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ラフテレーンクレーン“CREVO250”発売のお知らせラフテレーンクレーン“CREVO250”発売のお知らせ

当社はラフテレーンクレーン（注1）CREVO250（クレヴォ）（注2）をフルモデルチェンジし、発売致し当社はラフテレーンクレーン（注1）CREVO250（クレヴォ）（注2）をフルモデルチェンジし、発売致し
ますので、その概要をお知らせ致します。ますので、その概要をお知らせ致します。

    
（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⼀つの運転席で、⾛⾏とクレーン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ています。今回発売のラフテレーンクレーンは、コンパクトさと⼩回きるほか、狭隘地での機動性にも優れています。今回発売のラフテレーンクレーンは、コンパクトさと⼩回
り性を活かして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。り性を活かして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。

  （注2）CREVOとは︖（クレヴォ）（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。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）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3世代⽬の機種となります。『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3世代⽬の機種となります。

1．製品名  CREVO 250 G3（型式︓GR－250N）1．製品名  CREVO 250 G3（型式︓GR－250N）

2．性 能  最⼤吊上げ荷重︓ 2．性 能  最⼤吊上げ荷重︓ 25 25 tt

3．開発コンセプト3．開発コンセプト
  都市型⼯事においては作業スペックの拡充はもちろんのこと、いかなる現場環境にも適応する⾛⾏性や操作都市型⼯事においては作業スペックの拡充はもちろんのこと、いかなる現場環境にも適応する⾛⾏性や操作

性の向上、それらに即した安全性と快適性、そして排ガス･騒⾳などの環境問題をクリアにすることなど性の向上、それらに即した安全性と快適性、そして排ガス･騒⾳などの環境問題をクリアにすることなど
が、常に課題として求められています。が、常に課題として求められています。

  新開発のCREVOは、先進のテクノロジーとアイディアで、安全性と作業性をさらに追求。また⾞両の軽量新開発のCREVOは、先進のテクノロジーとアイディアで、安全性と作業性をさらに追求。また⾞両の軽量
化により通⾏条件の改善を実現し、⽇本の道路にも優しく進化しました。化により通⾏条件の改善を実現し、⽇本の道路にも優しく進化しました。

  社会や環境に対しても配慮した、第3世代（Generation3＝G3）クレヴォ シリーズの誕⽣です。社会や環境に対しても配慮した、第3世代（Generation3＝G3）クレヴォ シリーズの誕⽣です。

4．主な特⻑4．主な特⻑
   ①クラス最軽量で、通⾏条件も改善  ①クラス最軽量で、通⾏条件も改善 

   橋梁への負担を軽減し、特殊⾞両の通⾏条件（重量）においても、25tクラスで最も優れています。 橋梁への負担を軽減し、特殊⾞両の通⾏条件（重量）においても、25tクラスで最も優れています。
    

 ②⾛⾏時の安全性向上 ②⾛⾏時の安全性向上
   固定シングルトップを採⽤しながら、ブームオーバーハング（注）を従来機よりも短縮。 固定シングルトップを採⽤しながら、ブームオーバーハング（注）を従来機よりも短縮。

      さらに2⽅向カメラとLEDブーム先端灯で、視認性・被視認性ともに向上させました。さらに2⽅向カメラとLEDブーム先端灯で、視認性・被視認性ともに向上させました。
   （注）ブームオーバーハングとは︖ （注）ブームオーバーハングとは︖

      運転席から、⾞両の最先端（ブーム先端）までの⼨法のこと。運転席から、⾞両の最先端（ブーム先端）までの⼨法のこと。
    

 ③新開発のSACO Jib（サコジブ）で、安全性向上 ③新開発のSACO Jib（サコジブ）で、安全性向上
   ジブ張出し時の⾼所作業をなくし、安全性を向上したSACO Jib（サコジブ）（注）。省スペース化 ジブ張出し時の⾼所作業をなくし、安全性を向上したSACO Jib（サコジブ）（注）。省スペース化

と、 作業時間の短縮も実現しました。と、 作業時間の短縮も実現しました。
   （注）SACO Jib（サコジブ）とは︖（Safety＋Compact） （注）SACO Jib（サコジブ）とは︖（Safety＋Compact）

      安全（Safety）とコンパクト（Compact）な作業性をコンセプトに、新規開発したジブ張出機構です。安全（Safety）とコンパクト（Compact）な作業性をコンセプトに、新規開発したジブ張出機構です。
    

 ④⾼強度ラウンドブーム ④⾼強度ラウンドブーム
   ⾞両の軽量化とクレーン性能を両⽴させる、ラウンドブーム。強度アップにより、性能も向上しました。 ⾞両の軽量化とクレーン性能を両⽴させる、ラウンドブーム。強度アップにより、性能も向上しました。

    
 ⑤アルミ敷板装備など、使い勝⼿も向上 ⑤アルミ敷板装備など、使い勝⼿も向上

   アルミ敷板、脚⽴、物⼊れなどを標準装備。またキャリヤ前後部の昇降ステップ設置や、 アルミ敷板、脚⽴、物⼊れなどを標準装備。またキャリヤ前後部の昇降ステップ設置や、
      フラットフェンダーで、安全性がさらにアップしました。フラットフェンダーで、安全性がさらにアップしました。

    
 ⑥新時代環境性能実現 ⑥新時代環境性能実現

   ディーゼル特殊⾃動⾞平成18年排出ガス規制対応のエンジンを搭載。⾞体の軽量化と油圧ポンプ 制御に ディーゼル特殊⾃動⾞平成18年排出ガス規制対応のエンジンを搭載。⾞体の軽量化と油圧ポンプ 制御に
より、CO2排出量を削減しています。より、CO2排出量を削減しています。
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5．主要諸元5．主要諸元

型  式型  式 GR－250NGR－250N

最⼤クレーン容量最⼤クレーン容量 25t×3．5m（8本掛）25t×3．5m（8本掛）

最⼤地上揚程最⼤地上揚程
ブームブーム 31．3m31．3m

ジ ブジ ブ 44．2m44．2m

最⼤作業半径最⼤作業半径
ブームブーム 27．9m27．9m

ジ ブジ ブ 33．9m33．9m

ブーム⻑さブーム⻑さ 9．35m〜30．5m9．35m〜30．5m

ジブ⻑さジブ⻑さ 8．0m、13．0m8．0m、13．0m

6．標準仕様価格   5,200万円［税別］（装備等により異なります）6．標準仕様価格   5,200万円［税別］（装備等により異なります）

7．販売⾒込台数   年間600台7．販売⾒込台数   年間600台

8．発売⽇      2008年6⽉27⽇（⾦）8．発売⽇      2008年6⽉27⽇（⾦）

以上以上
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