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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（Ｈ２６．６分）

指定番号 機　　　　種 型　　　式 申　請　社　名 備 考
5324 アースオーガー ECO-13GT オーガ出力 81.3 kW 掘削径 318 mm （株） ワイビーエム ○
5325 アースオーガー MRC-100 オーガ出力 37 kW 掘削径 400 mm （株） ワイビーエム ○
5326 油圧式杭圧入引抜機 GRV1230(油圧ユニットEU500A3) 圧入力 3000 ｋＮ 引抜力 3100 ｋＮ （株）技研製作所 ○
5327 バックホウ TB138FR 山積容量 0.105 m3 平積容量 0.078 m3 （株）竹内製作所
5328 バックホウ TB215R 山積容量 0.038 m3 平積容量 0.028 m3 （株）竹内製作所 ○
5329 バックホウ TB1140 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.34 m3 （株）竹内製作所
5330 振動ローラー MSR6H 車両総質量 0.627 t   （株）明和製作所 ○
5331 アスファルトフィニッシャー SUPER 1803-3i 舗装幅 8.0 m   ヴィルトゲン・ジャパン（株） ○
5332 バックホウ 314E LCR-MS 山積容量 0.52 m3 平積容量 0.38 m3 キャタピラージャパン（株） ○
5333 バックホウ 336E H 山積容量 1.4 m3 平積容量 1.0 m3 キャタピラージャパン（株）
5334 トラクターショベル 259D 山積容量 0.44 m3 平積容量 0.31 m3 キャタピラージャパン（株）
5335 バックホウ 311F L RR 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）
5336 ブルドーザー D5K2 XL 運転質量 9.55 t   キャタピラージャパン（株）
5337 バックホウ 308E2CR 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）
5338 バックホウ 308E2SR 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）
5339 バックホウ SK235SRDLC-3 山積容量 0.80 m3 平積容量 0.59 m3 コベルコ建機（株） ○
5340 バックホウ SK260DLC-9 山積容量 1.00 m3 平積容量 0.76 m3 コベルコ建機（株） ○
5341 バックホウ SK1000DLC-9 山積容量 2.70 m3 平積容量 2.08 m3 コベルコ建機（株）
5342 バックホウ SK500DLC-9 山積容量 1.90 m3 平積容量 1.40 m3 コベルコ建機（株）
5343 バックホウ SK135SR-3 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機（株） ○
5344 バックホウ SK125SR-3 山積容量 0.45 m3 平積容量 0.35 m3 コベルコ建機（株） ○
5345 バックホウ SK28SR-6 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.06 m3 コベルコ建機（株） ○
5346 バックホウ SK135SRDLC-3 山積容量 0.50 m3 平積容量 0.38 m3 コベルコ建機（株） ○
5347 空気圧縮機 DAS-410LB-C 吐出量 11.6 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー（株） ○
5348 発動発電機 GE-2200P 定格容量 2.2 kVA   デンヨー（株） ○
5349 空気圧縮機 DAS-410LB-D 吐出量 11.6 m3/min 圧力 0.7 MPa デンヨー（株） ○
5350 発動発電機 DCA-100LSIE 定格容量 100 kVA   デンヨー（株） ○
5351 発動発電機 DCA-150LSKE 定格容量 150 kVA   デンヨー（株） ○

