SK210DLC-10 / SK260DLC-10 / SK350DLC-10

主な仕様

■ マグネット仕様機 [ リフティングマグネット仕様 ] 回転フォーク＆グラップル配管付
SK210DLC

SK260DLC

SK350DLC

30,500 / 30,000 kg

32,400 / 31,900 kg

43,900 / 43,500 kg

適用マグネットサイズ

φ1,350 mm

φ1,350 mm

φ1,550 mm

適用フロントアタッチメント

0.8m3 クラス

1.0m3 クラス

1.4m3 クラス

φ80 mm

φ90 mm

φ90 mm

アームトップピン

8,460 mm

8,790 mm

9,570 mm

マグネット底面中心

8,710 mm

9,050 mm

9,840 mm

アームトップピン

9,570 mm

8,430 mm

9,090 mm

マグネット底面中心

7,910 mm

7,480 mm

8,250 mm

機種名
運転質量※ 1

アームトップピン径
最大作業半径
最大作業高さ

金属マテハン機

単位は国際単位系の SI 単位表示です。
※1.運転質量はリンク式エレベータキャブ仕様と垂直式エレベータキャブ仕様の値を併記しています。

■ マグネット仕様機 [ マグネエース仕様 ]
機種名
運転質量※ 1
適用マグネットサイズ

SK210DLC

SK260DLC

SK350DLC

30,100 / 29,600 kg

34,000 / 33,500 kg

44,700 / 44,200 kg
φ1,550 mm

φ1,150 mm

φ1,350 mm

最大作業半径 （マグネット底面中心）

9,220 mm

9,670 mm

9,910 mm

最大作業高さ （マグネット底面中心）

8,220 mm

8,300 mm

8,590 mm

単位は国際単位系の SI 単位表示です。
※1.運転質量はリンク式エレベータキャブ仕様と垂直式エレベータキャブ仕様の値を併記しています。

■ スクラップローダ仕様機 回転フォーク＆グラップル配管付
SK260DLC

機種名
ブーム仕様

6.9mベンド

運転質量※ 1

SK350DLC
7.5mストレート

8.2mベンド

9.3mストレート

33,900 kg

51,100 kg

51,500 kg

50,900 kg

適用マグネットサイズ

φ1,350 mm

φ1,550 mm

φ1,550 mm

φ1,350 mm

適用フロントアタッチメント

0.8m3 クラス

1.4m3 クラス

1.4m3 クラス

0.8m3 クラス

アームトップピン径
最大作業半径
最大作業高さ

φ90 mm

φ90 mm

アームトップピン

10,850 mm

φ80 mm

11,540 mm

12,220 mm

φ80 mm
14,210 mm

マグネット底面中心

11,100 mm

11,810 mm

12,480 mm

14,460 mm

アームトップピン

11,770 mm

12,610 mm

14,220 mm

14,660 mm

マグネット底面中心

10,150 mm

10,890 mm

12,690 mm

12,310 mm

単位は国際単位系の SI 単位表示です。
※ 1. 運転質量はリンク式エレベータキャブ仕様の値です。

運転資格に関するご注意
作業の安全上、
マグネット装着機はクレーン作業を行う機械であると規定されています。
運転には
「小型移動式クレーン運転技能講習」
の修了証が必要です
（SK135SRDは除く）
。
また、
機体質量3トン以上の建設機械の運転には
「車両系建設機械
（整地・運搬・積込み用および掘削用）
運転技能講習」
の修了証が必要です。
詳しくは最寄りの営業所またはコベルコ教習所へお問い合わせください。
●運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください
（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）
。
●製品写真にはオプション装備品が含まれている場合があります。
●本カタログで使用される標章「KOBELCO」
は、
株式会社神戸製鋼所の登録商標です。
また、
当社商品名、
サービス名およびロゴマークは、
コベルコ建機株式会社の商標または登録商標です。
その他の会社名やロゴマーク、
商品名、
サービス名は、
各社の商標、
登録商標もしくは商号です。

コベルコ教習所の
ウェブサイト

■お問い合わせは……

東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15

03-5789-2111

コベルコ建機日本（株）本社/〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17
北海道支社
011-788-2382 東北支社
0223-24-1141
上信越支社
025-259-3711 中部支社
052-603-1201
中四国支社
082-810-3660 九州支社
092-410-3030

047-328-7111
関東支社
047-328-2322
関西支社
06-6414-2108

この仕様は予告なく変更する場合があります。emag(Handling)-JP-101-2003ONEE
本機のご使用にあたっては取扱い説明書を必ずお読み下さい。

e マグ コンセプト映像

●鉄スクラップの効率的な
ハンドリングを実現。
●傷つけたくない素 材をそのままの
カタチで扱える。
●ダライ粉や新断などかさ比重の
小さな鉄スクラップに最適。

機械稼働率を上げるなら、

多用途対応の
e マグ搭 載 機 !

