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URG290/260シリーズ
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GVW5～8トン（2トン車）クラス

GVW8～20トン（4～増々トン車）クラス

小型トラック架装用

中型トラック架装用

進化したエコ性能と、
ポテンシャルを高めて新登場。

常に業界をリードする、
ユニッククレーンの決定版。

トラックの車格に応じた最適な一台をお選びください

各仕様とエンジン回転数の低減率

URGエコ仕様

38%削減

URG標準仕様

11%削減

従来機
※URG260Sシリーズは除く

ダブルポンプ

大型
シングルポンプ

従来型
シングルポンプ

URGエコ仕様 URG標準仕様 従来機

GVW8～20トン（4～増々トン車）クラスGVW8～20トン（4～増々トン車）クラス

中型トラック架装用

常に業界をリードする、常に業界をリードする、
ユニッククレーンの決定版。ユニッククレーンの決定版。

標準仕様も
エコになりました

URG374UQKA

URG294UQKA
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トラックの車格に応じた最適な一台をお選びください

URG260（S）シリーズ
積載量を特に重視した2.63t吊りモデル
機動性に優れた小型車にマッチします。

URG340シリーズ
ユニッククレーンのスタンダードモデル
優れたトータルバランスを誇ります。

URG290シリーズ
吊り上げ能力を重視した2.93t吊りモデル
吊り上げ能力と機動性を両立します。

URG370シリーズ
ワイドアウトリガを搭載した安定強化モデル
広い作業半径で威力を発揮します。

■主要性能一覧

URG260Sシリーズ　（ショートホイール車用）
ブーム
段数

空車時最大
クレーン容量

最大作業半径
（空車時最大定格総荷重）

最大地上揚程（約）
（空車時最大定格総荷重）

4段 2.63t×1.6m 8.43m（0.10t） 9.7m（0.68t）

3段 2.63t× 1.6m 6.27m（0.33t） 7.6m（1.13t）

URG260シリーズ
ブーム
段数

空車時最大
クレーン容量

最大作業半径
（空車時最大定格総荷重）

最大地上揚程（約）
（空車時最大定格総荷重）

5段 2.63t×1.5m 10.63m（0.12t） 12.0m（0.38t）

4段 2.63t× 1.6m 8.43m（0.21t） 9.8m（0.68t）

3段 2.63t× 1.6m 6.43m（0.35t） 7.9m（1.23t）

■主要性能一覧

URG290シリーズ
ブーム
段数

空車時最大
クレーン容量

最大作業半径
（空車時最大定格総荷重）

最大地上揚程（約）
（空車時最大定格総荷重）

6段 2.93t×1.5m 12.63m（0.09t） 13.9m（0.28t）

5段 2.93t× 1.5m 10.63m（0.15t） 12.0m（0.48t）

4段 2.93t× 1.6m 8.73m（0.23t） 10.1m（0.98t）

3段 2.93t× 1.6m 6.43m（0.43t） 7.9m（1.88t）

■主要性能一覧

URG340シリーズ
ブーム
段数

空車時最大
クレーン容量

最大作業半径
（空車時最大定格総荷重）

最大地上揚程（約）
（空車時最大定格総荷重）

6段 2.93t× 2.4m 14.42m（0.08t） 16.2m（0.33t）

5段 2.93t× 2.4m 12.11m（0.20t） 14.0m（0.76t）

4段 2.93t× 2.6m 9.81m（0.33t） 11.7m（1.03t）

3段 2.93t× 2.6m 7.51m（0.50t） 9.5m（2.33t）

■主要性能一覧

URG370シリーズ
ブーム
段数

空車時最大
クレーン容量

最大作業半径
（空車時最大定格総荷重）

最大地上揚程（約）
（空車時最大定格総荷重）

6段 2.93t× 2.4m 14.42m（0.13t） 16.2m（0.33t）

5段 2.93t× 2.4m 12.11m（0.25t） 14.0m（0.76t）

4段 2.93t× 2.6m 9.81m（0.43t） 11.7m（1.03t）

3段 2.93t× 2.7m 7.51m（0.65t） 9.5m（2.33t）

クレーン強度定格総荷重を最大33%アップ
過負荷警報装置を搭載したセイフティ／スマートセイフティ仕様なら、
今まで以上に作業領域が広がります。
※弊社従来機比。クレーンの型式、作業姿勢により値は異なる。

