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

6579 バックホウ SH480LHD-7 山積容量 1.80 m3 平積容量 1.40 m3 住友建機(株) 　
6580 バックホウ EC220EL 山積容量 0.92 m3 平積容量 0.7 m3 山﨑マシーナリー(株) ○
6581 バックホウ U-30-6A 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 (株)クボタ ○
6582 バックホウ U-30-6A AC 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.07 m3 (株)クボタ 　
6583 バックホウ U-35-6A 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)クボタ ○
6584 バックホウ U-35-6A AC 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.09 m3 (株)クボタ 　
6585 バックホウ 317-S1 山積容量 0.65 m3 平積容量 0.49 m3 キャタピラージャパン(同) ○
6586 バックホウ 340-UHDS1 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.1 m3 キャタピラージャパン(同) ○
6587 バックホウ 352-UHDS1 山積容量 1.9 m3 平積容量 1.4 m3 キャタピラージャパン(同) 　
6588 バックホウ HD1025-7 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.75 m3 (株)加藤製作所 ○
6589 バックホウ HD1025LC-7 山積容量 1.0 m3 平積容量 0.75 m3 (株)加藤製作所 ○
6590 バックホウ PC78US-11 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 (株)小松製作所 ○
6591 トラクターショベル WA470-10 山積容量 4.2 m3 平積容量 3.6 m3 (株)小松製作所 　
6592 ホイールクレーン SR-500LX 吊上能力 51 t吊 平積容量 2.5 m (株)加藤製作所 　
6593 クローラクレーン BME800G-2 吊上能力 80 t吊 × 3.6 m コベルコ建機(株) 　
6594 クローラクレーン URW245LCP2RA1 吊上能力 2.43 t吊 × 1.5 m 古河ユニック(株) 　
6595 クローラクレーン URW245LCP2RA2 吊上能力 2.43 t吊 × 1.5 m 古河ユニック(株) 　
6596 アースオーガー S15-2 オーガ出力 25 kW 掘削径 800 mm (株)シロタ ○
6597 アースオーガー LB24-270 オーガ出力 175 kW 掘削径 1900 mm タップ・ジャパン（株） 　
6598 アースオーガー DHJ30-7 オーガ出力 75.5 kW 掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株) 　
6599 オールケーシング掘削機 SRD-1200H(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 1200 mm 三和機工(株) ○
6600 オールケーシング掘削機 SRD-1500H(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 1500 mm 三和機工(株) ○
6601 オールケーシング掘削機 SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 1500 mm 三和機工(株) ○
6602 オールケーシング掘削機 SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
6603 オールケーシング掘削機 SRD-2000H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
6604 オールケーシング掘削機 SRD-2000HGV(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
6605 オールケーシング掘削機 SRD-2000HⅡ-YS(油圧ユニットSPU-360-KS) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
6606 タイヤローラー GW754 車両総質量 9 t   酒井重工業(株) 　
6607 アスファルトフィニッシャー F1432C5 舗装幅 1.4～3.2 m   範多機械(株) 　
6608 アスファルトフィニッシャー BP25C5 舗装幅 1.4～2.5 m   範多機械(株) 　
6609 アスファルトフィニッシャー HB1432C-5C 舗装幅 1.4～3.2 m   住友建機(株) 　
6610 アスファルトフィニッシャー HB25C-5C 舗装幅 1.4～2.5 m   住友建機(株) 　
6611 コンクリートカッター DRC-200Ⅱ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   日本フレキ産業(株) 　
6612 発動発電機 QAS500VD ST3 定格容量 581 kVA   アトラスコプコ(株) ○
6613 発動発電機 DCA-220LSIE2 定格容量 220 kVA   デンヨー(株) ○
6614 発動発電機 YDG200VSi 定格容量 2 kVA   ヤンマー建機(株) ○
6615 発動発電機 G2300AY-6S 定格容量 2.3 kVA   ヤンマー建機(株) 　
6616 発動発電機 G2300AY-5S 定格容量 2 kVA   ヤンマー建機(株) ○
6617 発動発電機 GV-30isp 定格容量 2.5 kVA   (株)工進 ○

諸　　　　　　　　　　　　元

※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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6618 発動発電機 SDG60LXV-5B1 定格容量 60 kVA 北越工業（株） ○
6619 発動発電機 SDG150LX-5B1 定格容量 150 kVA 北越工業（株） 　


