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

4661 バックホウ ZX225USRTN-Z 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機(株) 低
4662 バックホウ ZX225USRLCTN-Z 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機(株) 低
4663 バックホウ ZX480LCK-3 山積容量 2.1 m3 平積容量 1.5 m3 日立建機(株) 低
4664 アースオーガー SPD03-3 オーガ出力 10 kW 掘削径 318.5 mm 日立建機(株) 低
4665 クローラークレーン TX40UR-3 吊上能力 2.9 t吊 × 1.4 m 日立建機(株) 超
4666 トラッククレーン KA-4000R 吊上能力 400 t吊 × 2.5 m (株)加藤製作所 低
4667 発動発電機 SDG300S-7B1 定格容量 300 kVA 北越工業(株) 低
4668 発動発電機 HP2600SV 定格容量 2.6 kVA 北越工業(株) 超
4669 発動発電機 DGM450MK-P 定格容量 45 kVA (株)やまびこ 超
4670 バックホウ PC30UU-5N1 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 コマツユーティリティ(株) 低
4671 バックホウ PC220-10 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.76 m3 (株)小松製作所 低
4672 バックホウ PC220LC-10 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.76 m3 (株)小松製作所 低
4673 バックホウ PC230-10 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.76 m3 (株)小松製作所 低
4674 バックホウ PC230LC-10 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.76 m3 (株)小松製作所 低
4675 バックホウ PC300-10 山積容量 1.4 m3 平積容量 1 m3 (株)小松製作所 低
4676 バックホウ PC300LC-10 山積容量 1.4 m3 平積容量 1 m3 (株)小松製作所 低
4677 バックホウ PC350-10 山積容量 1.4 m3 平積容量 1 m3 (株)小松製作所 低
4678 バックホウ PC350LC-10 山積容量 1.4 m3 平積容量 1 m3 (株)小松製作所 低
4679 バックホウ PC400-10 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 (株)小松製作所 低
4680 バックホウ PC400LC-10 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 (株)小松製作所 低
4681 バックホウ PC450-10 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 (株)小松製作所 低
4682 バックホウ PC450LC-10 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 (株)小松製作所 低
4683 空気圧縮機 EC15SSB-7 吐出量 1.56 m3/min 吐出圧 0.69 MＰa (株)小松製作所 超
4684 空気圧縮機 EC20SSB-7 吐出量 2.0 m3/min 吐出圧 0.69 MＰa (株)小松製作所 超
4685 発動発電機 EG13BS-7 定格容量 13 kVA   (株)小松製作所 超
4686 発動発電機 EG15BS-7 定格容量 15 kVA   (株)小松製作所 超
4687 発動発電機 EG25BS-5 定格容量 25 kVA   (株)小松製作所 超
4688 発動発電機 KW300D 定格容量 11.4 kVA 溶接機出力 8.74 kW (株)小松製作所 超

4689 油圧式杭圧入引抜機
NEO400α(油圧ユ
ニットTE-200C)

圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）コーワン 超

4690 アスファルトフィニッシャー HTP40W 舗装幅 1.7～4.1 m   住友建機（株） 低
4691 アスファルトフィニッシャー HA50W-7 舗装幅 2.3～5.0 m   住友建機（株） 超
4692 クローラークレーン 6000SLX-C3 吊上能力 500 t吊 × 6 m 日立住友重機械建機クレーン（株） 低

4693 油圧式杭圧入引抜機
PP300C(油圧ユ
ニットEU500A3)

圧入力 3000 ｋＮ 引抜力 3100 ｋＮ (株)技研製作所 超

4694 振動ローラー SV900D-1 車両総質量 19.45 t   酒井重工業(株) 低
4695 振動ローラー SV900DV-1 車両総質量 19.95 t   酒井重工業(株) 低
4696 振動ローラー TW502S-1 車両総質量 3.54 t   酒井重工業(株) 超
4697 バックホウ 305DCR-AC 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(株) 低
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4698 バックホウ 305.5DCR-AC 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(株) 低
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) 低
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) 低
4701 バックホウ 020CR 山積容量 0.066 m3 平積容量 0.049 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4702 バックホウ 020SR 山積容量 0.06 m3 平積容量 0.041 m3 キャタピラージャパン(株) 超
4703 アースオーガー MD-200 オーガ出力 45 kW 掘削径 1200 mm （株）エーコー 低
4704 アースオーガー MD-250 オーガ出力 89 kW 掘削径 1200 mm （株）エーコー 低
4705 トラッククレーン LTM1065NX-2 吊上能力 65 t吊 × 2.1 m リープヘル・ジャパン（株） 超
4706 発動発電機 DCA-25USI3 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) 超
4707 発動発電機 DCA-220LSI 定格容量 220 kVA   デンヨー(株) 超
4708 アースオーガー ECO-JR1 オーガ出力 3.7 kW 掘削径 200 mm （株）東亜利根ボーリング 超
4709 アースオーガー SP-50B オーガ出力 11 kW 掘削径 200 mm （株）東亜利根ボーリング 低
4710 アースオーガー GT3-1000 オーガ出力 11 kW 掘削径 400 mm （株）東亜利根ボーリング 超