URG294UQKA
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次世代の“安心”を全機種に標準装備

現場において、すべてに優先されるべき性能とは何か。

この問いかけに、真正面から取り組んだ時、

クレーンは、もっと“安心”を提供できるはずだと気づきました。

いま、時代の要請は、安心・安全な作業現場の実現。

クレーンには、そのための性能が強く求められています。

つねに、画期的な製品開発を成し遂げてきたユニックから、

業界に先駆けて、数々の安心装備の標準化をご提案。

現場の声を細やかにフィードバックした〈G-FORCE〉。

“安心”を力強く推進する、次世代クレーンの登場です。

3年保証
セイフティ／スマートセイフティ仕様

ユニッククレーンG-FORCEシリーズの、セイフティ
仕様（安全強化）とスマートセイフティ仕様（高機
能ラジコン）は、安全作業への願いを込めた高性
能クレーン。“安心”の３年保証を付けて、皆さまの
もとへお届けします。

細部にまで求めた操作性、効率性、そして何よりも安全性。
それは、現場を支える“安心”という確かな力。

デジタル式荷重計
吊り荷重の「見える化」で安全確保をバックアップ

×
巻過自動停止装置

フックの巻き過ぎによるトラブルを防止

×
ブーム・アウトリガ未格納警報装置

格納忘れによる走行事故を防止

URG374UQKA
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エコ（Wポンプ）仕様【N】

エコプレミアム仕様【U】

NK NRK

URK

NRKA

URKA

NQKA

UQKA

標準仕様

エ
コ
性
能

細部にまで求めた操作性、効率性、そして何よりも安全性。
それは、現場を支える“安心”という確かな力。

URG374UQKA

マニュアル仕様

操作・安全性能

K RK RKA QKA

スタンダード仕様
（ラジコン）

セイフティ仕様
（安全強化） スマートセイフティ仕様

（高機能ラジコン）

仕様一覧

（詳細は15ページを）　ご覧ください。

3年保証
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吊り荷重の常時「見える化」を標準装備！

■ デジタル式荷重計
好評のデジタル式を業界に

先駆けて全機種に標準装備。

荷を吊るだけで、常時、正確

な吊り荷重の確認を実現し、

オーバーロード防止に威力

を発揮します。

■ 集中コントロールパネル
コントロールパネルには高

耐候性の樹脂を採用し、デザ

インを一新。表示灯のLED化

や非常停止スイッチの大型

化のほか、連動操作性を考慮

した平型のレバー形状を採

用し、作業性を大幅に向上し

ました。

本体構造をブラッシュアップ！

●ブーム・グリス給脂機構

ブーム格納状態で、全てのブーム上面摺動板への給脂を実現、メンテナ
ンス性を向上しました。

●角形アウトリガ

アウトリガシリンダの油圧配管を完全内蔵化。吊り荷の思わぬ接触に
よる損傷を防ぎ、安全作業を足元から支えます。

●アワーメータ

コントロールボックスで総稼働時間と個別の作動時間が確認可能、メン
テナンス時期の把握に役立ちます。 ※K仕様は除く

●ダブルワイヤロープ押え装置

強化ローラで乱巻きを防止。５段、６段ブーム機に標準装備です。

●安定性に優れた４点支持方式

クレーン本体とシャーシフレームをがっちり固定し、安定性と復元力を
確保。ねじれを抑制し、バランス崩れを防止します。また、コンパクト設
計で、架装性にも優れます。

ついに「ユニフック」が標準装備！

■ 巻過自動停止装置
ユニフックの標準化とともに、 巻き過ぎを防止する安全装置を

