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㈱加藤製作所（取締役社⻑ 加藤公康）では、新型50ｔ吊りラフター㈱加藤製作所（取締役社⻑ 加藤公康）では、新型50ｔ吊りラフターSL-500Rf PREMIUMSL-500Rf PREMIUMを平成28年7⽉より全国⼀⻫に販売を開始いたします。を平成28年7⽉より全国⼀⻫に販売を開始いたします。

SL-500Rf PREMIUMSL-500Rf PREMIUMは、平成26年ディーゼル特殊⾃動⾞排出ガス規制適合エンジン、は、平成26年ディーゼル特殊⾃動⾞排出ガス規制適合エンジン、EJIBEJIB SL仕様に加え、5段スーパーブームを搭載。 SL仕様に加え、5段スーパーブームを搭載。

SL-500Rf PREMIUMSL-500Rf PREMIUMは、業界No.1の安全と環境に優しいラフテレーンクレーンを⽬指しています。は、業界No.1の安全と環境に優しいラフテレーンクレーンを⽬指しています。

⽬標販売台数は、年間300台です。⽬標販売台数は、年間300台です。

  

クラス最⼩幅を実現し、道路⾛⾏時の負担を軽減クラス最⼩幅を実現し、道路⾛⾏時の負担を軽減

ブーム最⻑40mブーム最⻑40m

作業領域拡⼤ 前⽅領域最⼤作業半径37m作業領域拡⼤ 前⽅領域最⼤作業半径37m

ブーム吊上げ能⼒ブーム吊上げ能⼒

50t×3.0m50t×3.0m

10.1m〜40m10.1m〜40m

41.1m41.1m

0°〜84°0°〜84°

クラス最⼩幅を実現し、道路⾛⾏時の負担を軽減クラス最⼩幅を実現し、道路⾛⾏時の負担を軽減

ジブ装着格納作業の容易化ジブ装着格納作業の容易化

ジブ装着格納時の運転席からの乗降回数は各々2回のみジブ装着格納時の運転席からの乗降回数は各々2回のみ  

運転者の負担を軽減しジブ振出の所要時間も短縮運転者の負担を軽減しジブ振出の所要時間も短縮

ジブ装着格納の省スペース化ジブ装着格納の省スペース化

ブーム最縮⼩時の前⽅スペースでジブの装着格納が可能ブーム最縮⼩時の前⽅スペースでジブの装着格納が可能

ジブ吊上げ能⼒ジブ吊上げ能⼒

4.2t×75°4.2t×75°

9.4m〜13.7m9.4m〜13.7m

54.8m54.8m

5°〜60°5°〜60°

低騒⾳型建設機械の指定を取得低騒⾳型建設機械の指定を取得

254kW／2000min254kW／2000min

1400N・m／1200-1600min1400N・m／1200-1600min

盗難防⽌機能盗難防⽌機能

エンジン始動にはＩＣカードによる認証が必要エンジン始動にはＩＣカードによる認証が必要

クレーンデータ管理クレーンデータ管理

クレーン作業データや⾞両の⾛⾏データをＩＣカードに記録保管しパソコンに⼊⼒することが可能 クレーン作業データや⾞両の⾛⾏データをＩＣカードに記録保管しパソコンに⼊⼒することが可能 （パソコン⽤カードリーダとデータ管理⽤ソフトウエアはオプション）（パソコン⽤カードリーダとデータ管理⽤ソフトウエアはオプション）

⾞両状態管理⾞両状態管理

⾞両の⾛⾏データや各部の稼働時間など作業履歴を管理出来るため点検整備に活⽤可能⾞両の⾛⾏データや各部の稼働時間など作業履歴を管理出来るため点検整備に活⽤可能

クレーン作業時や⾛⾏時の燃料消費量をリアルタイムで表⽰することにより省エネ運転を⼿助けクレーン作業時や⾛⾏時の燃料消費量をリアルタイムで表⽰することにより省エネ運転を⼿助け

「ecoスイッチ」搭載によりクレーン作業中のエンジン最⾼回転数を制限し燃費削減と騒⾳を低減「ecoスイッチ」搭載によりクレーン作業中のエンジン最⾼回転数を制限し燃費削減と騒⾳を低減

アイドリング待機時には油圧の流れを最⼩限に制御する「オートミニマムコントロール」が作動し燃料消費量を制御アイドリング待機時には油圧の流れを最⼩限に制御する「オートミニマムコントロール」が作動し燃料消費量を制御

新規ファブリック採⽤サスペンション付シート新規ファブリック採⽤サスペンション付シート

任意位置固定式新型サンシェイド採⽤任意位置固定式新型サンシェイド採⽤

視界向上⼤型天井ガラス＆⼤型ループワイパー採⽤視界向上⼤型天井ガラス＆⼤型ループワイパー採⽤

視認性の良い液晶カラーディスプレイ採⽤視認性の良い液晶カラーディスプレイ採⽤

⾞両情報のメッセージを表⽰⾞両情報のメッセージを表⽰

機体⽔平補助機能により機体の⽔平設置作業が容易化機体⽔平補助機能により機体の⽔平設置作業が容易化

新型エアコン採⽤新型エアコン採⽤

燃焼式エアヒータをオプション設定。エンジン停⽌時に暖房できるため待機時も快適燃焼式エアヒータをオプション設定。エンジン停⽌時に暖房できるため待機時も快適

KATO NEWS 新機種情報KATO NEWS 新機種情報

S L- 5 0 0 R f  P R E M I U M  新 発 売S L- 5 0 0 R f  P R E M I U M  新 発 売

新型50t吊りラフテレーンクレーン 平成26年ディーゼル特殊⾃動⾞排出ガス規制適合エンジン搭載新型50t吊りラフテレーンクレーン 平成26年ディーゼル特殊⾃動⾞排出ガス規制適合エンジン搭載

