


一覧（Ｈ２７．３分）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
5475 バックホウ HD823MR-6 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 (株)加藤製作所 ○
5476 バックホウ HD823MRLC-6 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 (株)加藤製作所 ○
5477 トラッククレーン KA-1300R 吊上能力 130 t吊 × 2.5 m (株)加藤製作所 ○
5478 バックホウ ViO80-1A 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 ヤンマー建機(株)
5479 バックホウ SV100-2A 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.24 m3 ヤンマー建機(株)
5480 バックホウ ZX130L-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機(株) ○
5481 バックホウ ZX135USL-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機(株) ○
5482 バックホウ ZX20U-5A 山積容量 0.07 m3 平積容量 0.041 m3 日立建機(株) ○
5483 バックホウ ZX26U-5A 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.047 m3 日立建機(株) ○
5484 バックホウ 020ESR 山積容量 0.060 m3 平積容量 0.041 m3 キャタピラージャパン（株） ○
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）
5486 バックホウ AX20u-6A 山積容量 0.07 m3 平積容量 0.041 m3 北越工業(株) ○
5487 バックホウ AX26u-6A 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.047 m3 北越工業(株) ○
5488 空気圧縮機 PDS185S-5C5 吐出量 5.2 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業(株) ○
5489 空気圧縮機 PDS185SC-5C5 吐出量 5.2 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業(株) ○
5490 バックホウ SK80UR-6E 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 コベルコ建機(株) ○
5491 バックホウ SK10SR-3 山積容量 0.028 m3 平積容量 0.020 m3 コベルコ建機(株) ○
5492 バックホウ SK17SR-5 山積容量 0.050 m3 平積容量 0.035 m3 コベルコ建機(株) ○
5493 バックホウ SK20SR-5V 山積容量 0.066 m3 平積容量 0.047 m3 コベルコ建機(株) ○
5494 バックホウ RX-205 山積容量 0.060 m3 平積容量 0.041 m3 (株)クボタ ○
5495 バックホウ U-30-6 山積容量 0.090 m3 平積容量 0.070 m3 (株)クボタ ○
5496 バックホウ NS35R-3TC 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 長野工業(株) ○
5497 バックホウ NS35R-3 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 長野工業(株) ○
5498 バックホウ NS55R-5TC 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 長野工業(株)
5499 バックホウ NS55R-5 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 長野工業(株)
5500 バックホウ SH480LHD-6 山積容量 1.80 m3 平積容量 1.40 m3 住友建機(株)
5501 バックホウ SH500LHD-6 山積容量 1.80 m3 平積容量 1.40 m3 住友建機(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
5504 アスファルトフィニッシャー F1432W5 舗装幅 1.4～3.2 m   範多機械(株)
5505 アスファルトフィニッシャー BP25W5 舗装幅 1.4～2.5 m   範多機械(株)
5506 アスファルトフィニッシャー F1741W5 舗装幅 1.75～4.1 m   範多機械(株)
5507 アスファルトフィニッシャー BP31W5 舗装幅 1.7～3.1 m   範多機械(株)
5508 クローラークレーン 7120S 吊上能力 120 t吊 × 5 m コベルコクレーン(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)
5510 発動発電機 DCA-13LSYE 定格容量 13 kVA   デンヨー(株) ○
5511 発動発電機 NES45TY3 定格容量 45 kVA   日本車輌製造(株) ○
5512 発動発電機 NES60TK2 定格容量 60 kVA   日本車輌製造(株) ○
5513 発動発電機 NES60TKL2 定格容量 60 kVA   日本車輌製造(株) ○

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ます。



排出ガス対策型建設機械一覧表（第３次基準値）（Ｈ２７．３指定分）

　指定番号 機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式 使用区分 原動機型式

3 - 510 発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-13LSYE 定格容量(kVA) 13 一般用 3TNV84-G

3 - 511 発動発電機 日本車輌製造(株) ディーゼルエンジン駆動 NES45TY3 定格容量(kVA) 45 一般用 3-4TNV98TG

3 - 512 発動発電機 日本車輌製造(株) ディーゼルエンジン駆動 NES60TK2 定格容量(kVA) 60 一般用 V3800-DI-TI-K3A

3 - 513 発動発電機 日本車輌製造(株) ディーゼルエンジン駆動 NES60TKL2 定格容量(kVA) 60 一般用 V3800-DI-TI-K3A

3 - 514 バイブロハンマ（単体） (株)エヌ・アイ・ティ 油圧式・可変超高周波
PVE2312VM（油圧ユ
ニットPVE300）

最大起振力(kN) 700 一般用 TAD952VE

3 - 515 杭打ち用ウォータージェット 調和工業(株) エンジン式 CJ-340ERS ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7 , 900 一般用 P11C-UP

3 - 516 空気圧縮機 北越工業(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 PDS185S-5C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 5.2 , 0.7 一般用 EDM-4TNV88

3 - 517 空気圧縮機 北越工業(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 PDS185SC-5C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 5.2 , 0.7 一般用 EDM-4TNV88

3 - 518 小型バックホウ (株)クボタ クローラ型 RX-205 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.041 , 0.06 一般用 D1105-K3A

3 - 519 小型バックホウ (株)クボタ クローラ型 U-30-6 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.07 , 0.09 一般用 D1703-K3A

3 - 520 小型バックホウ コベルコ建機(株) クローラ型 SK10SR-3 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.02 , 0.028 一般用 3TNV70

3 - 521 小型バックホウ コベルコ建機(株) クローラ型 SK17SR-5 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.035 , 0.050 一般用 3TNV70

3 - 522 小型バックホウ コベルコ建機(株) クローラ型 SK20SR-5V 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.047 , 0.066 一般用 3TNV76

3 - 523 小型バックホウ 日立建機(株） クローラ型 ZX20U-5A 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.041 , 0.07 一般用 3TNV76

3 - 524 小型バックホウ 日立建機(株） クローラ型 ZX26U-5A 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.047 , 0.08 一般用 3TNV76

3 - 525 小型バックホウ キャタピラージャパン(株) クローラ型 020ESR 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.041 , 0.06 一般用 D1105-K3A

3 - 526 小型バックホウ 北越工業(株) クローラ型 AX20u-6A 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.041 , 0.07 一般用 3TNV76

3 - 527 小型バックホウ 北越工業(株) クローラ型 AX26u-6A 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.047 , 0.08 一般用 3TNV76

諸　　　　　　　　元


