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Radius

1.5 m 3.0 m 4.5 m  6.0 m 7.5 m At Max. Reach
SK210LC Standard Arm: 2.94 m  Bucket: Without  Shoe: 600 mm  Counterweight: 4,300 kg     

A

B 
7.5 m kg       *4,840 *4,840   *3,880 *3,880 6.26 m
6.0 m kg       *5,330 5,310   *3,590 *3,590 7.36 m 
4.5 m kg       *5,810 5,130 *5,340 3,590 *3,510 3,180 8.03 m 
3.0 m kg     *8,470 7,440 *6,580 4,860 5,400 3,470 *3,580 2,900 8.38 m
1.5 m kg     *9,970 6,890 *7,330 4,600 5,260 3,340 *3,790 2,800 8.45 m 
G. L. kg   *5,780 *5,780 *10,670 6,600 7,160 4,420 5,150 3,250 *4,190 2,860 8.25 m 
-1.5 m kg *6,110 *6,110 *10,080 *10,080 *10,510 6,520 7,070 4,340 5,130 3,230 4,910 3,100 7.75 m
-3.0 m kg *10,680 *10,680 *13,180 12,840 *9,500 6,590 *7,040 4,390   *5,700 3,680 6.89 m 
-4.5 m kg   *9,740 *9,740 *7,140 6,840     *5,370 5,190 5.49 m

Radius

1.5 m 3.0 m 4.5 m  6.0 m 7.5 m At Max. ReachA

B 

SK210LC Standard Arm: 2.94 m Bucket: Without  Shoe: 800 mm  Counterweight: 4,300 kg      

7.5 m kg       *4,840 *4,840   *3,880 *3,880 6.26 m
6.0 m kg       *5,330 *5,330   *3,590 *3,590 7.36 m 
4.5 m kg       *5,810 5,240 *5,340 3,670 *3,510 3,260 8.03 m 
3.0 m kg     *8,470 7,610 *6,580 4,970 5,530 3,560 *3,580 2,980 8.38 m
1.5 m kg     *9,970 7,060 *7,330 4,710 5,390 3,430 *3,790 2,880 8.45 m 
G. L. kg   *5,780 *5,780 *10,670 6,760 7,340 4,530 5,290 3,340 *4,190 2,930 8.25 m 
-1.5 m kg *6,110 *6,110 *10,080 *10,080 *10,510 6,680 7,260 4,450 5,260 3,310 *4,920 3,180 7.75 m
-3.0 m kg *10,680 *10,680 *13,180 13,150 *9,500 6,760 *7,040 4,500   *5,700 3,780 6.89 m 
-4.5 m kg   *9,740 *9,740 *7,140 7,010     *5,370 5,310 5.49 m

Notes:
1. Do not attempt to lift or hold any load that is greater than these lifting capacities at their 

specified lift point radius and heights. Weight of all accessories must be deducted from the above 
lifting capacities.

2. Lifting capacities are based on machine standing on level, firm, and uniform ground. User must 
make allowance for job conditions such as soft or uneven ground, out of level conditions, side 
loads, sudden stopping of loads, hazardous conditions, experience of personnel, etc.

3. Arm top defined as lift point. 

4. The above lifting capacities are in compliance with ISO 10567. They do not exceed 87% of 
hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Lifting capacities marked with an asterisk (*) are 
limited by hydraulic capacity rather than tipping load.

5.  Operator should be fully acquainted with the Operator’s and Maintenance Instructions before 
operating this machine. Rules for safe operation of equipment should be adhered to at all times.

6. Lifting capacities apply to only machine originally manufactured and normally equipped by 
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

STANDARD EQUIPMENT

OPTIONAL EQUIPMENT

Lifting Capacities

ENGINE
� Engine, HINO J05ETG-KSSG, diesel engine with turbocharger and intercooler
� Automatic engine deceleration
� Auto Idle Stop (AIS)
� Batteries (2 x 12V - 96Ah)
� Starting motor (24V - 5 kW), 60 amp alternator
� Automatic engine shut-down
� Engine oil pan drain cock
� Double element air cleaner
CONTROL
� Working mode selector (H-mode, S-mode and ECO-mode)
� Power Boost
SWING SYSTEM & TRAVEL SYSTEM
� Swing rebound prevention system
� Straight propel system
� Two-speed travel with automatic shift down
� Sealed & lubricated track links
� Grease-type track adjusters
� Automatic swing brake
HYDRAULIC
� Arm regeneration system
� Auto warm up system
� Aluminum hydraulic oil cooler
� Arm interflow system
� Hydraulic fluid filter clog detector
MIRRORS & LIGHTS
� Two rear view mirrors
� Four front working lights (one for boom, one for boom cylinder, 
　one for right storage box and one for cab)

CAB & CONTROL
� Two control levers, pilot-operated
� Tow eyes
� Horn, electric
� Cab light (interior)
� Luggage tray
� Large cup holder
� Detachable two-piece floor mat
� Headrest
� Handrails
� Intermittent windshield wiper with double-spray washer
� Skylight
� Tinted safety glass
� Pull-up type front window and removable lower front window
� Easy-to-read multi-display color monitor
� Automatic air conditioner
� Emergency escape hammer
� KOMEXS
 

■ Additional track guide
■ Suspension seat
■ Two cab lights

Note: Standard and optional equipment may vary. Consult your KOBELCO dealer for specifics.

■ N & B piping
■ Refilling pump
■ Rear view camera
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productivity
Increase in

means
“Power”

16%
 Higher fuel saving

means
“Efficiency”

Compared to H-mode on the SK200-8

Power Meets Efficiency

To urban centers and mines around the world.

Kobelco’s all-out innovation brings you durable earth-friendly

construction machinery suitable for any task and sites 

all over the planet with greater fuel economy we deliver higher 

efficiency to any project.

Kobelco SK200 SK210LC machines are also more durable

than ever, able to withstand the rigors of the toughest job sites. 

It all adds up to new levels of value that are a step ahead of the 

times. While focusing on the global environment of the future, 

Kobelco offers next-generation productivity to meet the need 

for lower life cycle costs and exceed the expectations of 

customers globally.

To urban centers and mines around the world.

Kobelco’s all-out innovation brings you durable earth-friendly

construction machinery suitable for any task and sites 

all over the planet with greater fuel economy we deliver higher 

efficiency to any project.

Kobelco SK200 SK210LC machines are also more durable

than ever, able to withstand the rigors of the toughest job sites. 

It all adds up to new levels of value that are a step ahead of the 

times. While focusing on the global environment of the future, 

Kobelco offers next-generation productivity to meet the need 

for lower life cycle costs and exceed the expectations of 

customers globally.



Arm Interflow System
When lowering the 
boom, this system 
uses the downward 
force generated by 
the boom’s weight to 
push fluid to the arm. 
This greatly reduces 
the need to apply 
power from outside 
the system.

We have made every 
effort to enhance fuel 
efficiency by 
minimizing hydraulic 
pressure resistance, 
improving the 
hydraulic line layout 
to control friction 
resistance loss and 
minimizing valve 
resistance.

Hydraulic Circuit Reduces Energy Loss

Hydraulic System: Revolutionary Technology Saves Fuel

Common Rail System
High-pressure injection 
atomizes the fuel, and 
more precise injection 
improves combustion 
efficiency. This also 
contributes to better 
fuel economy.

Pursuing Maximum Fuel Efficiency

Evolution Continues, with 
Improved Fuel Efficiency.

ECO-mode

Operation Mode
Fuel consumption is lower in H-mode/S-mode/ECO-mode in comparison with the previous model (Generation 8).

Always and Forever. 
Yesterday, Today, and Tomorrow.
Obsessed with Fuel Efficiency.

In Pursuit of Improved Fuel Efficiency

Compared to previous models

       About 19%
         improvement

ECO-mode (SK210LC-10)

Compared to SK210LC-6 model (2006)

       About 38%
         improvementS-mode

       About 14%
         improvement

H-mode
       About 16%
         improvement

Over the past 10 years, Kobelco has achieved an 
average reduction of about 38% in fuel consumption. 
And we vow to continue to lead in fuel efficiency.

* Compared to H-mode on the SK200-8

16%
 Higher fuel saving

means
“Efficiency”
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The new arm interflow system more efficiently 

controls hydraulic fluid flow, and significant 

reduction of in-line resistance and pressure loss 

boosts fuel efficiency by about 16%*. The 

electronic-control common-rail engine features 

high-pressure fuel injection and multiple 

injection with improved precision. 