諸　　　　　　　　　　　　元

5352 発動発電機 DLW-200×2LSE 定格容量 11.8 kVA 溶接機出力 8.74 kW デンヨー（株） ○
5353 バックホウ DX140W-3 山積容量 0.59 m3 平積容量 0.51 m3 ボブキャット（株） ○
5354 オールケーシング掘削機 SRD-1200H(油圧ユニットSPU-15EL) 最大掘削径 1200 mm 三和機工（株）
5355 オールケーシング掘削機 SRD-2500H(油圧ユニットSPU-510) 最大掘削径 2500 mm 三和機工（株） ○
5356 バックホウ SH120LC-6 山積容量 0.22 m3 平積容量 0.17 m3 住友建機（株） ○
5357 発動発電機 SGH24-50Hz 定格容量 2 kVA   富士重工業（株） ○
5358 発動発電機 SGH24-60Hz 定格容量 2.4 kVA   富士重工業（株）
5359 発動発電機 SGi18 定格容量 1.8 kVA   富士重工業（株） ○
5360 トラッククレーン AC120/4J 吊上能力 66.5 t吊 × 3.0 m IHI建機（株） ○
5361 ホイールクレーン KRM-20H 吊上能力 20 t吊 × 2.5 m （株）加藤製作所
5362 ホイールクレーン KRM-35H-Ⅲ 吊上能力 35 t吊 × 2.6 m （株）加藤製作所
5363 バックホウ ZX480LCK-5B 山積容量 1.6 m3 平積容量 1.2 m3 日立建機（株）
5364 アースオーガー SPD12-3 オーガ出力 39.6 kW 掘削径 800 mm 日立建機（株） ○
5365 バックホウ ViO25-6 山積容量 0.08 m3 平積容量 0.06 m3 ヤンマー建機（株） ○
5366 バックホウ ViO35-6B 山積容量 0.11 m3 平積容量 0.07 m3 ヤンマー建機（株）
5367 バックホウ PC60-8 山積容量 0.25 m3 平積容量 0.20 m3 （株）小松製作所
5368 トラクターショベル WA270-7 山積容量 2.5 m3 平積容量 2.2 m3 （株）小松製作所
5369 発動発電機 DGM1000MI 定格容量 100 kVA （株）やまびこ ○
5370 発動発電機 DGW400DM-380A 定格容量 15 kVA （株）やまびこ ○
5371 空気圧縮機 PDS670S-4C5 吐出量 19.0 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業（株）
5372 空気圧縮機 PDS670SD-4C5 吐出量 19.0 m3/min 圧力 0.7 MPa 北越工業（株）
5373 発動発電機 SDG610S-3AK6 定格容量 610 kVA / 60 Hz 北越工業（株）
5374 発動発電機 PDW400SN2-A1 定格容量 15 kVA / 60 Hz 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）（Ｈ２６．６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 - 475 発動発電機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン駆動 DCA-100LSIE 定格容量(kVA) 100 一般用 BI-4HK1X

3 - 476 発動発電機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン駆動 DCA-150LSKE 定格容量(kVA) 150 一般用 SAA6D107E-1-C

3 - 477 電気溶接機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン付 DLW-200×2LSE 定格電流(Ａ) 280 一般用 D902-K3A

3 - 478 空気圧縮機 デンヨー（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 DAS-410LB-C 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 11.6 ， 0.7 一般用 V3800-DI-TI-K3B

3 - 479 空気圧縮機 デンヨー（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 DAS-410LB-D 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 11.6 ， 0.7 一般用 V3800-DI-TI-K3B

3 - 480
全回転型オールケーシング掘削
機(硬質地盤用)

三和機工（株） 据置式 SRD-1200H 最大掘削径(㎜) 1200 一般用 AI-4HK1X

3 - 481
全回転型オールケーシング掘削
機(硬質地盤用)

三和機工（株） 据置式 SRD-2500H 最大掘削径(㎜) 2500 一般用 SAA6D140E-5

3 - 482 発動発電機 （株）やまびこ ディーゼルエンジン駆動 DGM1000MI 定格容量(kVA) 100 一般用 BI-4HK1X

3 - 483 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDS670S-4C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 19.0 ， 0.7 一般用 AI-4HK1X

3 - 484 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDS670SD-4C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 19.0 ， 0.7 一般用 AI-4HK1X

3 - 485 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDSG750S-4C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 21.2 ， 1.4 一般用 J08E-UK

3 - 486 空気圧縮機 北越工業（株） 可搬式・スクリュー・エンジン掛 PDSG750SD-4C5 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 21.2 ， 1.4 一般用 J08E-UK

3 - 487 小型バックホウ コベルコ建機（株） クローラ型 SK28SR-6 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.06 , 0.08 一般用 3-3TNV82A

3 - 488 小型バックホウ コベルコ建機（株） クローラ型 SK30SR-6 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.06 , 0.09 一般用 3-3TNV82A

3 - 489 小型バックホウ ヤンマー建機（株） クローラ型・後方超小旋回型 ViO25-6 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.06 ， 0.08 一般用 3TNV76

3 - 490 杭打ち用ウォータージェット 調和工業（株） エンジン式 CJ-145E型 ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7 , 325 一般用 AI-4HK1X

3 - 491 杭打ち用ウォータージェット （株）キナン エンジン式 AT-140ES･VⅢ ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 14.7 , 340 一般用 TCAE-120

3 - 492 杭打ち用ウォータージェット （株）ワイビーエム エンジン式 JP-140Ⅲ ポンプ圧力(MPa),吐出量(L/min) 15 , 305 一般用 AI-4HK1X

諸　　　　　　　　元


	低騒音型建設機械
	一覧（Ｈ２６．６分）

	排出ガス対策型建設機械
	一覧表〈第３次基準値〉（Ｈ26.6指定）