マグネット作業なら、
上質な素材を傷めない！

フォーク&グラップル作業なら、
大 容 量で仕 事 量 が稼 げる！

一口に金属マテハン機と言っても、その
種類はさまざま。
クラス、
ブーム・アーム、
先端アタッチメント、キャブというよう

●非鉄金属スクラップのハンドリングに。

に複 数の違いがあり、コベルコでも幅

●H鋼、鉄筋、Cチャンネルなどの長尺ものに。

広 いラインアップを用 意しています。

●かさ比重の大きな鉄スクラップのハンドリングに。

では、現場にもっとも有効な戦力となる

●できるだけ大きな作業範囲を得たい時に。

一 台 はどれ か 。その 選 択 は な か な か
難しい問題です。そこでコベルコでは、
多様なスクラップを扱うマグネット作業
の現場にオススメしたい機種をセレクト。
独自の先進マグネットシステム“eマグ”
を搭載した機種の中で、マグネット作業
だけではなく、フォーク作 業あるいは
グラップル作業も行える仕様機を選び
ご紹介します。回転フォーク&グラップル
配 管 装 備 機またはマグネエース仕 様
なら、“eマグ”による新次元のマグネット
作業と状況に適応したフォーク・グラッ
プル作業を1台の機械で行うことにより、
高い機械稼働率を実現できます。

リフティングマグネット仕様
マグネエース仕様

リフティングマグネット仕様
マグネエース仕様
スクラップローダ仕様機

リフティングマグネット仕様
マグネエース仕様
スクラップローダ仕様機

多用途対応はもちろん、作業効率性、省エネ性、安全性ほか、ユーザー評価ポイントは多彩です。
USER VOICE

「いろいろなスクラップを受け入れるので、材の種類によって
先端アタッチメントを変えられるのはありがたいね。」

USER VOICE

USER VOICE

「マグネットの吸着力が強くなったのは、
いままで吸着しにく
かった材が吸着できるようになったことからも明らかだね。」

「マグネット作業では給油した後もなかなか燃料ゲージが動かない。
正確な数値はわからないけれど、実感として燃費はとてもよいね。」

素材に応じて作業方法の変更が可能。

マグネット作業で大きな作業量を実現。

燃料コストを大幅に低減。

リフティングマグネット仕様およびス
クラップローダ仕様機は回転フォー
ク&グラップル配管を標準装備。先端
アタッチメントを交換すれば、
フォー
ク作業やグラップル作業も行えるの
で、対象スクラップの種類に対して最
も効率的な作業が実現します。もち
ろんマグネエース仕様はアタッチメン
ト交換なしで両作業ともOKです。

eマグの搭載により、
マグネットの吸着
力が大幅にアップ。一度に吸着できる
量が増えて1サイクルあたりの作業量
も増大。荷離れ性もよく、手際よく作業
を進められます。
また、機械の重量バラ
ンスがよく動安定性も良好。ブーム・
アームの動きもスムーズで、マグネッ
ト/グラップルを問わず、
積み降ろし作業
のサイクルタイムも短縮しています。

高効率エンジンと独自の油圧回
路技術の採用により省エネ化。
さ
らに作業モード選択で燃費優先
のEモードを選べばより燃料コス
トを抑えられます。
また、
マグネッ
ト作業では、
エンジンパワーをム
ダなくマグネットパワーに変換す
るeマグの採用により、さらに燃
料消費量の違いが実感できます。

インバータマグネット出力

約 20 %UP
（ 従 来マグネットシステム比）

USER VOICE

「ぶつかる心配なくアタッチメントを引けるし、止まる位置がか
なりキャブに近いから、足元作業もけっこう自由にできるよ。」

新キャブ干渉防止装置を標準装備。
燃費モード表示
Hモード

作業量を重視したいとき

Sモード

作業量と燃費のバランス
を重視したいとき

ECOモード

徹底して燃費を優先した
いとき

作業中に先端アタッチメントとキャブが接触することを
防ぐ自動停止機能を装備。精度の高い位置検出により
広い作動範囲を維持しながらオペレータの安全を確保
します。先端アタッチメント
の交換時も煩わしい設定
変更は無用。記憶させたア
タッチメントデータにより作
動領域も自動的に算出さ
れ、流量設定も不要です。