Improved hydraulic piping is an effective means of reducing pressure loss.

Larger hydraulic piping Smoother hydraulic piping Low-resistance connections

The boom weight 
exerts force on the 
boom cylinder

Boom weight

1

2

4

3

Hydraulic fluid is rechannel 
from the boom cylinder 
to the arm cylinder

Arm cylinder 
contracts

Arm opens1 2 3 4

NEW

AIS (Auto Idle Stop)
If the safety lock lever is lifted up, the 
engine will stop automatically.
This eliminates wasteful idling during 
standby, saving fuel and reducing CO2

 

emissions as well.4 sec

Pull up safety lock lever

Engine 
stops

Engine deceleration

Alarm

55 sec

60 sec Elapsed 
time

En
gi

ne
 r

pm



A Light Touch on the Lever Means Smoother, Less Tiring Work

2

3

4 5

1

More Power and 
Higher Efficiency.

It takes 38% less effort to work the operation lever, which reduces fatigue over 
long working hours or continued operations.

Multi-Display in Color
Brilliant colors and graphic displays are easy to 
recognize on the LCD multi-display in the console. 
The display shows fuel consumption, maintenance 
intervals, and more.

One-Touch Attachment 
Mode Switch
A simple touch of a button, switches the hydraulic 
circuit and flow amount to match attachment 
changes. Icons help the operator to confirm the 
proper configuration at a glance.

MaintenanceFuel consumption

Rearview monitoring (option) Nibbler modeBreaker mode

Top Class Traveling Force
Powerful traveling force and drawbar pulling force deliver 
plenty of speed when climbing slopes or negotiating bad 
roads, and the agility to change direction swiftly and smoothly.

1

2

3

4

5

Superior Digging Performance
Powerful digging force delivers outstanding performance.

Improved Fuel Efficiency Contributes to High Performance Get More Done Faster with Superior Operability

Operator-friendly Features Include Controls that Are Easy to See, Easy to Use

   Max. Bucket Digging Force

Normal:          143kN 
With power boost: 157kN

   Max. Arm Crowding Force

Normal:          102kN 
With power boost: 112kN

Drawbar Pulling Force: 228kN
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*Values are for STD arm (2.94m) 

The highly efficient hydraulic system 

minimizes fuel consumption while 

maximizing power. With nimble 

movement and superior digging power, 

this excavator promises to improve 

your job productivity.

Analog gauge provides an intuitive reading of 
fuel level and engine water temperature

Green indicator light shows low fuel 
consumption during operation

Fuel consumption/Switch indicator for rear 
camera images

Digging mode switch

Monitor display switch

NEW

Max. digging reach

9,900mm

Max. digging depth 

6,700mm
Max. vertical wall digging depth

6,100mm

Top-class excavating 
reach extends 
working range

*Values are for STD arm (2.94m)



Metal Mesh Cover 
Air Cleaner 
Metal mesh cover ensures strength 
and durability.

Fuel Filter
The pre-filter with built-in 
water-separator has 1.6 times more 
filter area compared to the previous 
models and with a new final stage 
maintenance free fuel filter to 
maximize filtering performance.

Structural design increases strength, 

while eliminating hydraulic problems. 

Enhanced durability takes 

productivity to a new level.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Clean, contaminant-free fuel and hydraulic fluid are essential to stable performance. The improved filtration systems reduce 

the risk of mechanical trouble and enhance longevity and durability.

Built to Operate in Tough Working Environments

Increased Power,
with Enhanced Durability
to Maintain the
Machine's Value

Hydraulic Fluid Filter Clog Detector
Hydraulic tank pressure sensor monitors the pressure 
difference between the return line and tank inside pressure 
to determine the degree of clogging. If the difference 
exceeds a predetermined level, a warning appears on the 
multi-display, so any contamination can be trapped by the 
filter and replaced before it reaches the hydraulic fluid in 
the tank. 

Enlarged Reinforcement 
of the Arm Foot

HD: Base plate thickness has been 
increased 1.3 times (20 t).

Current New

Current New

Modified Foot Boss 
Shape

The arm foot boss shape has been 
modified and improved to distribute 
stress, delivering 2.6 times more 
strength for tasks like digging next 
to a wall.

The attachment has been reinforced to handle a higher work volume, with greater power and excellent durability that can 

withstand demanding work conditions.

productivity
Increase in

means
“Power”

Hydraulic fluid filter Hydraulic fluid reservoir

Pressure
detection system

Pressure
detection system
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1

2

1

2

Hydraulic Fluid Filter
Recognized as the best in the 
industry, our super-fine filter 
separates out even the smallest 
particles. New cover prevents 
contamination when changing filters.

Return

Fuel tank

Engine
Main filter

Final filter

Pre-filter

New Larger-size

Improved Filtration System ReliabilityImproved Filtration System ReliabilityImproved Filtration System ReliabilityImproved Filtration System Reliability



Comfortable Cab Is 
Now Safer than Ever.

NEW

Seat recliner can be pushed back flat Double slides allow adjustment for optimum comfort

Spacious storage tray

Rearview mirrors left and right

Large cup holder

Comfort

Safety

Expanded Field of View for Greater Safety

Interior Equipment Adds to Comfort and 
Convenience

More Comfortable Seat Means Higher ProductivitySuper-Airtight Cab Air Conditioner Louvers 
behind the Seat

Quiet Inside

The high level of air-tightness keeps 
dust out of the cab.

The high level of air-tightness ensures a 
quiet, comfortable cabin interior.

The large air-conditioner has louvers on the 
back pillars that blow from behind and to 
the right and left of the operator’s seat.
They can be adjusted to put a direct flow of 
cool/warm air on the operator, which means 
a more comfortable operating environment.

Greater safety assured by rearview mirrors 
on left and right.

Rear view

Rear view shows the area directly 
behind the cab.

Hammer for emergency exit

Low Vibration
Coil springs absorb small vibrations, and 
high suspension mounts filled with 
silicone oil reduce heavy vibration. The 
long stroke achieved by this system 
provides excellent protection from 
vibration.

ROPS Cab
ROPS (Roll-Over-Protective 
Structure)-compliant cab clears ISO 
standards (ISO-12117-2: 2008) and ensures 
greater safety for the operator should the 
machine tip over.

Broad View Liberates 
the Operator
The front window features one large 
piece of glass without a center pillar on 
the right side for a wide, unobstructed 
view.

A rear view camera is installed as option to simplify checking for safety 
behind the machine. The picture appears on the color monitor.

Twice the stroke of a conventional mount

Coil spring

Silicone oil

Rear view camera (option)
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A work environment that is quieter 

and more comfortable. A cab that 

puts the operator first is key to 

improved safety.

Large Cab Is Easy to 
Get in and Out of
The expanded cab provides plenty of 
room for a large door, more headroom 
and smoother entry and exit.
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Efficient Maintenance Keeps the Machine 
in Peak Operating Condition.

Simple layout for easy access to radiator 
and cooling system elements

Engine oil pan equipped with drain valve.

Detachable two-piece floor mat with 
handles for easy removal. A floor drain is 
located under floor mat.

Floor mat’s raised edges help 
keep the cab floor free of mud, 
simplify cleaning.

Displays only the maintenance information that’s needed, when it’s needed

Self-diagnostic function provides early-warning detection and display of electrical system malfunctions

Service-diagnostic function makes it easier to check the status of the machine

Record function of previous breakdowns including irregular and transient malfunction

Machine Information 
Display Function

1

2

3

Fuel filter
Fuel filter with built-in water-separator
Engine oil filter

Engine oil pan

Detachable two-piece floor mat

Crawler frame

Internal and external air conditioner filters can be easily removed 
without tools for cleaning.

Air conditioner filters

Double-element air cleaner

Right side Left side

Fuel filter
Fuel filter with

built-in water-separator

Examples of displaying maintenance information

Special crawler frame design for easy mud 
removal cleaning

Highly Durable 
Premium-fine Filter
The high-capacity hydraulic oil filter incorporates 
glass fiber with superior cleaning power and 
durability.

Long-Interval Maintenance
Long-life hydraulic oil reduces cost and labor.

