
800HLX / 1000HLX / 1500HLX / 2000HLX

2000HLX 新登場   

お問い合わせは…

本社：東京都台東区東上野

本カタログにおいて“住友重機械建機クレーン株式会社”を“HSC”と表記しています。また、“HSC CRANES”は、“住友重機械建機クレーン株式会社”の登録商標・サービスマークです。

稼働を見守るリモートセンシングも標準装備

機械コンディションと稼働状態を記録・発信し、遠隔管理
（トータルな稼働時間管理・GPSによる位置情報・作業状況などの稼働状態管理）

ダウンタイムが最小限に 的確なメンテナンス 安全性向上

リモートセンシングのシステムイメージ

コンディション情報の

共有化お客様

正確な機械情報で

効率稼働に貢献

リモートセンシング情報

独自の予防保全システムを搭載。機械の健康状態を正確に把握し、

ダウンタイムの最小化と的確なメンテナンスを実現。常にベストコンディションを保つ機械管理を

行うことで稼働率を向上、また整備にかかる時間やコストの削減にも役立ちます。

新開発、純正作動油「HS-01」を採用。

クレーンから基礎機械まで当社製品に幅広く対応し、すぐれた操作性を実現！

保証期間 倍。自信の信頼性を皆様に。

年間または、
時間

保証期間

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。

●掲載写真は販売仕様と一部異なることがあります。

 　また一部写真は合成のため実際とは若干異なります。

●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を

　離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けて下さい。

●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

●本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。

●つり上げ荷重５トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式

　クレーン運転免許証」が必要です。また、クレーン以外で使用する

　際は、該当する運転資格または講習等の修了証の取得者に限ります。

ウインチブレーキの
フィーリング向上

作業スピード効率化、
燃費低減

最適な粘度特性、
機械保全にも貢献











最大つり上げ荷重 × 作業半径

基本ブーム長さ

最長ブーム長さ

ロープ速度＊

旋回速度

走行速度　高／低＊

登坂能力

エンジン名称

定格出力

接地圧

全装備質量

クレーン仕様

200 × 5.0

15

72

110 （50）

90 （25）

24 × 2

1.5 〈1.5〉

1.0／0.5

30〈17〉

カミンズQSL9（オフロード法2014年基準適合）

272/2000〈370/2000〉

119〈1.22〉（基本ブーム、200tフック付）

約214（基本ブーム、200tフック付）

t × m

m

m

m/min

m/min

ｍ/min

min-1〈rpm〉

km/h

%〈度〉

kW/min-1〈PS/rpm〉

kPa〈kgf/cm2〉

t

フロント／リヤ（定格15.5ｔ負荷時）

第３ウインチ（定格13.5ｔ負荷時）

ブーム起伏

■仕様

【注】 ＊印は負荷により変化します。単位は、国際単位系（SI）による表示です。〈　〉内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

14 15

■寸法図 単位：mm

2000HLX POINT & SPECIFICATIONS HLX ALL LINE UP

●HLXシリーズ最大の200tつりを実現。

●基礎相判作業から、港湾荷役、海洋土木作業にも対応可能。

●操作フィーリングを追求した最新のウインチブレーキ。

●フリーフォール付定格15.5tハイラインプルウインチ。

●フリーフォール付第3ウインチ＊を設定。

●フリー増速装置付で軽負荷や低温時の作業に配慮。

●輸送組立性の追求（上下着脱装置＊、クローラサイドフレーム軽量化、アッパージャッキ装置＊）。

2000HLX（200tつりクラス）

＊はオプション　

写真は一部オプション仕様を含みます。
1500HLX 2000HLX

800HLX 1000HLX
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＊オフロード法：特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

