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低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について 

 

 

 建設工事に使用する低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進につ

きましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいているところでございます

が、このたび国土交通省より別添のとおり、「低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建

設機械の指定について」の周知方協力依頼がありました。 

つきましては、貴会会員に対し今後とも低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設

機械の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしくお願いいたします。 

 

以 上 

（担当:事業部 吉田） 







一覧（Ｈ２５．１２分）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
5216 バックホウ SK210LC-9 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機（株） ○
5217 バックホウ SK350LC-9 山積容量 1.40 m3 平積容量 1.00 m3 コベルコ建機（株）
5218 バックホウ SK350DLC-9 山積容量 1.40 m3 平積容量 1.00 m3 コベルコ建機（株）
5219 バックホウ SK400DLC-9 山積容量 1.40 m3 平積容量 1.00 m3 コベルコ建機（株）
5220 バックホウ SK550DLC-9 山積容量 1.90 m3 平積容量 1.40 m3 コベルコ建機（株）
5221 バックホウ 25V4 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.061 m3 IHI建機（株） ○
5222 バックホウ 30V4 山積容量 0.09 m3 平積容量 ##### m3 IHI建機（株） ○
5223 バックホウ 35V4 山積容量 0.11 m3 平積容量 ##### m3 IHI建機（株） ○
5224 バックホウ 40V4 山積容量 0.14 m3 平積容量 ##### m3 IHI建機（株）
5225 バックホウ 50V4 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.1 m3 IHI建機（株）
5226 バックホウ 60V4 山積容量 0.18 m3 平積容量 0.11 m3 IHI建機（株）
5227 バックホウ TB153FR 山積容量 0.141 m3 平積容量 0.102 m3 （株）竹内製作所
5228 トラクターショベル TL10 山積容量 0.458 m3 平積容量 0.335 m3 （株）竹内製作所
5229 トラクターショベル TL12 山積容量 0.579 m3 平積容量 0.426 m3 （株）竹内製作所
5230 トラクターショベル 924K 山積容量 2.1 m3 平積容量 1.9 m3 キャタピラージャパン（株） ○
5231 トラクターショベル 930K 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.3 m3 キャタピラージャパン（株） ○
5232 アースオーガー STM-40 オーガ出力 77.8 kW 掘削径 650 mm 三和機材（株） ○
5233 アースドリル SR-20 最大掘削径 1200 mm 最大掘削長 40 m ソイルメックジャパン（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）
5235 クローラークレーン SCX1200-3C3 吊上能力 120 t吊 × 5 m 日立住友重機械建機クレーン（株）

5236 クローラークレーン SCX1500A-3C3 吊上能力 150 t吊 × 4.5 m 日立住友重機械建機クレーン（株）

5237 発動発電機 DCA-45USKE 定格容量 45 kVA   デンヨー（株） ○
5238 発動発電機 DCA-60USIE 定格容量 60 kVA   デンヨー（株） ○
5239 発動発電機 DCA-300LSKE 定格容量 300 kVA   デンヨー（株）
5240 バックホウ ZH200-5B 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株） ○
5241 バックホウ ZH200LC-5B 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株） ○
5242 バックホウ ZH210K-5B 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株） ○
5243 バックホウ ZH210LCK-5B 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機（株） ○

諸　　　　　　　　　　　　元

5244 バックホウ ZX120-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機（株） ○
5245 バックホウ ZX130K-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機（株） ○
5246 バックホウ ZX130KB-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機（株） ○
5247 バックホウ ZX135US-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機（株） ○
5248 バックホウ ZX135USK-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.39 m3 日立建機（株） ○
5249 バックホウ ZX135USOS-5B 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機（株） ○
5250 トラクターショベル ZW30DTK 山積容量 0.40 m3 平積容量 0.34 m3 日立建機（株） ○
5251 トラクターショベル ZW40DTK 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機（株） ○
5252 トラクターショベル ZW50DTK 山積容量 0.60 m3 平積容量 0.51 m3 日立建機（株） ○
5253 バックホウ ViO45-6 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.10 m3 ヤンマー建機（株） ○
5254 バックホウ ViO55-6 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 ヤンマー建機（株） ○
5255 バックホウ ViO80-1 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 ヤンマー建機（株）
5256 バックホウ HB215-2 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 （株）小松製作所 ○
5257 バックホウ HB215LC-2 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.6 m3 （株）小松製作所 ○
5258 バックホウ HD820-6 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 （株）加藤製作所 ○
5259 バックホウ HD820LC-6 山積容量 0.8 m3 平積容量 0.58 m3 （株）加藤製作所 ○
5260 空気圧縮機 PDS185SC-3C5 吐出量 5.2 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業（株） ○
5261 空気圧縮機 PDSF550S-4C5 吐出量 15.6 m3/min 圧力 1.03 MPa 北越工業（株）
5262 空気圧縮機 PDSF550SD-4C5 吐出量 15.6 m3/min 圧力 1.03 MPa 北越工業（株）

※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）（Ｈ２５．１２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 - 458 発動発電機 デンヨー(株) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DCA-45USKE 定格容量(kVA) 45 一般用 V3800-DI-T-K3A

3 - 459 発動発電機 デンヨー(株) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DCA-60USIE 定格容量(kVA) 60 一般用 BJ-4JJ1X

3 - 460 発動発電機 デンヨー(株) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DCA-300LSKE 定格容量(kVA) 300 一般用 SAA6D125E-5-B

3 - 461 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDS185SC-3C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa 5.2 ， 0.7 一般用 EDM-4TNV88

3 - 462 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDSF550S-4C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa 15.6 ， 1.03 一般用 AI-4HK1X

3 - 463 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDSF550SD-4C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa 15.6 ， 1.03 一般用 AI-4HK1X

3 - 464 小型バックホウ IHI建機（株） クローラ型 35V4 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.078 ， 0.11 一般用 3-3TNV88

3 - 465 小型バックホウ IHI建機（株） クローラ型 30V4 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.064 ， 0.09 一般用 3-3TNV88

3 - 466 小型バックホウ IHI建機（株） クローラ型 25V4 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.061 ， 0.08 一般用 S773L-C

諸　　　　　　　　元
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