Replacement 
cycle: 

1,000 
hours

Long-life 
hydraulic oil: 

2,000 
hours

Steps Hand railGenerous space for maintenance work

11 12

Easy, On-the-Spot Maintenance
There is ample space in the engine compartment for a mechanic to do maintenance work inside. The 
distance between steps is lower so entry and exit is easier. And the mechanic can work in comfort, without 
contortions or unnatural body positions. Finally, the engine hood is lighter and easier to raise and lower.

KOMEXS
KOMEXS is the remote monitoring system for SK series excavators. 
When a hydraulic excavator is fitted with this system, data on the machine’s 
operation, such as operating hours, location, fuel consumption, and maintenance 
status can be obtained remotely.

Maintenance Work, Daily Checks, Etc., Can Be Done from 
Ground Level
The layout allows for easy access from the ground for many daily checks and regular maintenance tasks.

NEW
Easy CleaningMore Efficient Maintenance Inside the Cab

GPS

Web server  

Hydraulic excavator 

KOBELCO service personnel/dealer/customer

Base station 

Floor mat with raised edges



Attachments
Backhoe bucket and combination

Specifications

Standard combination       General operation   

Unit: m 

Digging Force  (ISO 6015) Unit: kN

Arm length

Overall length
Overall height (to top of boom)

Overall width of crawler
 SK200

  SK210LC
Overall height (to top of cab)
Ground clearance of rear end*
Ground clearance*
Tail swing radius

A
B

C

D
E
F
G

9,600
2,980
2,800
2,990
3,010
1,060
450

2,910

Standard
2.94 m

Operating Weight & Ground Pressure

Dimensions

Working Ranges

Unit: mm

Shaped                                                                    Triple grouser shoes (even height)
Shoe width   mm 600 700 800

Overall width of crawler
 SK200  mm 2,800 2,900 3,000

 SK210LC  mm 2,990 3,090 3,190

Ground pressure
 SK200  kPa 47 41 36

 SK210LC  kPa 45 39 35

Operating weight
 SK200  kg 21,100 21,300 21,600

 SK210LC  kg 21,500 21,800 22,100

In standard trim, with standard boom, 2.94 m arm, and 0.93 m3 ISO heaped bucket          

Boom 5.65 m
  Arm   Standard 
Range    2.94 m 

a- Max. digging reach

b- Max. digging reach
 at ground level

c- Max. digging depth
d- Max. digging height
e- Max. dumping clearance
f- Min. dumping clearance

g- Max. vertical wall
 digging depth

h- Min. swing radius

i- Horizontal digging stroke
 at ground level

j- Digging depth for 2.4 m (8')
 flat bottom

Bucket capacity  ISO heaped m3

Arm length

Bucket digging force

Arm crowding force

 G'

H

I

J

K
L

Distance from center of swing to rear end

Tumbler distance
 SK200

 SK210LC

Overall length of crawler 
SK200

 SK210LC

Track gauge
 SK200

 SK210LC
Shoe width
Overall width of upperstructure

2,900
3,370
3,660
4,170
4,450
2,200
2,390
600

2,710

*Power Boost engaged.

*Without including height of shoe  

Refilling Capacities & Lubrications

320 L
18 L
20.5 L
2 x 5.3 L
2.7 L
140 L tank oil level
244 L hydraulic system

Fuel tank
Cooling system
Engine oil
Travel reduction gear
Swing reduction gear

Hydraulic oil tank

Boom, Arm & Bucket

120 mm x 1,355 mm
135 mm x 1,558 mm
120 mm x 1,080 mm

Boom cylinders
Arm cylinder
Bucket cylinder

Cab & Control

Cab

All-weather, sound-suppressed steel cab mounted on the high suspension 
mounts filled with silicone oil and equipped with a heavy, insulated floor mat.

Control
Two hand levers and two foot pedals for travel 
Two hand levers for excavating and swing
Electric rotary-type engine throttle

Engine

Model HINO J05ETG-KSSG
Direct injection, water-cooled, 4-cycle 
diesel engine with turbocharger, intercooler
4
112 mm x 130 mm
5.123 L
114 kW/2,000 min-1 (ISO 9249)
118 kW/2,000 min-1 (ISO 14396)
569 N•m/1,600 min-1 (ISO 9249)
592 N•m/1,600 min-1 (ISO 14396)

Type

No. of cylinders
Bore and stroke
Displacement

Rated power output

Max. torque

Swing System

Axial piston motor 
Hydraulic; locking automatically when the 
swing control lever is in neutral position
Oil disc brake, hydraulic operated 
automatically 
13.3 min-1 {rpm} 
2,910 mm 
3,550 mm 

Swing motor 

Brake

Parking brake

Swing speed
Tail swing radius
Min. front swing radius

Travel System

2 x axial-piston, two-step motors
Hydraulic brake per motor
Oil disc brake per motor
46 each side (SK200)
49 each side (SK210LC)
6.0/3.6 km/h
228 kN (ISO 7464)
70 % {35°}

Travel motors
Travel brakes
Parking brakes

Travel shoes

Travel speed
Drawbar pulling force
Gradeability
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Type Backhoe bucket
  

ISO heaped  m3 0.80
 0.80 

0.93
 0.93

Bucket capacity   Side pin type Side pin type
 ISO Struck  m3 0.59 0.59 0.67 0.67

Opening width 
  With side cutter  mm 1,160 1,160 1,330 1,300

 Without side cutter  mm 1,140 1,060 1,230 1,200
No. of teeth   5 5 5 5
Bucket weight   kg 640 730 710 790
Combination  2.94m standard arm  

Hydraulic System

Two variable displacement pumps +
one gear pump

2 x 220 L/min, 1 x 20 L/min

34.3 MPa {350 kgf/cm2}
37.8 MPa {385 kgf/cm2}
34.3 MPa {350 kgf/cm2}
29.0 MPa {296 kgf/cm2}
5.0 MPa {50 kgf/cm2}
Gear type
8-spool
Air cooled type

Type

Max. discharge flow
Relief valve setting
Boom, arm and bucket
Power Boost
Travel circuit
Swing circuit
Control circuit
Pilot control pump
Main control valve
Oil cooler

Pump

143
157*

102
112*

9.9

9.73

6.7
9.72
6.91
2.43

6.1

3.55

5.27

6.52

0.93

K

F

D

L

C

J

I

H

A

G,G’

B

E

Standard
2.94 m

10

11m

5

6

7

8

9

4

3

5

4

3

2

1

7

6

8
9m

12m 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

j

e

a

b
h

f

g
c

d

i

Rating over front  

Rating over side or 360 degrees 

A: Reach from swing centerline to arm top
B: Arm top height above/below ground
C: Lifting capacities in Kilograms
Bucket: Without bucket
Relief valve setting: 34.3 MPa (350 kgf/cm2)

Radius

1.5 m 3.0 m 4.5 m  6.0 m 7.5 m At Max. Reach
SK200 Standard Arm: 2.94 m  Bucket: Without  Shoe: 600 mm  Counterweight: 4,300 kg      

A

B 
7.5 m kg       *4,840 4,840   *3,880 *3,880 6.26 m
6.0 m kg       *5,330 4,820   *3,590 3,380 7.36 m 
4.5 m kg       *5,810 4,640 4,920 3,240 *3,510 2,870 8.03 m 
3.0 m kg     *8,470 6,670 *6,580 4,380 4,800 3,130 *3,580 2,610 8.38 m
1.5 m kg     *9,970 6,130 6,490 4,120 4,660 3,000 *3,790 2,510 8.45 m 
G. L. kg   *5,780 *5,780 9,790 5,850 6,290 3,940 4,560 2,910 3,990 2,550 8.25 m 
-1.5 m kg *6,110 *6,110 *10,080 *10,080 9,700 5,770 6,210 3,870 4,540 2,890 4,340 2,770 7.75 m
-3.0 m kg *10,680 *10,680 *13,180 11,150 *9,500 5,840 6,260 3,920   5,180 3,290 6.89 m
-4.5 m kg   *9,740 *9,740 *7,140 6,080     *5,370 4,640 5.49 m 

