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ラフテレーンクレーン「CREVO mini G3α（アルファ）」発売のお知らせラフテレーンクレーン「CREVO mini G3α（アルファ）」発売のお知らせ

 当社はこのたび、ラフテレーンクレーン（注1）CREVO（クレヴォ）（注2）mini G3α（アルファ）を発 当社はこのたび、ラフテレーンクレーン（注1）CREVO（クレヴォ）（注2）mini G3α（アルファ）を発
売しますので、その概要をお知らせします。売しますので、その概要をお知らせします。

  

（注1）ラフテレーンクレーンとは︖（Rough Terrain Crane）（注1）ラフテレーンクレーンとは︖（Rough Terrain Crane）
  ⼀つの運転席で、⾛⾏とクレーンの操作が⾏える⾃⾛式クレーンです。不整地や⽐較的軟弱な地盤でも⾛⾏⼀つの運転席で、⾛⾏とクレーンの操作が⾏える⾃⾛式クレーンです。不整地や⽐較的軟弱な地盤でも⾛⾏

できるほか、狭隘地での機動性にも優れ、コンパクトさと⼩回り性を活かし、都市型⼯事において最も活躍できるほか、狭隘地での機動性にも優れ、コンパクトさと⼩回り性を活かし、都市型⼯事において最も活躍
しているクレーンの⼀つです。しているクレーンの⼀つです。

（注2）CREVOとは︖（クレヴォ）クレーン＋エヴォリューションからなる造語です。（注2）CREVOとは︖（クレヴォ）クレーン＋エヴォリューションからなる造語です。
  CRANE（クレーン）+ EVOLUTION（進化）＝CREVO（クレヴォ） 「クレーンの進化」をコンセプトにCRANE（クレーン）+ EVOLUTION（進化）＝CREVO（クレヴォ） 「クレーンの進化」をコンセプトに

95年発売。今回の発売モデルが、シリーズ4モデル⽬となります。95年発売。今回の発売モデルが、シリーズ4モデル⽬となります。

1．製品名   CREVO mini G3α（アルファ） ［型式︓GR-130NL／N］1．製品名   CREVO mini G3α（アルファ） ［型式︓GR-130NL／N］

2．性 能   GR－130NL    最⼤吊上げ荷重 13t2．性 能   GR－130NL    最⼤吊上げ荷重 13t
          GR－130N     最⼤吊上げ荷重 4．9t        GR－130N     最⼤吊上げ荷重 4．9t

3．開発コンセプト3．開発コンセプト
   最新排出ガス規制に適合のディーゼル特殊⾃動⾞2012年排出ガス規制対応エンジンを搭載。DPF（注1） 最新排出ガス規制に適合のディーゼル特殊⾃動⾞2012年排出ガス規制対応エンジンを搭載。DPF（注1）

を装着せずに排出ガス規制をクリアしています。また、最⼤吊上げ荷重を12tから13tに向上。更に低燃費対を装着せずに排出ガス規制をクリアしています。また、最⼤吊上げ荷重を12tから13tに向上。更に低燃費対
応などによるライフサイクルコスト低減や、安全作業に配慮した装備も⼀層充実しています。 応などによるライフサイクルコスト低減や、安全作業に配慮した装備も⼀層充実しています。 

  （注1）DPF（ディ・ピィ・エフ）とは︖（注1）DPF（ディ・ピィ・エフ）とは︖
  ディーゼル微粒⼦捕集フィルター（Diesel Particulate Filter）は、ディーゼルエンジンの排出ガス中の粒⼦ディーゼル微粒⼦捕集フィルター（Diesel Particulate Filter）は、ディーゼルエンジンの排出ガス中の粒⼦

状物質を捕集するフィルターで、トラックなどのマフラーに装着されています。状物質を捕集するフィルターで、トラックなどのマフラーに装着されています。

4．主な特⻑4．主な特⻑
  ①新時代環境性能を実現①新時代環境性能を実現

   ディーゼル特殊⾃動⾞2012年排出ガス規制対応のエンジンを搭載。DPFを装着せずに排出ガス規制をク ディーゼル特殊⾃動⾞2012年排出ガス規制対応のエンジンを搭載。DPFを装着せずに排出ガス規制をク
リアしています。リアしています。

   さらに低騒⾳型建設機械の指定基準にも適合しており、周囲環境に配慮した作業環境をご提供します。 さらに低騒⾳型建設機械の指定基準にも適合しており、周囲環境に配慮した作業環境をご提供します。
    

