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かにクレーンシリーズ

かにクレーンは日本はもとより欧米を中心に世界47カ
国へ輸出実績の有るグローバル機です。
お使い頂いている現場はさまざまで、墓石建立、住宅
建築工事、高層ビル建築工事、都市土木工事、地下鉄工
事、鉄道保守工事、橋梁建設工事、浄水場保守工事、発
電所保守工事、立体駐車場設置工事、生産設備保守工事
等で活躍しております。

■特長
（1）コンパクトな格納形状
アウトリガを格納するとドアも通過できる機体幅
590mm（MC174CRM）から軽自動車幅以下の 1,380mm
（MC405CWME）まで取り揃えております。既存の建物
内への自走進入や、狭い縦坑から吊り込んで地下へ搬入
されます。

（2）軽量
最大定格総荷重 995kg の MC104CW は本体重量
1,050kg です。
（3）エンジン電動併用タイプ
建築物内や地下の工事には、200Vで作動する電動モー
タータイプでクリーンな作業環境を提供します。
機械搬入はエンジンで自走させ、クレーン設置場所が
決まりましたら電動に切替えて作業します。
インバーター制御盤搭載でスムーズなクレーン作業が
可能になりました。オートパワーオフ機能で省エネ運転
に配慮しております。
（4）モーメントリミッタ
ブーム長さ、ブーム起伏角度、起伏シリンダの負荷圧
力を検出演算し、定格総荷重と実際の吊荷重を比較し 3
色回転灯で負荷率をお知らせします。負荷率 100％でク
レーンを自動停止させ転倒事故やクレーンの破損事故を

防止します。
さらに、作業範囲規制（高さ、角度、半径）機能、非

常停止解除記録機能も標準装備です。
（5）クレーン・アウトリガインターロック
アウトリガを正常に接地していないとクレーン動作を

させない、ブームが作業姿勢（起きてる、伸びている）
の状態ではアウトリガの
操作をできない様にします。
ヒューマンエラーによる
転倒事故を防止します。
（6）サーチャーフック
バキュームリフター等

を使用して、天井際へ吊
り荷を据え付けるための
専用サブブームです。
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