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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（Ｈ２７．６分のみ）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
5514 空気圧縮機 EC28SSB-1 吐出量 2.8 m3/min 圧力 0.7 MPa (株)小松製作所 ○
5515 空気圧縮機 EC50SSB-5 吐出量 5.1 m3/min 圧力 0.7 MPa (株)小松製作所 ○
5516 バックホウ ZX75USL-5B 山積容量 0.28 m3 平積容量 0.21 m3 日立建機(株)
5517 クローラークレーン MC295CGW 吊上能力 2.98 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5518 クローラークレーン MC295CGR 吊上能力 2.98 t吊 × 1.4 m （株）前田製作所
5519 クローラークレーン CC1485S-1 吊上能力 4.9 t吊 × 3.2 m （株）前田製作所
5520 クローラークレーン CCH2800 吊上能力 280 t吊 × 5 m ＩＨＩ建機(株)
5521 バックホウ 25V4-F 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.061 m3 ＩＨＩ建機(株) ○
5522 バックホウ 55N4 山積容量 0.18 m3 平積容量 0.14 m3 ＩＨＩ建機(株)
5523 バックホウ SK30UR-6 山積容量 0.07 m3 平積容量 0.06 m3 コベルコ建機(株) ○
5524 バックホウ 303.5E2 CR 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5525 バックホウ 303.5E2 CR-AC 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.08 m3 キャタピラージャパン(株)
5526 バックホウ 304E2 CR 山積容量 0.13 m3 平積容量 0.09 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5527 バックホウ 305E2 CR 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5528 バックホウ 305.5E2 CR 山積容量 0.16 m3 平積容量 0.11 m3 キャタピラージャパン(株) ○
5529 バックホウ 312F GC 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)
5530 ブルドーザー D3K2-E LGP 運転質量 8.85 t   キャタピラージャパン(株)
5531 トラクターショベル 901C2 山積容量 0.4 m3 平積容量 0.32 m3 キャタピラージャパン(株)
5532 トラクターショベル 902C2 山積容量 0.5 m3 平積容量 0.42 m3 キャタピラージャパン(株)
5533 トラクターショベル 903C2 山積容量 0.6 m3 平積容量 0.5 m3 キャタピラージャパン(株)
5534 トラクターショベル 907M 山積容量 1 m3 平積容量 0.8 m3 キャタピラージャパン(株)
5535 トラクターショベル 910K-2 山積容量 1.3 m3 平積容量 1.1 m3 キャタピラージャパン(株)
5536 トラクターショベル 914K-2 山積容量 1.5 m3 平積容量 1.3 m3 キャタピラージャパン(株)
5537 トラクターショベル L150H 山積容量 4 m3 平積容量 3.1 m3 山﨑マシーナリー(株)
5538 クローラークレーン BM1500G 吊上能力 150 t吊 × 5 m コベルコクレーン（株）
5539 クローラークレーン SCX700-3C5 吊上能力 70 t吊 × 4 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5540 クローラークレーン SDX612-C4 吊上能力 60 t吊 × 3 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5541 クローラークレーン 650TLX-C4 吊上能力 65 t吊 × 3 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5542 アースドリル SDX612-C4 最大掘削径 3000 mm 最大掘削長 63 m 日立住友重機械建機クレーン（株）
5543 油圧式杭圧入引抜機 F101(油圧ユニットEU200L4) 圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）技研製作所 ○
5544 油圧式杭圧入引抜機 F111(油圧ユニットEU300J4) 圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）技研製作所 ○
5545 油圧式杭圧入引抜機 F201(油圧ユニットEU300J4) 圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）技研製作所 ○
5546 油圧式杭圧入引抜機 F301-900(油圧ユニットEU300J4) 圧入力 800 ｋＮ 引抜力 900 ｋＮ （株）技研製作所 ○
5547 アースオーガー GI-50C-4 オーガ出力 20.8 kW 掘削径 800 mm （株） ワイビーエム
5548 振動ローラー SV900T-1 車両総質量 19.65 t   酒井重工業（株）
5549 振動ローラー SV900TV-1 車両総質量 20.16 t   酒井重工業（株）
5550 アスファルトフィニッシャーHB1432W-5C 舗装幅 1.4～3.2 m   住友建機（株）
5551 アスファルトフィニッシャーHB25W-5C 舗装幅 1.4～2.5 m   住友建機（株）
5552 アスファルトフィニッシャーHB1741W-5C 舗装幅 1.75～4.1 m   住友建機（株）
5553 アスファルトフィニッシャーHB31W-5C 舗装幅 1.7～3.1 m   住友建機（株）
5554 アスファルトフィニッシャーSUPER 1800-3i 舗装幅 2.55～10.0 m   ヴィルトゲン・ジャパン(株) ○
5555 コンクリートカッター NFC-200W ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 35.5～55.8 cm   日本フレキ産業(株) ○
5556 コンクリートカッター Bau690 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   仲山鉄工(株)
5557 コンクリートカッター PINA20V2011 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 30.5～55.9 cm   仲山鉄工(株)
5558 発動発電機 DCA-60LSIE-D 定格容量 60 kVA   デンヨー(株) ○
5559 発動発電機 DCA-400LSKE 定格容量 400 kVA   デンヨー(株)
5560 発動発電機 GE-900B2 定格容量 0.9 kVA デンヨー(株) ○
5561 発動発電機 EF900iSGB 定格容量 0.85 kVA   ヤマハモーターパワープロダクツ(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〉（Ｈ27.6のみ）
　指定番号 機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式 使用区分 原動機型式

3 - 528 発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-60LSIE-D 定格容量(kVA) 60 一般用 BJ-4JJ1X

3 - 529 発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-400LSKE 定格容量(kVA) 400 一般用 SAA6D140E-5-C

3 - 530 全回転型オールケーシング掘削機 日本車輌製造(株) 据置式 SPR-120N 最大掘削径(㎜) 1200 一般用 J08E-TM

3 - 531 空気圧縮機 (株)小松製作所 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 EC28SSB-1 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 3 , 0.7 一般用 D1105-K3B

3 - 532 空気圧縮機 (株)小松製作所 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 EC50SSB-5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 5 , 0.7 一般用 V2403-K3A

3 - 533 ボーリングマシン (株)ワイビーエム ロータリーバイブレーション式・クローラ型 ECO-1VⅣ-CF kW級 11 一般用 3TNV70

3 - 534 小型バックホウ コベルコ建機(株) クローラ型 SK30UR-6 平積ｍ３,山積ｍ３ 0 , 0.07 一般用 3-3TNV82A

3 - 535 小型バックホウ 日立建機(株) クローラ型 ZX30U-5B 平積ｍ３,山積ｍ３ 0 , 0.09 一般用 3-3TNV88

3 - 536 小型バックホウ 日立建機(株) クローラ型 ZX35U-5B 平積ｍ３,山積ｍ３ 0 , 0.11 一般用 3-3TNV88

3 - 537 小型バックホウ キャタピラージャパン(株) クローラ型･後方超小旋回型 303.5E2 CR 平積ｍ３,山積ｍ３ 0 , 0.11 一般用 C1.7M12DE

3 - 538 ホイールローダ キャタピラージャパン(株) 普通 901C2 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量(ｍ３) 0.4 一般用 C1.7M12DE

諸　　　　　　　　元