Lifting Capacities



SK200/SK210LC-10

衝突軽減システム



低燃費、さらに高耐久

申請予定届出予定

2020年燃費基準達成建設機械  ★  ★  ★

国土交通省 燃費基準達成建設機械認定制度

申請予定

1



世界の都市へ、鉱山へ。
地球上の多様な現場で活躍するために
「地球型建機」へと力強い進化を遂げたコベルコ。

SK200/SK210LCは、地球型建機として追求する、
圧倒的な低燃費で2020年燃費基準値達成度★★★を
実現しながら、さらに高い生産性を発揮。
同時に、あらゆる作業に強い耐久性も備え、
時代に先駆ける新たな価値を提案します。
また、NOxの排出を大幅に低減したことで
オフロード法２０１４年基準値をクリア。
地球環境の未来を見据えつつ、
さらなる作業の効率化と
ライフサイクルコスト低減へのニーズ。
世界の現場からの期待に、
コベルコは次世代の性能で応えます。

燃費改善
もっと
低燃費

※1. SK200-9型機 Hモード比

※1※1

稼働を
止めない
高耐久
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進化を止めない、低燃費

これまでも、これからも。
低燃費へのこだわり。
コベルコは、この 10 年で約 38％の
燃費低減を実現。低燃費でこれから
も時代をリードします。

■SK200-6ES型機比（2006年）

自重

ECOモード（SK200-10）

 …… 約 38％低減

■ 従来機比

Hモード …… 約12％低減

Sモード …… 約10％低減

ECOモード …… 約6％低減

※ 数字はおおよその改善率です。 ※ 数字はおおよその改善率です。

NETIS登録 NETIS登録 
登録番号：KK-100065-V

AIS機能付バックホウ 

● 国や都道府県などの直轄工事において、工事成績評定に加点され、使用が効果的だった場合は
　 さらに加点されます。
● 価格以外の要素（技術力）を評価対象に加えた総合評価方式の入札でも加点対象となります。
　 配点は地方整備局などにより異なります。

エ
ン
ジ
ン
回
転
数

乗降遮断
レバーアップ

エンジン
停　　止

経
過
時
間

エンジン
回転数低下
警報音

60秒
55秒

4秒

油圧配管の圧力損失低減へのアプローチ

配管の大型化 配管のスムーズ化 抵抗の少ない継手自重によりブームシリンダー収縮 押出された油がアームシリンダーへ アームシリンダー収縮 アーム押し

燃費低減の革新テクノロジー、油圧システム

ブーム /アーム回生
ブーム下げ時に、ブームの自重による下げの力をアーム押しにも利用するシステム。
エネルギーを大幅に削減します。

さらなる低燃費を追求

作業モード
従来機（9 型）に比べて、全てのモードで燃費を
低減しています。    

エネルギー損失を抑えた油圧回路
摩擦抵抗を抑えた配管設計やバルブ抵抗の最小化など、余分な
圧損抵抗の削減に努め、燃費の向上に貢献します。

AIS（オートアイドルストップ）
乗降遮断レバーアップ状態が続くと自動でエンジンを停止。待機時
などのムダな燃料消費をなくすとともに CO2排出量を低減。

2020年燃費基準達成建設機械  ★  ★  ★
国土交通省 燃費基準達成建設機械認定制度

申請予定
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油圧の流れを効率的に制御する新ブーム／アーム回生や、
圧損抵抗の削減により、約 12％※1の燃費を低減。

また、環境性能で定評あるエンジンに
SCR※2システムを新設定。NOxの排出を低減した

ことでオフロード法 2014 年基準値をクリアしています。
※1. SK200-9 型機Hモード比

※2. SCR : Selective Catalytic Reduction

SCR触媒

オフロード法 2014 年基準値をクリアした、環境エンジン

排出ガス後処理装置と尿素 SCR※1システムを搭載
エンジンの排気系に新しく尿素SCRシステムを搭載し、NOx※2を無害な窒素と水に分解。
PM※3を確実に捕集・焼却する排出ガス後処理装置との組み合わせにより、排出ガスを大幅に
クリーン化します。

■ NOx低減率（従来機比）

約88%低減
※1. SCR：Selective Catalytic Reduction
※2. NOx：窒素酸化物
※3. PM：粒子状物質

NOxを低減するEGRクーラ
燃焼に必要な量の酸素を確保
した上で、冷却した排気ガスを
吸入空気と混合させ再注入。
酸素濃度を抑えて燃焼温度を
下げています。

PMを低減するVGターボ
排気側のノズルの開度で吸入
空気量を調整し、燃焼効率を
最適化。低回転域ではノズルを
絞りターボ回転速度を高めて
空気量を増大。燃費低減にも
寄与します。

PMを低減するコモンレールシステム
噴射の高圧化によって燃料を
微細化。燃えやすい状態にした
上で、噴射タイミングの精度を
高めて、燃焼効率を向上。燃費
低減にも寄与します。

可変ノズル

低回転時 高回転時

尿素水タンク給水口

排
気

水冷式EGRクーラ

電子制御EGRパルプ

吸
気

流
約損抵抗 削減 より 約 燃費を低

回
低

する新ブーム／アーム回流れを効率的に制御す
約損抵抗 削減 約 燃費 低

燃費改善
もっと
低燃費

※1

低燃費と低エミッションを実現
低燃費と環境性能で定評のある日野製
エンジンをコベルコが建機用に独自に
チューニング。コモンレールシステムの
燃料噴射高圧化や、VGターボと排出ガス
後処理装置の採用などで P Mを低減する
とともに、大容量 EGRクーラによりNOxの
発生を抑えています。
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メンテナンス
情報画面

燃費情報画面 ニブラー画面 ブレーカ画面後方カメラ画面

ハイパワー、さらに高効率
高効率油圧システムが、低燃費に加え、パワフルな掘削と走行を実現。
キビキビと作業をこなし、生産量のアップを約束します。

美しく見やすい、切替作業もワンタッチで

仕事がはかどる、優れた作業性

■ 最大掘削半径

9,900mm
■ 最大掘削深さ

6,700mm
■ 最大掘削垂直深さ

6,100mm

バケット ニブラー ブレーカ

＊アーム（2.94m）の数値

燃料残量とエンジン水温が
直感的に分かるアナログゲージ

低燃費運転時にグリーン表示

燃料消費量／後方確認カメラ
画像を切り替え表示

作業モード選択スイッチ

表示切替スイッチ

通     常     時   ：   143kN

パワーアップ時 ：   157kN

■ 最大バケット掘削力

■ 最大アーム掘削力

通     常     時   ：   102kN

パワーアップ時 ：   112kN

カラーマルチディスプレイ
鮮やかな発色とグラフィカルな表示で認識し
やすい液晶カラーマルチディスプレイをコン
ソールに搭載。燃費やメンテナンスなどの各種
情報を表示します。

アタッチメントモード切替スイッチ
アタッチメント交換に伴う油圧回路や流量の
切り替えをスイッチ操作で容易に行え、セレ
クタバルブも自動で切り替わります。アイコン
表示によりひと目で認識できます。

トップクラスの走行力
パワフルな走行牽引力を備え、坂路や悪路も
スピード感を失うことなく走破。方向転換
もスムーズに行えます。

N&B配管
ニブラーやブレーカの使用にもすばやく対応で
きる N＆B（ニブラー＆ブレーカ）配管を
標準装備。

ワイドに活躍するトップクラスの掘削範囲
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働く人を選ばない次世代の現場へ

人や障害物を検知すると、自動で減速 / 停止。建機メーカ初の新技術。
旋回や後進または走行時に死角エリアで人や障害物を検知した場合、ディスプレイ表示とアラームでのお知らせ
に加えて、自動的に減速 / 停止。建設現場における事故の 6 割を占めるという「挟まれ」「ひかれ」事故発生
の抑制に有効です。

事故ゼロを目指して
　　  　　　  衝 突軽 減システム

接近を検知して制御したエリアや時間帯ごとの検知回数のレポートを
専用ウェブ画面上で確認できます。現場の事故防止対策やKY活動の
資料として活用することで、事故発生の抑制に貢献します。

4つの目と検知エリア

旋回時の制動イメージ

後進時または走行時の制動イメージ

ディスプレイ表示 現場のヒヤリハットを可視化

停止エリア

0.5m以内

減速エリア

2.0m以内
センサが人や障害物を検知すると、キャブ内
のマルチディスプレイに検知エリアを表示。 
黄色が減速エリア、赤色は停止エリア内での
検知を示します。 停止エリアで検知した際
はアラームと警告表示でもお知らせします。

