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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（お知らせ） 

 

 

 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 森 

    TEL：03-3551-9396 

     FAX：03-3555-3218 

    e-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 





一覧（Ｈ２６．１２分）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
5436 バックホウ 312E-2 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.38 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5437 バックホウ ZX75UR-5B 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 日立建機(株)
5438 バックホウ ZX75US-5B 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 日立建機(株)
5439 バックホウ ZX75USK-5B 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 日立建機(株)
5440 トラクターショベル ZW80-5B 山積容量 0.9 m3 平積容量 0.7 m3 日立建機(株)
5441 トラクターショベル ZW220HYB-5B 山積容量 3.4 m3 平積容量 2.9 m3 日立建機(株) ○
5442 バックホウ SK75SRD-3E 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 コベルコ建機(株) ○
5443 バックホウ SK75SR-3EF 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 コベルコ建機(株) ○
5444 バックホウ SK80SR+-3E 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 コベルコ建機(株) ○
5445 バックホウ TB260 山積容量 0.168 m3 平積容量 0.127 m3 (株)竹内製作所
5446 バックホウ TB290 山積容量 0.245 m3 平積容量 0.185 m3 (株)竹内製作所
5447 トラクターショベル TL8 山積容量 0.351 m3 平積容量 0.260 m3 (株)竹内製作所
5448 トラクターショベル A5SDK7 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.30 m3 （株）アイチコーポレーション
5449 トラクターショベル A5SDKL7 山積容量 0.32 m3 平積容量 0.30 m3 （株）アイチコーポレーション
5450 トラクターショベル A5SDK8 山積容量 0.34 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5451 トラクターショベル A5SDKL8 山積容量 0.34 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5452 トラクターショベル A5SDK10 山積容量 0.40 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5453 トラクターショベル A5SDKL10 山積容量 0.40 m3 平積容量 0.32 m3 （株）アイチコーポレーション
5454 ホイールクレーン GR-500N-2 吊上能力 50 t吊 × 2.3 m (株)タダノ
5455 ホイールクレーン RK700-2 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m コベルコクレーン（株）
5456 油圧式杭圧入引抜機 CL70A(油圧ユニットEU200H3) 圧入力 686 ｋＮ 引抜力 735 ｋＮ (株)技研製作所 ○
5457 アースオーガー DH758-160M-6 オーガ出力 150 kW 掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株)
5458 オールケーシング掘削機 SPR-120N(油圧ユニットRTP-2S) 最大掘削径 1200 mm 日本車輌製造(株)
5459 オールケーシング掘削機 SRD-2000HG(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
5460 ロードローラー R2-4 車両総質量 10.1 t   酒井重工業(株) ○
5461 振動ローラー SW654 車両総質量 7.1 t   酒井重工業(株)
5462 振動ローラー CA2500D 車両総質量 10.3 t   アトラスコプコ(株) ○
5463 アスファルトフィニッシャー SUPER 1600-3i 舗装幅 2.55～6.5 m   ヴィルトゲン・ジャパン(株)
5464 アスファルトフィニッシャー SUPER 1603-3i 舗装幅 2.55～7.0 m   ヴィルトゲン・ジャパン(株)
5465 バイブロハンマー TS50S 起振力 20.1 kN 振動数 2250 cpm (有)トラスト ○
5466 発動発電機 DAT-200×2LSE 定格容量 3.0 kVA 溶接機出力 7.9 kW デンヨー(株) ○
5467 発動発電機 5.5HGJAE 定格容量 5.5 kVA   (株)シー・エス・エンジニアリング ○
5468 発動発電機 6.5HDKAT 定格容量 6.25 kVA   (株)シー・エス・エンジニアリング ○
5469 発動発電機 10HDKCC 定格容量 10 kVA   (株)シー・エス・エンジニアリング ○
5470 発動発電機 12HDKCD 定格容量 12 kVA   (株)シー・エス・エンジニアリング ○
5471 油圧式杭圧入引抜機 NEO100W（油圧ユニットTE-200C） 圧入力 1,000 ｋＮ 引抜力 1,100 ｋＮ （株）コーワン ○
5472 発動発電機 DGW400DMC-I 定格容量 15 kVA 溶接機出力 13.9 kW （株）やまびこ ○
5473 バックホウ PC78US-10 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 （株）小松製作所
5474 バックホウ PC78UU-10 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.22 m3 （株）小松製作所

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。



バイブロハンマー

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名
V-0004 バイブロハンマー PALSONIC-10 最大起振力 16 tf (株)建調神戸
V-0005 バイブロハンマー PALSONIC-20 最大起振力 25 tf (株)建調神戸
V-0006 バイブロハンマー PALSONIC-25 最大起振力 32 tf (株)建調神戸
V-0007 バイブロハンマー PALSONIC-30 最大起振力 38 tf (株)建調神戸
V-0008 バイブロハンマー PALSONIC-4B 最大起振力 5 tf (株)建調神戸
V-0009 バイブロハンマー PALSONIC-7B 最大起振力 10 tf (株)建調神戸
V-0010 バイブロハンマー SS-10P 最大起振力 16 tf 調和工業（株）
V-0011 バイブロハンマー SS-20P 最大起振力 25 tf 調和工業（株）
V-0012 バイブロハンマー SS-4B 最大起振力 5 tf 調和工業（株）
V-0013 バイブロハンマー SS-7B 最大起振力 10 tf 調和工業（株）
V-0014 バイブロハンマー SR-30 最大起振力 35.4 tf 調和工業（株）
V-0015 バイブロハンマー SR-45 最大起振力 48.3 tf 調和工業（株）
V-0021 バイブロハンマー MR100V02 最大起振力 1000 kN 三和機工(株)
V-0022 バイブロハンマー MR100V03 最大起振力 1000 kN 三和機工(株)
V-0023 バイブロハンマー SR-65 最大起振力 707.3 kN 調和工業（株）
V-0024 バイブロハンマー HR-80 最大起振力 803 kN 調和工業（株）
V-0025 バイブロハンマー HHV-07Z 最大起振力 157 kN 調和工業(株)
V-0026 バイブロハンマー BMK-60 最大起振力 580 kN （株）エーコ-
V-0027 バイブロハンマー TS50S 最大起振力 20.1 kN （有）トラスト

諸　　　　　　　　　　　　元



排出ガス対策型建設機械一覧表（第３次基準値）（Ｈ２６．１２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 - 505 電気溶接機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン付 DAT-200×2LSE 定格電流(Ａ) 260 一般用 D902-K3A

3 - 506
全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機(硬
質地盤用)

三和機工（株） 据置式 SRD-2000HG 最大掘削径(㎜) 2000 一般用 SAA6D125E-5-A

3 - 507 発動発電機(溶接機併用) (株)やまびこ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 DGW400DMC-I 定格容量(KVA),定格電流(Ａ) 15 , 390 一般用 D902-K3A

3 - 508 バイブロハンマ(単体) 調和工業(株) 油圧式・可変超高周波型 SR-30 最大起振力(kN) 347.3 一般用 QSL9-3A

3 - 509 振動ローラ 関東鉄工(株) 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 KV40CSE 質  量(ｔ) 3.6 一般用 D1703-DI-K3A

諸　　　　　　　　元




