
一覧（Ｈ２８．３分のみ）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
5689 トラクターショベル WA380-8 山積容量 3.4 m3 平積容量 3.0 m3 (株)小松製作所
5690 トラクターショベル WA385-7 山積容量 3.4 m3 平積容量 3.0 m3 (株)小松製作所 ○
5691 トラクターショベル A5SDK5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.14 m3 (株)アイチコーポレーション
5692 トラクターショベル A5SDKL5 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.14 m3 (株)アイチコーポレーション
5693 トラクターショベル A5SDK6 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 (株)アイチコーポレーション
5694 トラクターショベル A5SDKL6 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 (株)アイチコーポレーション
5695 トラクターショベル ZW40-5B 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機(株) ○
5696 トラクターショベル ZW40-5B-AC 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.42 m3 日立建機(株)
5697 トラクターショベル ZW50-5B 山積容量 0.60 m3 平積容量 0.50 m3 日立建機(株) ○
5698 トラクターショベル 950M 山積容量 3.3 m3 平積容量 2.9 m3 キャタピラージャパン(株)
5699 トラクターショベル 962M 山積容量 3.6 m3 平積容量 3.2 m3 キャタピラージャパン(株)
5700 ブルドーザー D3K2-E 運転質量 8.200 t   キャタピラージャパン(株)
5701 バックホウ PC30MR-5 山積容量 0.10 m3 平積容量 0.09 m3 (株)小松製作所 ○
5702 バックホウ PC35MR-5 山積容量 0.12 m3 平積容量 0.11 m3 (株)小松製作所 ○
5703 バックホウ PC35MR-5N0 山積容量 0.12 m3 平積容量 0.11 m3 (株)小松製作所
5704 バックホウ PC45MR-5N0 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.11 m3 (株)小松製作所
5705 バックホウ PC55MR-5N0 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.12 m3 (株)小松製作所
5706 バックホウ B20U 山積容量 0.066 m3 平積容量 0.06 m3 ヤンマー建機(株) ○
5707 バックホウ 050ESR 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.16 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5708 バックホウ 050ESR AC 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.16 m3 キャタピラージャパン(株)
5709 バックホウ 308E2 CR-E 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 キャタピラージャパン(株)
5710 バックホウ 308E2 SR-E 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 キャタピラージャパン(株)
5711 バックホウ RX-306E AC 山積容量 0.09 m3 平積容量 0.06 m3 (株)クボタ
5712 バックホウ U-40-6E 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.1 m3 (株)クボタ ○
5713 バックホウ U-40-6E AC 山積容量 0.14 m3 平積容量 0.1 m3 (株)クボタ
5714 バックホウ U-55-6E 山積容量 0.15 m3 平積容量 0.11 m3 (株)クボタ ○
5715 バックホウ U-55-6E AC 山積容量 0.15 m3 平積容量 0.11 m3 (株)クボタ
5716 バックホウ RX-506 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.16 m3 (株)クボタ ○
5717 バックホウ RX-506 AC 山積容量 0.21 m3 平積容量 0.16 m3 (株)クボタ
5718 バックホウ ZX200X-5B 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機(株) ○
5719 バックホウ ZX200LCX-5B 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.58 m3 日立建機(株) ○
5720 バックホウ SK20UR-6 山積容量 0.066 m3 平積容量 0.06 m3 コベルコ建機(株) ○
5721 振動ローラー BW115AC-5 車両総質量 2.600 t   コベルコ建機(株) ○
5722 振動ローラー BW131ACW-5 車両総質量 3.500 t   コベルコ建機(株) ○
5723 クローラークレーン SCX3500-3C5 吊上能力 350 t吊 × 5.0 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5724 ホイールクレーン KR-50H-F 吊上能力 50 t吊 × 3.0 m (株)加藤製作所
5725 トラッククレーン LTM1075NX 吊上能力 60 t吊 × 2.1 m リープヘル・ジャパン（株） ○
5726 トラッククレーン ATF-100G4(J)-2 吊上能力 100 t吊 × 2.3 m (株)タダノ
5727 バイブロハンマー KLVH-07 起振力 133.4 kN 振動数 1800 cpm （株）エーコー ○
5728 オールケーシング掘削機 SRD-1200H(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 1200 mm 三和機工(株) ○
5729 オールケーシング掘削機 SRD-1500H(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 1500 mm 三和機工(株) ○
5730 オールケーシング掘削機 SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 1500 mm 三和機工(株) ○
5731 オールケーシング掘削機 SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
5732 オールケーシング掘削機 SRD-2000H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 2000 mm 三和機工(株) ○
5733 オールケーシング掘削機 SRD-3000H(油圧ユニットSPU-360-K) 最大掘削径 3000 mm 三和機工(株) ○
5734 アースオーガー PDC-330LWC 全装備最大質量 48.31 t   錦城護謨(株) ○
5735 アースオーガー PDC-330LE 全装備最大質量 49.61 t   錦城護謨(株) ○
5736 アースオーガー DHJ12S-6 オーガ出力 51.5 kW 掘削径 1000 mm 日本車輌製造(株)
5737 発動発電機 NES100TI2 定格容量 100 kVA   日本車輌製造(株) ○
5738 発動発電機 NES125TI2 定格容量 125 kVA   日本車輌製造(株) ○
5739 発動発電機 MGC1001-A 定格容量 0.95 kVA   三菱重工エンジンシステム（株） ○
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5740 発動発電機 MGC900GBA 定格容量 0.85 kVA   三菱重工エンジンシステム（株） ○
5741 発動発電機 MGC900GPA 定格容量 0.85 kVA   三菱重工エンジンシステム（株） ○
5742 発動発電機 MGC2200GA 定格容量 2.2 kVA   三菱重工エンジンシステム（株） ○
5743 発動発電機 EG25BS-6E 定格容量 25 kVA   (株)小松製作所 ○
5744 発動発電機 EG45BS-5E 定格容量 45 kVA   (株)小松製作所 ○
5745 発動発電機 EG60BS-7E 定格容量 60 kVA   (株)小松製作所 ○
5746 発動発電機 EG150BS-8E 定格容量 150 kVA   (株)小松製作所 ○
5747 発動発電機 EG220BS-6E 定格容量 220 kVA   (株)小松製作所 ○
5748 発動発電機 SDG45S-5B2 定格容量 45 kVA 北越工業（株） ○
5749 発動発電機 DCA-25LSKE-D 定格容量 25 kVA   デンヨー(株) ○
5750 発動発電機 DCA-100LSIE-D 定格容量 100 kVA   デンヨー(株) ○
5751 発動発電機 GE-900B 定格容量 0.85 kVA   デンヨー(株) ○
5752 発動発電機 GE-900P 定格容量 0.85 kVA   デンヨー(株) ○
5753 発動発電機 GE-2200P2 定格容量 2.2 kVA   デンヨー(株) ○
5754 空気圧縮機 PDSG900S-4C5 吐出量 24.4 m3/min 圧力 1.4 MPa 北越工業（株）
5755 空気圧縮機 PDSG900SC-4C5 吐出量 24.4 m3/min 圧力 1.4 MPa 北越工業（株）
5756 空気圧縮機 PDSF210S-5C3 吐出量 6.0 m3/min 圧力 1.03 MPa 北越工業（株） ○
5757 空気圧縮機 DIS-140LB-C 吐出量 3.9 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー(株) ○
5758 コンクリートカッター JC-450MT-3 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 38 cm   理研ダイヤモンド工業(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。