右側
合計
33

10
2310

5045

2520

0

右後側
合計
75

左後側
合計
65

左側
合計
10

減速合計

128

停止合計

55

※上記イメージは、実際のご報告とは異なる場合があります。

※画像は作動イメージです。

● 本システムは、あらゆる条件で衝突を回避する装置ではありません。性能には限界があります。システムに頼った使い方や、間違った使い方を行った場合には、事故が発生する可能性があります。
● 本システムをお使いになる前には、必ず取扱い説明書をお読み頂き、システムについて理解し、正しくお使いください。
● 前方やアタッチメント周辺等、センサが検知できる範囲外に対象物がある場合、機能は作動しません。また、しゃがんでいる人や小さな物体、旋回体より下の物体は検知しない可能性があります。
● 旋回速度が一定以上の場合や、アタッチメントの姿勢、仕様によっては性能を十分に発揮できない可能性があります。
● 検知する対象物の状況（急に飛び出してくる、暗い色をしているなど）、センサの状況（レンズ面に付着物があるなど）、作業環境・内容（悪天候、異常な気温、
    クレーン作業を行っている時など）によっては機能が正しく作動しない、または性能を十分に発揮できない可能性があります。
● 下記条件に該当する場合は、衝突と関係なく機能が作動する可能性があります。
    ●水蒸気、煙などが機械の周囲を漂っているとき。　●悪天候（雨・雪・霧・砂埃など）のとき。　●強い電波やノイズが発生する場所で稼働しているとき。
    ●走行や、アタッチメントの作動にて発生した、土跳ねや砂埃を検知したとき。　●急な登坂時の地面を検知したとき。　●ビニールなど、風などで飛んできた物体を検知したとき。
● 操作方法や外部環境によってオペレータの感覚と、レポートの検知回数に差が発生することがあります。

減速エリア内で人や障害物を検知すると、自動で
減速を開始。 停止エリア内で検知すると自動停止
します。 作業員に気付かず旋回、後進または走行
した際の衝突事故発生の抑制に貢献します。

STOP

停止減速

STOP

停止

減速

深度センサ 深度センサ

※ ダミー人形を使用しています。

安全性と作業性を両立した検知エリア設定。昼夜、人や障害物
を問わず検知できる深度センサで障害物を検知。

OPTION
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現場の生産性を大幅に高めるICT施行サービス

現場を高効率化するホルナビ

 誰でも働ける現場へ
KOBELCO IoT

POINT 1.

時間､経費､手間など、施工の
トータルコストを削減

POINT 2.

施工品質が向上し、
現場作業も効率化

POINT 3.

現場の安全性も向上

ガイダンスに沿った作業により過掘りを
減らし、施工時間や燃料消費を削減。
丁張や検測も最小限の作業で済みます。

ガイダンス表示により精度の高い作業を
実現。オペレータが機械の乗り降りをせず
に施工面の出来形を確認できるため、作業
の効率化にもつながります。

検測や確認作業のための作業員が削減
できるため、機械と人間が接触する危険性
が減少し、安全性が向上します。

コスト削減のイメージ

従来工法 システム導入後

削 減

システム費（レンタル料）
諸費用
法面整形工（世話役）

法面整形工（普通作業員）
バックホウ運転（山積 0.8m3）

“掘る”を“ナビ”するホルナビは、ディスプレイの表示とアラームによってショベル作業をナビゲートするガイダンス
システム。バケットの刃先と施工ラインがリアルタイムに表示されるので、それを確認しながら操作することにより、
最少の作業人数で手際よく精度の高い施工を行うことができます。操作方法は分かりやすく、経験の浅いオペレータ
でも容易に覚えることができます。

例えば溝掘削に

過掘りをなくし施工がスピーディに。
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少ない丁張り、

わかりやすい操作ガイダンス。

3次元データを活用して、

常に刃先の位置をガイダンス。

丁張りレスで生産性向上。

整地アシスト機能
アームレバーの押し引きによる「1レバー操作」により、ブームの上下動作やバケット角度を
システムが自動制御。バケット角度を保持したまま均し作業が可能であり、バケット底面
を押し付ける均し作業やバケット刃先を立てた水平引きなど、作業に合わせてバケット
角度を任意に調整できます。

見やすくわかりやすいガイダンス機能
ブーム・アーム・バケットの各所に取り付けられたセンサからの情報と、
あらかじめ入力された施工情報を基に、バケットの角度や目標までの距離
をコントロールパネルにリアルタイムで表示。ラインで示された施工面に
沿って、ガイダンスに従いながら簡単・確実に作業することができます。

丁張り作業は不要、過掘りや検測作業も削減
3 次元設計データを入力し、GNSS で
リアルタイムに位置情報を確認できる
ため、丁張りは不要になり、過掘りや施
工中の検測作業も削減。ディスプレイ
表示に従って作業を行うことにより、
図面通りの施工を実現します。

GNSSを活用して建機･刃先の位置を正確に表示
GNSSの測位データを活用するため、 建機の移動や旋回にかかわらず、
リアルタイムでバケット刃先の位置をmm単位で表示します。

回転レーザの併用で、より効率のよい施工が可能
建機に取り付けたレーザ受光器が回転レーザの照射光を受け、その高さを
基準面として、あらかじめ設定した掘削深さや勾配をモニタに表示。設計面
に沿った仕上がりに、効率よく施工できます。

掘り過ぎ防止機能
バケット刃先が設計面に到達すると、
さらに下に操作しようとしてもブーム
下げとアーム引き操作を自動的に制御
して掘り過ぎを防止します。

タブレット感覚の大型モニタ
で簡単操作
タブレット感覚のタッチ操作でさまざまな設定が
簡単に行える大型モニタ。操作の選択は、分かり
やすいメニュー表示からタッチして選ぶだけ。3D
設計データなどが入ったUSBメモリを直接差し
込んで、データを迅速に移すことができます。

アームレバー操作だけで、

設計面に沿って施工。3 D マ シ ン コ ン ト ロ ー ル

M3D ACHINE

ONTROLC

設計面

ブーム自動上昇

ブーム下げ抑制
（ブーム自動上昇）

設計面

3 D マ シ ン ガ イ ダ ン ス

M3D ACHINE

UIDANCEG
2 D マ シ ン ガ イ ダ ン ス

M2D ACHINE

UIDANCEG

※3DMCとK-EYE PRO は同時装着です。

※掲載写真はイメージです。
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観察
データ

診断結果
データ

出力

油 冷却

始動

排ガス

正常 経過観察 要点検 判定外

空気

燃料

効率

油
温

稼働量

異常の予兆となる数値を検知します。

ネットワークの速さと正確さで機械をトータルサポート

複数の稼働機の情報を、インターネットによりオフィスにいながら管理できます。
戦略的な情報管理やコスト管理、トラブルの備えに。お客様のビジネスを幅広くサポートします。

稼働情報 燃費情報 警報

稼働時間の正確な把握
・レンタルなどでの時間計算の指標として活用できます。
・複数にわたる現場の機械の稼働時間を比較することで、
忙しい現場とそうでない現場がわかり、機械の投入台数
の検討などが行えます。
機械の正確な位置の確認
・複数台数の位置を確認でき、異常も表示されるため、
ひと目で情報を確認できます。

燃費の改善
・燃費モードごとの実績およびアイドリング
時間が把握できるため、燃費改善の指標
として活用できます。

緊急情報・異常内容の共有化
・異常があったときに警報を発信するため、
現場にいなくてもトラブルを知ることが
できます。適切なアドバイスや処置により、
機械の休止時間の削減や高額修理費の
発生を抑えることができます。
・設定された時間、場所以外で稼働を感知
した場合、メールでお知らせします。

3つのメリット

※ 機械の稼働位置、電波状況によっては利用できないサービスがあります。

ITを活用したコベルコ建機独自の予防保全システム

水温や油温、燃料噴射量やポンプ出力などの数値をセンサーで日々検知し、そのデータをコベルコに送信。
数値が一定のレベルに達した場合、コベルコから適切な対応の提案をいたします。
エンジンや油圧ポンプの故障の発生を抑制します。

状態観察

データをコベルコに毎日送信

診断結果データをコベルコに送信

冷却異常を感知し、ご報告いたします。※ 上記グラフはイメージであり、実際のご報告とは異なります。

■状態観察機能事例

サービスマンがメンテナンス時に、ハイアイドル状態の静止した機械で自動診断モードを実施。
データはタイムリーにコベルコサーバーで処理され、診断結果をお知らせいたします。
状態観察に加えて、さらにきめ細かい分析で日常では気づきにくい予兆を検知します。