②最⼤吊上げ荷重アップ②最⼤吊上げ荷重アップ
   最⼤吊上げ荷重をこれまでの12tから13tにアップ。従来機種のコンパクトさはそのままで吊上げ性能を向 最⼤吊上げ荷重をこれまでの12tから13tにアップ。従来機種のコンパクトさはそのままで吊上げ性能を向

上。また下抱き格納ジブは省スペースでの張出が可能。狭い現場で威⼒を発揮します。上。また下抱き格納ジブは省スペースでの張出が可能。狭い現場で威⼒を発揮します。
    

③ライフサイクルコストの低減③ライフサイクルコストの低減
   クレーンの作業時や⾛⾏時の燃料消費情報を常に表⽰する「燃料消費モニタ」や、作業中のクレーンの不 クレーンの作業時や⾛⾏時の燃料消費情報を常に表⽰する「燃料消費モニタ」や、作業中のクレーンの不

要なエンジン回転数を制御する「エコ･モード」など、常に低燃費対応を実現しています。要なエンジン回転数を制御する「エコ･モード」など、常に低燃費対応を実現しています。
    

④テレマティクスWeb情報サービス 「HELLO-NET」 を装備④テレマティクスWeb情報サービス 「HELLO-NET」 を装備
   携帯通信によるクレーンの稼働状況の掌握と、GPSによる位置情報確認、さらに保守管理のための情報を 携帯通信によるクレーンの稼働状況の掌握と、GPSによる位置情報確認、さらに保守管理のための情報を

ウェブサイトでサポートしています。これにより、ご使⽤いただいている製品の情報をお客様と共有し、⼀ウェブサイトでサポートしています。これにより、ご使⽤いただいている製品の情報をお客様と共有し、⼀
歩進んだサポート・サービスをご提供します。歩進んだサポート・サービスをご提供します。

    
⑤安全に配慮した装備群⑤安全に配慮した装備群

   パーキング・ブレーキ掛け忘れ警報装置やアウトリガ誤伸縮警報の追加などにより、さらなる安全作業を パーキング・ブレーキ掛け忘れ警報装置やアウトリガ誤伸縮警報の追加などにより、さらなる安全作業を
実現します。また⾞両のヘッドランプには、夜間の視界をより明るく保つディスチャージランプをオプショ実現します。また⾞両のヘッドランプには、夜間の視界をより明るく保つディスチャージランプをオプショ
ン設定。ン設定。

   また、作動油の⽬詰まり警告灯を追加するなど、メンテナンス作業もサポートします。 また、作動油の⽬詰まり警告灯を追加するなど、メンテナンス作業もサポートします。
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5．主要諸元5．主要諸元

クレーン諸元クレーン諸元 GR－130NL／NGR－130NL／N

最⼤クレーン容量最⼤クレーン容量 NL︓13t×1．5m （8本掛）／N︓4．9t×4．5m （4本掛）NL︓13t×1．5m （8本掛）／N︓4．9t×4．5m （4本掛）

最⼤地上揚程最⼤地上揚程
ブームブーム 24．5m24．5m

ジ ブジ ブ 30．0m30．0m

最⼤作業半径最⼤作業半径
ブームブーム 22．3m22．3m

ジ ブジ ブ 23．3m23．3m

ブーム⻑さブーム⻑さ 5．3m 〜 23．8m5．3m 〜 23．8m

ジ ブ ⻑さジ ブ ⻑さ 3．6m、5．5m3．6m、5．5m

キ ャ リ ヤ 諸元キ ャ リ ヤ 諸元 GR－130NL／NGR－130NL／N

エ ン ジ ン 名称エ ン ジ ン 名称 カミンズ QSB4．5カミンズ QSB4．5

エンジン最⼤出⼒エンジン最⼤出⼒ 121kW｛165PS｝/2,200min121kW｛165PS｝/2,200min-1-1｛rpm｝｛rpm｝

エンジン最⼤トルクエンジン最⼤トルク 588N･m｛60.0kgf・m｝/1,800min588N･m｛60.0kgf・m｝/1,800min-1-1｛rpm｝｛rpm｝

全    全    ⻑⻑ 7,540mm7,540mm

全    全    幅幅 2,000mm2,000mm

全    全    ⾼⾼ 2,815mm2,815mm

軸    軸    距距 2,750mm2,750mm

6．標準仕様価格   2,600万円［税別］（装備等により異なります）6．標準仕様価格   2,600万円［税別］（装備等により異なります）

7．販売⾒込台数   年間230台7．販売⾒込台数   年間230台

8．発売⽇      2013年10⽉21⽇（⽉）8．発売⽇      2013年10⽉21⽇（⽉）
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