
　　別表（低騒音型建設機械）
指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考

4327 バックホウ 313D CR-SSS 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4328 バックホウ 315D L-MS 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) 低
4329 バックホウ 320D-E-RF 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) 低
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） 低
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） 低
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) 低
4333 発動発電機 EF16HiS 定格容量 1.6 kVA   ヤマハモーターパワープロダクツ（株） 超
4334 発動発電機 EF1600iS 定格容量 1.6 kVA   ヤマハモーターパワープロダクツ（株） 超
4335 発動発電機 EF4000iSE 定格容量 4 kVA   ヤマハモーターパワープロダクツ（株） 超
4336 発動発電機 EF5500iSDE 定格容量 5.5 kVA   ヤマハモーターパワープロダクツ（株） 低
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） 超
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） 超
4339 アースオーガー SGX120S-2C3 オーガ出力 90 kW   日立住友重機械建機クレーン（株） 低
4340 クローラークレーン SCX900HD-2C3 吊上能力 90 t吊 × 4 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 低
4341 バックホウ 40VZ 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.078 m3 ＩＨＩ建機(株) 低
4342 バックホウ SK135SRD-2T 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機（株） 超
4343 バックホウ SK235SRD-2T 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機（株） 超
4344 バックホウ U-40-6 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 (株)クボタ 超
4345 バックホウ U-40-6AC 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 (株)クボタ 低
4346 バックホウ U-55-6 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.12 m3 (株)クボタ 超
4347 バックホウ U-55-6AC 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.12 m3 (株)クボタ 低
4348 アスファルトフィニッシャー ABG5870 舗装幅 2.5～8.0 m   荒山重機工業（株） 超
4349 アスファルトフィニッシャー F1432W3 舗装幅 1.4～3.2 m   範多機械（株） 低
4350 アスファルトフィニッシャー F1741W3 舗装幅 1.7～4.1 m   範多機械（株） 低
4351 アスファルトフィニッシャー F1432C3 舗装幅 1.4～3.2 m   範多機械（株） 低
4352 アスファルトフィニッシャー F1741C2B 舗装幅 1.7～4.1 m   範多機械（株） 低
4353 アスファルトフィニッシャー HB1432W-5B 舗装幅 1.4～3.2 m   住友建機製造（株） 低
4354 アスファルトフィニッシャー HB1741W-5B 舗装幅 1.7～4.1 m   住友建機製造（株） 低
4355 アスファルトフィニッシャー HB1432C-5B 舗装幅 1.4～3.2 m   住友建機製造（株） 低
4356 アスファルトフィニッシャー HB1741C-5B 舗装幅 1.7～4.1 m   住友建機製造（株） 低
4357 アスファルトフィニッシャー HA90C 舗装幅 3.0～9.0 m   住友建機製造(株) 低
4358 ロードローラー HM125H-2 車両総質量 10.155 t   住友建機製造（株） 超
4359 ロードローラー CS125-3 車両総質量 10.155 t   日立建機(株) 超
4360 ロードローラー CS125-3 車両総質量 10.155 t   （株）日立建機カミーノ 超
4361 発動発電機 DCA-45LSKB 定格容量 45 kVA   デンヨー(株) 超
4362 発動発電機 DCA-150LSKB 定格容量 150 kVA   デンヨー(株) 超
4363 空気圧縮機 DIS-110VPB 吐出量 12.2 m3/min 圧力 1.03 MPa デンヨー(株) 超
4364 ホイールクレーン KR-70H-LM 吊上能力 60 t吊 × 3 m (株)加藤製作所 低
4365 バックホウ ZX30U-3U 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 日立建機(株) 低
4366 バックホウ ZX35U-3U 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.075 m3 日立建機(株) 低
4367 バックホウ ZX40U-3U 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.098 m3 日立建機(株) 低
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4368 バックホウ ZX50U-3U 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.108 m3 日立建機(株) 低
4369 バックホウ HD823MRV 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 (株)加藤製作所 超
4370 バックホウ HD823MRVLC 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 (株)加藤製作所 超
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 低
4372 クローラークレーン LC1385M-8 吊上能力 4.9 t吊 × 3.2 m (株)前田製作所 超
4373 クローラークレーン MC-405C 吊上能力 2.98 t吊 × 3.5 m (株)前田製作所 低
4374 バックホウ PC78UU-8 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 (株)小松製作所 低
4375 バックホウ PC228US-8 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
4376 バックホウ PC228USLC-8 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
4377 バックホウ PC200-8E0 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 (株)小松製作所 超
4378 空気圧縮機 PDS175SC-5C1 吐出容量 5 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 超
4379 空気圧縮機 PDS175S-5C1 吐出容量 5 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 超
4380 空気圧縮機 PDS265SC-5B2 吐出容量 7.5 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 超
4381 空気圧縮機 PDS265S-5B2 吐出容量 7.5 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 超
4382 空気圧縮機 PDS265SC-4B2 吐出容量 7.5 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 超
4383 空気圧縮機 PDS265S-4B2 吐出容量 7.5 m3/min 吐出圧力 0.69 MPa 北越工業(株) 超
4384 空気圧縮機 PDSG500S-4B1 吐出容量 14.2 m3/min 吐出圧力 1.38 MPa 北越工業(株) 低
4385 発動発電機 EU26i 定格容量 2.6 kVA 本田技研工業(株) 超
4386 バックホウ ZX75UＳＴＮ-3 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 日立建機(株) 低