健康診断

※ 機械の稼働位置、電波状況によっては利用できないサービスがあります。

コベルコ建機の新たなIoTソリューション
高耐久を強化するKスキャンとサポートシステム
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耐久性能を強化するため、充実の保証/メンテナンスプランを新設定しました。
高い稼働率の維持に貢献し、再販価値も高めます。

10

● 新車保証期間を12ヶ月または稼働時間2,000hrまで延長し、さらに主要機器の保証は36ヶ月または稼働時間5,000hrまで延長しました。
● 定期メンテナンスパッケージでは稼働時間500hr毎に4回のオイル・フィルタ類交換を保証します。

新車保証/定期メンテナンスパッケージ（無償）

0 5,000hr4,000hr3,000hr2,000hr1,000hr

12ヶ月または2,000hr

36ヶ月または5,000hr ＊1 ＊3

新車保証

主要機器延長保証

定期メンテナンス
パッケージ＊2 ＊3 ＊4

新車巡回 50hr、500hr経過時

500hr毎×4回 4,500hr経過時

DPF交 換交 換　　　  エンジンオイル / エンジンオイルフィルタ / メイン燃料フィルタ

＊1.取扱説明書に準じ、純正部品又はKGSPを使用したメンテナンスを実施することが保証条件となります。 ＊2.エンジンオイル、フィルタ交換は納車後５年、DPF交換は納車後７年で終了となります。
＊3.転売が行われた場合は本プログラムは終了となります。 ＊4.レンタル機については対象外となる事があります。 ＊5.加入には特定自主検査をコベルコ建機にて受けて頂くことが前提となります。 
＊6.ミドルプラン・ヘビープランをご契約いただく場合には定期メンテナンスパッケージのご契約が必要となります。 ＊7.各部位のメンテナンス実施時期と保証の詳細については営業所にご確認ください。 
＊8.搭載機種のみの実施となります。 ＊9.保証箇所は別途既定の範囲となります。

● 通常の定期メンテナンスから、保証期間を8,000hr(ミドルプラン)と10,000hr(ヘビープラン）に延長。メンテナンス対象部位を26ヶ所に拡大することで、さらなる安定
  稼働を実現します。
● コベルコ建機のプロが責任をもって計画的にメンテナンスを行います。

延長保証終了後の追加保証プラン（有償）＊3＊5＊6

60ヶ月、または8,000hr＊9

ミドルプラン
● コンポーネント保証＊7

（免責30,000円）

● コンポーネント保証＊7

（免責30,000円）
84ヶ月、または10,000hr＊9

ヘビープラン

有償
メンテナンス項目一覧＊7 ● 定期点検（1回/250hr） ● 稼働機管理レポート（1回/1ヵ月） 

　　　　エンジンオイル / エンジンオイルフィルタ / 燃料フィルタ / 
DPF(センサ用ホース、マウント）＊8 / エアクリーナエレメント / ラジエータ冷却水 / 
Vベルト（エンジン・エアコン） / SCRサプライポンプフィルタ / 作動油 / 作動油リターンフィルタ / 
エアブリーザエレメント / 旋回・走行減速機オイル / エアコンフィルタ / ラジエータキャップ /
SCRインジェクタガスケット / パイロットフィルタ交換＊8 / エアセパレータフィルタ交換＊8

グリス給脂 / 旋回ギアグリス給脂 / アタッチメント給脂

交換

　　　  エアクリーナエレメント / DPF＊8 / ラジエータ / エアコンフィルタ清掃

給 脂

8,000hr 10,000hr



耳付きフットボス
応力の集中するボス部に
耳付き一体構造を採用。
最大応力を分散し、耐久性を向上。

厚板構造
従来の補強板に代えて、
板自体の厚さをアップ。

長期のメンテナンスサイクル
ロングライフのため交換回数が減り経済的です。

耐久性に優れたプレミアムファインフィルタ
清浄力と耐久性に優れたガラス繊維製ろ材を内蔵した
大容量タイプです。

ロングライフ
作動油：

5,000
時間

交換サイクル

1,000
時間

稼働を
止めない
高耐久

信頼性を高める、フィルトレーションシステム
安定した稼働のために、作動油と燃料を万全に管理。機械トラブルのリスクを減らし、耐久寿命を高めます。

燃料フィルタ
ウォータセパレータ一体型のプレフィルタを追加し、ろ過
性能を向上。

エアクリーナ（ダブルエレメント）
2重フィルタ構造の大容量
エレメント。粉じんの多い
環境でもエンジン機能を
キープします。

作動油フィルタ
新型のプレミアムファインフィルタがコンタミを除去。カバー付きにより交換時のコンタミ落下を
防止します。

作動油フィルタ目詰まり検出装置
作動油フィルタの入口と出口に圧力検出装置を設置
し、圧力の差により目詰まりを検出。異常を検出する
とカラーマルチディスプレイに警告を表示します。
コンタミが作動油タンクに侵入する前に検出できる
ため、油圧機器の故障を防ぐことができます。

タフな作業環境での操作のために
アタッチメントは作業量の向上に伴い強化。過酷な作業条件にも耐える、
より大きなパワーと優れた耐久性を備えています。

＊ブレーカ使用時の交換サイクルは作動油 1,000時間、フィルタ 250時間となります。

＊

＊
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メンテナンス情報表示例

整備しやすい機体上からのメンテナンス

エンジンルームをメンテナンスする際の作業員のスペースを確保しました。ステップの段差を小さくすることで昇降しやすくしたほか、
腰を落とした無理のない姿勢で作業を行うことができます。また、エンジンボンネットを軽量化して開閉を容易にしています。

楽に点検整備できる地上からのメンテナンス

日常点検や定期メンテナンスの対象の多くを、地上から楽にアクセスできる位置にレイアウトしています。

効率的なキャブ内点検

上質なコンディション、
そのための効率的メンテナンス。

清掃のしやすさ

DPF 再生スイッチ

モニタにワーニングが点灯した場合、
スイッチ操作によりフィルタの
手動再生が行えます。

メンテナンススペース ステップ /ハンドレール 尿素水タンク給水口

ステップを開けた中に
設定しています。

エアクリーナ（ダブルエレメント）

クローラフレーム

泥を落としやすい片流れタイプ。

耳付２分割フロアマット

取り外しやすい分割式。
マット下にはフロア排水口を設置。

燃料タンク

ドレンコック付き。

エアコンフィルタ

内気、外気ともに工具なしで
取り外しが可能です。

燃料フィルタ /ウォータセパレータ
一体型燃料プレフィルタ エンジンオイルフィルタ左サイド

ラジエータ等の冷却機器に
アクセス容易なレイアウト。

的確なメンテナンスに欠かせない

マシン情報表示機能

■ 必要な時に必要項目だけ表示するメンテナンス情報表示
■ 電気系の異常を早期検出・表示する自己診断機能
■ マシン状態チェックが容易に行えるサービス診断機能
■ 再現性のないトラブルも確認できる故障来歴記憶機能

右サイド

　 ウォータセパレータ一体型燃料プレフィルタ
　 燃料フィルタ       　 エンジンオイルフィルタ

1

3
2

1

1

3

3

2

2
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快適キャブ、さらに安全
より静かで心地よい快適な作業環境。
高い安全性も確保した、オペレータファーストのキャブです。

快適性

運転席後方にエアコン吹出口

大容量エアコンを採用し、吹出口を運転席の
右前方と左右後方ピラーに設置。冷風・温風を直接
オペレータに当てることができるため、快適な
環境を提供します。
                  

快適で便利な室内装備

安全性

ROPSキャブ

ROPS（Roll-Over Protective Structures）準拠のキャブ
は、ISO規格（ISO-12117-2:2008）をクリアし、マシン
転倒時にオペレータにとって高い安全性を確保し
ます。

快適な座り心地のシート

安全視界と安全装備

乗降が楽な大型キャブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

広々としたキャブ容積を確保し、ゆとりのドア開口
幅とヘッドクリアランスでスムーズな乗降も実現
します。

AM/FM自動選局ラジオ 大型カップホルダ24V 電源 大型ラゲッジトレイ

左右バックミラー／右下ミラー

左右バックミラー、右下ミラーにより
安全確認も容易です。

後方確認カメラ

機械後方の安全確認が容易にできる後方確認カメラを標準
装備。その映像はカラーマルチディスプレイに表示されます。

振動を吸収するサスペンションシート

フラットに倒せるリクライニングシート

イーグルアイビュー                    

後方、左右３つのカメラ映像を合成することで、機械周囲約270°を俯瞰的に
見ることができ、その映像はカラーマルチディスプレイに表示されます。
スイッチひとつでイーグルアイ、後方カメラ、右側カメラへの切り替えが可能です。