⾞幅2.75m⾞幅2.75m

5段⾼剛性スーパーブーム5段⾼剛性スーパーブーム

⾞幅2.75m⾞幅2.75m

EJIB  SL仕様EJIB  SL仕様

環境にやさしい平成26年ディーゼル特殊⾃動⾞排出ガス規制適合エンジン搭載環境にやさしい平成26年ディーゼル特殊⾃動⾞排出ガス規制適合エンジン搭載

-1-1

-1-1

ICカードシステム「KIC・S」ICカードシステム「KIC・S」

タッチパネル式CORインフォメーションディスプレイタッチパネル式CORインフォメーションディスプレイ

クレーン作業時の省エネ化機能「オートミニマムコントロール」クレーン作業時の省エネ化機能「オートミニマムコントロール」

キャブ内居住性の向上キャブ内居住性の向上

新規採⽤︕液晶クラスターメーター新規採⽤︕液晶クラスターメーター

新規採⽤︕電⼦式⽔準器新規採⽤︕電⼦式⽔準器

キャブ内空調システムキャブ内空調システム

LED式灯⽕器採⽤LED式灯⽕器採⽤
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メールアドレスメールアドレス
電話番号電話番号

⾼輝度のLED作業灯および室内灯を標準装備⾼輝度のLED作業灯および室内灯を標準装備

LED式新型ACS外部表⽰装置を採⽤LED式新型ACS外部表⽰装置を採⽤

LED式新型リヤコンビネーションランプを採⽤LED式新型リヤコンビネーションランプを採⽤

左折＆後退⾳声警報、無線式後⽅確認カメラ、燃焼式エアヒータ、地上デジタル対応テレビ放送受信装置、⾵速計、ドアバイザ、ブームミラー、路肩灯、左折＆後退⾳声警報、無線式後⽅確認カメラ、燃焼式エアヒータ、地上デジタル対応テレビ放送受信装置、⾵速計、ドアバイザ、ブームミラー、路肩灯、  

サイドマーカーランプ、電動格納サイドミラーヒータ装置サイドマーカーランプ、電動格納サイドミラーヒータ装置

  

SL-500Rfはラフターの愛称でクレーン型式はKR-50H-Fです。SL-500Rfはラフターの愛称でクレーン型式はKR-50H-Fです。  
道路の⾛⾏には、道路法による通⾏の許可と道路運送⾞両法による保安基準の緩和が必要です。道路の⾛⾏には、道路法による通⾏の許可と道路運送⾞両法による保安基準の緩和が必要です。  
実際の通⾏条件は、運⾏経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。実際の通⾏条件は、運⾏経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

SL-500Rf PREMIUM価格…￥77,000,000－(税別価格)SL-500Rf PREMIUM価格…￥77,000,000－(税別価格)  
※価格は標準仕様、⼯場裸渡し価格です。※価格は標準仕様、⼯場裸渡し価格です。

  
発売開始…平成28年7⽉発売開始…平成28年7⽉

ホームページアドレス…ホームページアドレス…http://www.kato-works.co.jphttp://www.kato-works.co.jp  
製品の仕様や詳しいお問合せにつきましては最寄りの弊社⽀店・営業所までご⽤命ください。製品の仕様や詳しいお問合せにつきましては最寄りの弊社⽀店・営業所までご⽤命ください。  
写真データのご⽤命は営業本部（担当 椙⼭）までお願いいたします。写真データのご⽤命は営業本部（担当 椙⼭）までお願いいたします。

t-sugiyama@kato-works.co.jpt-sugiyama@kato-works.co.jp
03-3458-111303-3458-1113

※ ラフター、スーパーブーム、PREMIUM、EJIB、COR、KIC・Sは㈱加藤製作所の登録商標です。※ ラフター、スーパーブーム、PREMIUM、EJIB、COR、KIC・Sは㈱加藤製作所の登録商標です。  
  

HOMEHOME 製品情報製品情報 製品サービス情報製品サービス情報 会社案内会社案内 IR情報IR情報 採⽤情報採⽤情報
新製品ピックアップ新製品ピックアップ ラフテレーンクレーンラフテレーンクレーン サービス⼯場⼀覧サービス⼯場⼀覧 会社概要会社概要 IRニュースIRニュース 採⽤希望の皆様へ採⽤希望の皆様へ
NETIS技術登録(ショベル)NETIS技術登録(ショベル) オールテレーンクレーンオールテレーンクレーン データ提供サービスデータ提供サービス 沿⾰沿⾰ 経営⽅針経営⽅針 新卒者採⽤情報新卒者採⽤情報
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エコシップマークエコシップマーク クローラクレーンクローラクレーン オルターのリサイクルオルターのリサイクル 加藤（中国）⼯程机械公司加藤（中国）⼯程机械公司

油圧ショベル油圧ショベル リコールについてリコールについて KATO WORKS (THAILAND)KATO WORKS (THAILAND)
ミニショベルミニショベル スパークアレスタ相当装備⾞スパークアレスタ相当装備⾞ KATOニュースKATOニュース

サイトマップサイトマップ 油圧ショベル応⽤製品油圧ショベル応⽤製品 資材調達について資材調達について
お問い合わせ先お問い合わせ先 クローラキャリアクローラキャリア
サイトのご利⽤条件サイトのご利⽤条件 基礎機械基礎機械
プライバシーポリシープライバシーポリシー 万能吸引⾞万能吸引⾞
著作権・免責事項著作権・免責事項 路⾯清掃⾞路⾯清掃⾞

スノースイーパスノースイーパ
油脂・部品カタログ油脂・部品カタログ

多彩なオプション設定多彩なオプション設定
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