　　　　　　　　　元
5624 振動ローラー SV513TF 車両総質量 13.9 t   酒井重工業(株)
5679 振動ローラー BW211D-4I 車両総質量 10.950 t   コベルコ建機(株)
5680 振動ローラー TW504 車両総質量 3.54 t   酒井重工業(株) ○
5681 振動ローラー HD+70iVO 車両総質量 7.430 t   ヴィルトゲン・ジャパン(株)
5721 振動ローラー BW115AC-5 車両総質量 2.600 t   コベルコ建機(株) ○
5722 振動ローラー BW131ACW-5 車両総質量 3.500 t   コベルコ建機(株) ○
5818 振動ローラー CS54B 車両総質量 10.8 t キャタピラージャパン（株）
5819 振動ローラー CS56B 車両総質量 11.7 t キャタピラージャパン（株）
5820 振動ローラー CS78B 車両総質量 18.7 t キャタピラージャパン（株）
5821 振動ローラー SW654-ND 車両総質量 7.4 t 酒井重工業（株）
5937 振動ローラー HV58 車両総質量 0.615 t   酒井重工業(株)
5938 振動ローラー SV204T 車両総質量 4.71 t   酒井重工業(株)
5939 振動ローラー BW212D-5 車両総質量 11.45 t   コベルコ建機(株)
6000 振動ローラー H600KS 車両総質量 0.64 t   関東鉄工(株) ○
6001 振動ローラー H650KS 車両総質量 0.67 t   関東鉄工(株) ○
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)

※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。