OPTION

増設右カメラ +増設モニタ　　　　                 

増設右カメラ装着時は、後方確認カメラ映像とあわせて
表示される別途モニタが装着されます。 

OPTION

OPTION

13



高気密キャブ

高い気密性により、ホコリのキャブ内
への侵入を抑えます。

静かな室内
気密性の高い室内が、静かで快適な
環境を提供します。

低振動キャブ
微小振動を柔らかく受け止める
コイルスプリングと、大きな振動を
減衰するシリコンオイルを内蔵した
ハイサスマウントを採用。長いスト
ロークによって優れた振動絶縁性を
実現しています。

ワイドな直接視界
右側センターピラーのない大きな1枚
ガラスを採用。開放感とともに、
前方・左右の直接視界を確保して
います。

従来マウントの 2倍のストローク

コイルスプリング

シリコンオイル

軽くスムーズな操作レバー
操作力を 25％低減し、長時間の
作業でも疲労を軽減します。

25%
低 減

14



■ 全体図　アーム（2.94m）、0.8m3バケット装着時。＊印はシュー突起を含みません。［ ］内はLCタイプ。

形状

鉄クローラ（等高）

■ 各種シュー 

（注）接地圧は基本アタッチメント装着時の値です。

シュー幅（mm）

600（標準）

700

790

クローラ全幅（mm）

SK200

2,800

2,900

2,990

SK210LC

2,990

3,090

3,180

接地圧（kPa｛kgf/cm2｝）

SK200

46｛0.47｝

40｛0.41｝

36｛0.37｝

SK210LC

43｛0.44｝

38｛0.39｝

34｛0.35｝

9,600

2,900
R2,910

3,370［3,660］

4,170［4,450］

2,
98

0

2,710

600

2,
74

0

3,
01

0

2,800［2,990］

2,200［2,390］

アームの種類

a - 最大掘削半径

a' - 床面最大掘削半径

b - 最大掘削深さ＊

c - 最大掘削高さ＊

d - 最大ダンプ高さ＊

e - 最小ダンプ高さ＊

f - 最大垂直掘深さ＊

g - 最小旋回半径

h - 同上時高さ＊

標準バケット容量（山積）

アーム
（2.94m）

9,900

9,730

6,700

9,720

6,910

2,430

6,100

3,550

7,680

0.8m3 

HDロングアーム
（3.5m）

10,340

10,170

7,260

9,750

6,970

1,870

6,470

3,480

7,720

0.7m3 

HDショートアーム
（2.4m）

9,420

9,240

6,160

9,510

6,680

2,980

5,570

3,560

7,750

0.93m3

＊印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

単位:mm
■ 作動範囲図 

1,
06

0＊

45
0＊

a

a’

g
10

11m

5

6

7

8

9

4

3

5

4

3

2

1

7

6

8m
12m 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

h d

e

fb

c

HDショートアーム アーム HDロングアーム

（単位:mm）
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■ 主な仕様 

単位は国際単位系のSI単位表示で｛ ｝内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。 ※印はパワーアップ時の値です。 

■ 各種バケットの仕様と組み合わせ 

バケット

アーム

形式

設定圧    

m3

min-1｛rpm｝

km/h

%（度）

kN｛kgf｝

kN｛kgf｝

kg

kW/min-1｛PS/rpm｝

ℓ

ℓ

MPa｛kgf/cm2｝

ℓ

kg

SK200

SK200-10

コベルコ YDR-YN15/YQ15

20,500

SK210LC

SK210LC-10

20,900

2,390 2,680

0.8（旧JIS0.7）

12.7｛12.7｝

6.0/3.6

70（35）

143｛14,600｝（157｛16,000｝※） 

102｛10,400｝（112｛11,400｝※）

日野J05E-UM

インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル

119/2,000｛162/2,000｝（JIS D0006-1:2000）

320

83

2連可変容量アキシャルピストン＋1ギヤ

34.3｛350｝（37.8｛385｝※）

アキシャルピストンモータ（1個）

可変容量アキシャルピストンモータ（2個）

全量248（タンク内油量139）

機種名

本体型式

車名および型式

■性能

 標準バケット容量

 旋回速度

 走行速度

 登坂能力

 
最大掘削力

■質量（標準シュー装着時）

 運転質量

■エンジン

 型式

 種類 

 定格出力

 燃料タンク容量

　尿素水タンク容量

■油圧装置

 
油圧ポンプ

 旋回モータ形式

 走行モータ形式

 油圧作動油

■アタッチメント装着可能質量

 標準ブーム/アーム/基本ウエイト時

SK200-10 SK210LC-10

種類

m3

m3

mm

mm

項目

タイプ

用途

バケット容量

バケット口幅

ツースの数

組み合わせ

幅狭

0.51(0.45)

0.39

870

770

３

○

○

○

◎

0.7(0.61)

0.52

1,080

980

5

○

○

◎

ー

標準/横ピン

0.8(0.7)

0.59

1,160

1,060

5

○

◎

△

ー

底板補強

0.8(0.7)

0.59

1,160

1,060

5

○

○

△

ー

0.93(0.8)

0.67

1,330

1,250

5

◎

△

ー

ー

軽掘削･積込み

1.0(0.9)

0.75

1,460

1,360

6

△

ー

ー

ー

50FT用

0.45（0.4)

0.35

910

810

ー

ー

ー

ー

ー

60FT用

0.27(0.24)

0.2

750

680

ー

ー

ー

ー

ー

ロングレンジ用

ホウバケット

山積（旧JIS）

平積み

サイドカッタ有

サイドカッタ無

HDショートアーム（2.4m）

アーム（2.94m）

HDロングアーム（3.5m）

テレスコピックアーム

標準タイプ以外はオプション設定です。バケット容量は新JIS表示で（ ）内は旧JIS表示です。◎印は標準の組み合わせ、○印は一般作業、△印は軽作業を示します。

幅広標準

　　　　　   一般掘削

0.8(0.7)

0.59

1,160

1,060

5

○

◎

△

ー
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◎印は標準装備、△印はオプションを示します。

※写真はオプションの一例です。

標準装備品
●オートエアコン（内気循環・外気導入切替式）●デフロスタ●左右一体スライド式コントロールボックス●ダブルスライドシート●巻取り式シートベルト●ラゲッジトレイ
●大型カップホルダ ●ライフハンマ ●ＡＭ/ＦＭラジオ（２スピーカ）●耳付２分割フロアマット●ルームライト●エンジンオイルパンドレンコック
●前方作業灯(アタッチメント：１、上部本体右：１)●ダブルエレメントエアクリーナ●間欠＆ライズアップワイパ●後方確認カメラ・モニタ（カラー）●稼働機管理システム「MERIT」

SK200 SK210LC

△
△
△

◎
△※6

△
△
△
△
◎
△
△
△
△
△
△
△
△
◎
△
△
△
△
◎
△
△
△※7

△
△

機種名
■キャブガード
 トップガード
 縦格子（１面）下部
 縦格子（２面）下部、前部
■シート
 基本シート
 サスペンション付シート
■その他 
 寒冷地用作動油
 マルチコントロール
 キャブ２ライト
 強化型増設トラックガイド
 上部本体アンダカバー
 上部本体アンダカバー(強化型、t6mm）
 下部本体アンダカバー（ｔ9mm）
 1WAYコール
 消火器
 イーグルアイビュー
　増設右カメラ＋増設モニタ
 黄色回転警告灯
 走行アラーム
 パーソナロックキー
 ＩＤキー
 防虫ネット(エアコンコンデンサ用）
 工具
 グリスガン
 作動油フィルタ目詰り検出装置
　延長ハンドレール
　レインバイザー
　3D MC & K-EYE PRO