0908

未来をつくる機械にこそ、時代の先をゆく技術を。HLXでは、環境性能を磨いた新型クリーンエンジンと、

省エネ性を追求した先進の制御システム（エコウインチモード・オートアイドルストップ機能）を融合。

最新のオフロード法2014年基準＊をクリアするとともに、すぐれた低燃費と操作性を両立しました。

最高レベルのクリーン性。この環境性能が社会を変えていく。

HLX ECOLOGY

メンテナンスフリー

尿素SCRシステムは、エンジン側の高効

率燃焼によりPMの発生を極小化したた

め、PM除去用のセラミックフィルタは

内蔵していません。通常はAdBlue®の

補給のみで、稼働に影響をおよぼす排

気系のメンテナンスが不要なため、日常

運用での高い実用性を確保しています。

その他エコノミー技術

尿素水タンク

安心のアフター

サービス体制
オフロード法2014年基準適合車には、カミンズ製エンジンを搭載。当社はカミンズジャパンリペアディーラー認定を取得しており、定期

点検や整備は従来エンジン機と同様に、当社のサービスで対応できますので、安心してお使いいただけます。

新型クリーンエンジン

先進の環境技術「尿素SCRシステム」を

採用し、オフロード法2014年規制を

クリアした、クリーンエンジンを搭載。

2006年規制車に比べ、NOx（窒素酸

化物）、PM（粒子状物質）ともに約90％

低減。最高レベルの低排出ガスに加え、

低燃費によりCO 2排出削減も実現。

環境にさらに調和した機械へと進化し

ました。

尿素SCRシステム

排気中にAdBlue®（尿素水）を噴射し、NOｘを化学反応により無害な

水と窒素に分解する、排気後処理装置です。NOｘを後処理できること

で、エンジン側での高効率燃焼が行えるため、燃費性能や動力性能向

上がはかれます。

特定特殊自動車2014年
排出ガス基準適合車

■ HLXのクリーン性能

0.2

2006年規制

2011年規制

0.17

0.02

0.1

0 432.190.59 1 2

NOx + HC （g/kWh）

PM （g/kWh）

2014年規制

＊1500HLX/1000HLX従来エンジンモデル（オフロード法2011年基準）との比較ではNOxを80%低減。

カミンズジャパンリペアディーラー認定を取得

●燃料は必ず軽油をお使いください。エンジンオイルは必ず指定のローアッシュオイル

（DH-2〈JASO〉、CJ-4〈API〉クラス）をお使いください。エンジンクーラント（冷却水）は

必ず指定品をお使いください。尿素SCRシステムは性能維持のため、装置の自動再生

（クリーニング）を実施する場合があります。

新型クリーンエンジン採用にともなうご注意

低騒音型
建設機械指定

●作業中は、キャブ内モニタ（過負荷防止装置）で、AdBlue®残量が確認できます。また、残量が少なくなったときや品質異常の場合はモニタに警告表示されま

す。●AdBlue®の残量が一定量以下となった場合や品質異常時は、エンジン出力に制限がかかりますので、余裕をもった補給をお願いいたします。●尿素

SCRシステム専用品ですので、それ以外の用途には使用しないでください。●皮膚などに付着した場合は水で洗い流してください。●保管の際は、容器を必ず

密閉し、直射日光を避け、換気の良い場所に室温で保温してください。携帯時は購入時の容器や指定容器をご使用ください。●尿素SCRシステムはヒータ機

能を装備していますが、寒冷地では保管時の凍結にご注意ください。（凍結温度－11℃）●詳しくは必ず取扱説明書をご覧ください。

AdBlue® （アドブルー）とは？ 

尿素SCRシステム搭載車取扱上のご注意

機械を安全・快適にお使いいただくために、尿素水はAdBlue®（またはJIS規格もしくはISO規格に適合した尿素水）をご使用ください。

万が一、規格外品の尿素水を使用した場合や希釈などを行った場合は、トラブルの原因となります。規格外品の尿素水の使用による

故障は弊社保証サービスの適用外となります。

AdBlue®はドイツ自動車工業会の登録商標です。

給油2回に1回の割合

尿素SCRシステムに使用することを目的

に、ヨーロッパで規格化された高品質尿

素水の商品名です。

HLXの場合、給油2回に1回AdBlue®

を補給していただくイメージです。
補給頻度は

モニタの警告表示例

（稼働状況、機種により消費量は多少変動します）

オートアイドル
ストップ

作業中の無駄な燃料消費をカットする

オートアイドルストップ機能

軽負荷時の無駄を減らし作業性も

高めるエコウインチモード

ECO
WINCH

ECO
WINCH

エコウインチモード

軽負荷なら

燃費ロスなく

高速巻上げ

ECO
WINCH

ECO
WINCH

エコ

ウインチ

モード

通常時 エコ

ウインチ

モード

エコウインチスイッチをONにし作動条件（フックのみ、エンジン1150回転以下）が

整うと、通常のレバー操作時に自動でエコウインチモードとなります。

軽負荷時にエンジン低回転のまま、

ハイスピードの巻上げ、巻下げを可能にします。

®

1000Lコンテナの例 （左10L、右20L）

バッグインボックスの例

購入はガソリンスタンド等で可能

大手ガソリンスタンドやトラックステーション等で販売されているほか、

HSCの各拠点へもご用命可能で

す。また、お客様がコンテナやドラ

ム缶で在庫し、お使いいただくこ

ともできます。

（販売元との直接相談が必要です）

CUMMINS QSB6.7
800HLX,1000HLX,1500HLXに搭載

排気量: 6.7L　定格出力: 201kW(273PS)/2,000min-1

燃料タンク容量: 450L

CUMMINS QSL9
2000HLXに搭載

排気量: 8.9L　定格出力: 272kW(370PS)/2,000min-1

燃料タンク容量: 508L





新登場

お問い合わせは…

http://www.hsc-cranes.com 本社：東京都台東区東上野6-9-3

Tel:03-3845-1396   Fax:03-3845-1394

本カタログにおいて“住友重機械建機クレーン株式会社”を“HSC”と表記しています。また、“HSC CRANES”は、“住友重機械建機クレーン株式会社”の登録商標・サービスマークです。

REMOTE SENSING

稼働を見守るリモートセンシングも標準装備

機械コンディションと稼働状態を記録・発信し、遠隔管理
（トータルな稼働時間管理・GPSによる位置情報・作業状況などの稼働状態管理）

ダウンタイムが最小限に 的確なメンテナンス 安全性向上

リモートセンシングのシステムイメージ

コンディション情報の

共有化お客様

正確な機械情報で

効率稼働に貢献

リモートセンシング情報

GPS

HSC独自の予防保全システムを搭載。機械の健康状態を正確に把握し、

ダウンタイムの最小化と的確なメンテナンスを実現。常にベストコンディションを保つ機械管理を

行うことで稼働率を向上、また整備にかかる時間やコストの削減にも役立ちます。

新開発、純正作動油「HS-01」を採用。

クレーンから基礎機械まで当社製品に幅広く対応し、すぐれた操作性を実現！

GENUINE HYDRAULIC OIL

保証期間2倍。自信の信頼性を皆様に。

年間または、
000時間2保証期間

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。

●掲載写真は販売仕様と一部異なることがあります。

 　また一部写真は合成のため実際とは若干異なります。

●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を

　離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けて下さい。

●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

●本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。

●つり上げ荷重５トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式

　クレーン運転免許証」が必要です。また、クレーン以外で使用する

　際は、該当する運転資格または講習等の修了証の取得者に限ります。

ウインチブレーキの
フィーリング向上

作業スピード効率化、
燃費低減

最適な粘度特性、
機械保全にも貢献

1807 01T.JA215