　K-EYE PRO

　ホルナビセンサレス（3D/2D）

SK200

△※1

ー
ー

ー
ー

SK210LC

ー

△
△

△※4

△※5

△
△
◎
△
△
△
△

◎
△
△

◎

△
△※2

◎

◎

◎
△※3

◎
△
△
△

△
△
◎
△
△
△
△

◎
△
△

◎

△
△※2

◎

◎

◎
△※3

◎
△
△
△

機種名
■バケット（詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。） 
 0.51m3バケット
 0.7m3バケット
 0.8m3バケット
 0.8m3バケット（横ピン）
 0.8m3底板補強バケット
 0.93m3バケット
 1.0m3バケット
■配管 
 Ｎ＆Ｂ配管
 回転Ｎ＆Ｂ配管
 ハイリーチクレーン
■アーム 
 アーム（2.94m）
 HDショートアーム（2.4m）
 HDロングアーム（3.5m）
 テレスコピックアーム（0.51m3）
■ブーム 
 ブーム（5.65m）
 50FTロングレンジ仕様（アーム含む）：0.45m3

 60FTロングレンジ仕様（アーム含む）：0.27m3

■キャブ
 基本キャブROPS（小窓）
■ウエイト 
 基本ウエイト
 セミ増量ウェイト（＋480kg）
 増量ウェイト（＋1,670kg）[50FT]
 SP増量ウェイト（＋2,380kg）[60FT]
■シュー 
 600mm等高シュー
 700mm等高シュー
 790mm等高シュー
　600mmボルト付ゴムパッドシュー
※1．2.4ｍアームはN&B配管のみになります。   ※2．N&B、回転N&B配管の設定はありません。   ※3．テレスコピックアーム仕様では標準設定です。   ※4．50FTロングレンジ仕様及び解体仕様のみの設定です。   
※5.60FTロングレンジ仕様のみの設定です。   ※6．テレスコピックアーム、ロングレンジ仕様では標準設定です。   ※7．3DマシンコントロールとK-EYE PRO は同時装着です。

キャブ2ライト トップガード レインバイザー 上部本体アンダカバー（強化型、t6mm） 
※写真はSK260D-10になります。

縦格子（２面）下部、前部（フロントガード）

下部本体アンダカバー 消火器 黄色回転警告灯 走行アラーム1WAYコール

0.8ｍ3 底板補強バケット

■ 主要装備品 
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定置吊り
走行吊り

■ ハイリーチクレーン仕様　SK200/SK210LC

本体型式
バケット容量(山積)
最大吊り上げ能力

旋回速度
走行速度　クレーンモード時

m3

txm
txm

min-1{rpm}

 SK200-10  SK210LC-10

作業半径
3ｍ
4ｍ
5ｍ
6ｍ
7ｍ
8ｍ
9ｍ
フック質量

定置吊り
2.9 / 2.9m

2.9
2.9
2.9
2.5
2.0

1.8 / 8.6m

走行吊り
1.4 / 2.9m

1.4
1.4

1.4 / 6.0m
̶
̶
̶

0.8(旧JIS 0.7）
2.9 X 6.0
1.4 X 6.0
6.0 {6.0}

1.7

13.9kg

単位は国際単位系のSI表示で｛　｝内は従来表示です。

吊り荷走行作業は1速を使用してください。クレーン作業に際しては取扱説明書に記載された注意事項を遵守してください。

■定格荷重

■作動範囲図 
　（単位:mm）

（単位：t）

サイドカッタ有
サイドカッタ無

形状
スライド量

■ テレスコピックアーム仕様　SK200/SK210LC

本体型式
バケット容量（山積）
バケット幅

旋回速度
運転質量
テレスコアーム

接地圧（600mmシュー）

m3

mm
mm

min-1{rpm}
kg

mm
ｋPa{kgf/cm2}

SK200-10

22,000

49{0.50}

SK210LC-10

22,400

46{0.47}

アーム伸縮状態
a-最大掘削半径
b-最大掘削深さ
c-最大掘削高さ
d-最大ダンプ高さ
e-最小ダンプ高さ
f -最大垂直掘深さ
g-最小旋回半径
h-同上時高さ

最伸
12,140
9,260

10,330
7,630
-

7,900
4,020

最縮
10,020
6,870
9,590
6,890
2,260
5,510
4,050

0.51（旧JIS 0.45）
870
770
12.7

ガイドローラ付油圧伸縮
2,430

8,340

単位は国際単位系のSI表示で｛　｝内は従来表示です。

■作動範囲 （単位：mm）

バケット
アーム

■ ロングレンジ仕様　SK210LC

本体型式
アタッチメント
バケット容量（山積）
最大掘削力

運転質量
ブーム長さ
アーム長さ
シュー幅
接地圧（600mmシュー）
完成機高さ
完成機長さ

m3

kN{kgf}
kN{kgf}

kg
mm
mm
mm

ｋPa{kgf/cm2}
mm
mm

50FT
0.45（旧JIS 0.4)

88{9,000}
54{5,500}

23,100
8,750
6,350

48{0.49}
3,120

12,640

60FT
0.27(旧JIS 0.24)

106{10,800}
47{4,800}

24,200
9,900
7,900

50{0.51}
3,190

13,860

600

SK210LC-10

単位は国際単位系のSI表示で｛　｝内は従来表示です。掘削力は新JISで表示しています。
黒文字 : 50FTアタッチメント
緑文字 : 60FTアタッチメント

図は50FTアタッチメント

■作動範囲図  
　（単位:mm）

■作動範囲図 
　（単位 : mm）

SK200-10 SK210LC-10
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●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。
●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かコベルコ教習所へお問い合わせください。

この仕様は予告なく変更する場合があります。SK200/SK210LC-10-401-171105NF
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。

■お問い合わせは……

SK200-10 SK210LC-10

機体質量３トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。

資格取得は最寄りのコベルコ教習所で。
建設機械、運搬機械、環境機械などの運転資格、各種の作業資格の取得を
サポート。特別教育や安全衛生教育も幅広く行っています。また助成金制度や
教育訓練給付制度、修了証の再交付･書替え･統合などについてもご相談承り
ます。

コベルコ教習所のウェブサイト

北海道教習センター
市川教習センター
宇都宮教習センター
新潟教習センター
岐阜教習センター
尼崎教習センター
明石教習センター
広島教習センター
松山教習センター
北九州教習センター
熊本教習センター

〒0 0 3 - 0 0 2 6
〒2 7 2 - 0 0 0 2
〒3 2 1- 0 1 6 6
〒9 5 0 - 3 1 3 4
〒5 0 3 - 0 9 3 2
〒6 6 0 - 0 0 8 6
〒6 7 4 - 0 0 6 3
〒7 3 1- 3 1 6 7
〒7 9 1- 2 1 1 1
〒8 0 3 - 0 8 0 1
〒8 6 9 -1 2 3 5

0 1 1 - 8 6 2 - 3 5 0 1
0 4 7- 3 2 7 - 2 7 8 5
0 2 8 - 6 8 4 - 2 1 1 1
0 2 5 - 2 5 9 - 3 1 2 1
0 5 8 4 - 8 7- 2 5 5 1
0 6 - 6 4 1 3 - 3 0 1 0
0 7 8 - 9 3 5 - 3 8 3 1
0 8 2 - 8 4 8 - 0 0 8 8
0 8 9 - 9 0 5 -1 8 0 0
0 9 3 - 5 7 1 -1 4 8 9
0 9 6 - 3 4 0 - 3 7 0 5

北海道札幌市白石区本通21丁目南1-67
千葉県市川市二俣新町17
栃木県宇都宮市今宮4丁目18-9
新潟県新潟市北区新崎256番地1
岐阜県大垣市本今町1720番地の5
兵庫県尼崎市丸島町46番地の1
兵庫県明石市大久保町八木740
広島県広島市安佐南区大塚西1-5-36
愛媛県伊予郡砥部町八倉44-1
福岡県北九州市小倉北区西港町88-11
熊本県菊池郡大津町室北出口1390番1

東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 03-5789-2111
東日本コベルコ建機（株）〒272-0002　千葉県市川市二俣新町17
　北海道支社     011-788-2382 北東北支社     019-637-0444 南東北支社 0223-24-1141
　南関東支社     047-328-2322 北関東支社     048-794-3323 信越支社 025-259-3711
西日本コベルコ建機（株）〒660-0086　兵庫県尼崎市丸島町46番地の1
　中部支社 052-603-1201 関西支社 06-6414-2108
　中・四国支社 082-810-3660 九州支社 092-410-3030

047-328-7111

06-6414-2100