全機種に標準装備。ワイヤロープの切断やフックの衝突を回避

し、安心作業を実現します。

■ フック自動格納・解除装置
登場以来、現場の効率化をバックアップする便利機能として定

番のユニフックが、ついに標準装備。これからは、フック格納に

煩わされることはありません。

高い操作性を支える「基本機能」
次世代クレーンの確かなベースとなる、本体の基本機能。
世代を超えたノウハウが息づいています。

水準器

アワーメータ

フック格納
カ ン タ ン 操 作 で
フックを確実に格
納します。

フック解除
フ ッ ク 下 が り に
よ る 積 み 荷 へ の
接 触 を 防 ぐ た め、
ブーム起きが連動
します。

※K仕様はオプション

※RK ／ RKA仕様：ブーム縮・伏連動、QKA仕様：ブーム縮・伏・旋回連動

角形アウトリガ

ダブルワイヤロープ押え装置

特許出願中

明るい、正確表示
表示単位は20kg
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走行時の“安心”も標準装備！

■ ブーム・アウトリガ未格納警報装置
うっかりミスを防ぐ強力な安全装置を全機種に標準装備。ブー

ムまたはアウトリガが未格納の状態でパーキングブレーキを解

除すると、運転席のランプと警報ブザーで警告、走行時の安心に

も貢献します。

■ オートロック・アウトリガ
ダブルロック機構にオート

ロックを搭載したオートロッ

ク・アウトリガ。アウトリガを

格納すれば自動でロック。

ブーム・アウトリガ未格納警

報装置によるロック忘れと

相まって走行時の安心を強

力にサポートします。

ハイアウトリガクレーン
一台二役で定番の人気を誇るハイアウトリガクレーン。ハ

イアウトリガ操作のスイッチボックスのデザインを一新、同

時伸縮スイッチのオートアクセル化＊など、さらに使いやす

くなって新登場です。
＊URG370H仕様のみ。

URG375HRK

特許出願中

※URG370H仕様以外はレバー操作となります。

K
（マニュアル）

RK
（スタンダード）

RKA
（セイフティ）

QKA
（スマートセイフティ）
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ラジコンにデジタル式荷重計を合体！

■ 吊り荷重を常時「見える化」 LJ  LS

新型の液晶ラジコンは、手元で吊り

荷重の確認が常時可能。全ての液晶

ラジコンに吊り荷重が表示され、車

両から離れての作業でもいつでも確

認可能です。

■ 吊り荷重の加算表示 LJ  LS

過積載の防止にも役に立つ、吊り荷

重の加算表示機能も装備。オペレー

タや運転手だけでなく、荷主にも“安

心”いただけます。

■ 選択可能な周波数帯域 LJ  LS

現場の周辺環境に応じて、１波固定、５波、40波オートスキャン

から選択可能です。オートスキャンは、近似した周波数の電波が

周辺で使用されている場合に、影響を受けにくい周波数に自動で

切り換わる便利機能です。

■ 自動点灯バックライト LJ  LS

状況に応じて、液晶画面のバックラ

イトを自動で点灯する、照度センサ

を装備しています。

■ 非常停止スイッチ LJ  LS

ラジコン本体に大型の非常停止ス

イッチを搭載。安全作業をバック

アップします。

さらに進化した「連動ラジコン」
見える“安心”、思い通りに動く“安心”。
高度な操作性が、より安全で効率の良い作業に貢献します。

ラジコンをオンリーワン仕様に！

■ 操作性のカスタマイズ
クレーン作業は、もはやラジコン操作が主流。そこで、操作特性

やさまざまな機能など、オペレータの好みに応じたカスタマイ

ズ設定を可能にしました。

●初速特性 LJ  LS
ラジコンの速度レバー操作開始時の、クレーンの動き出し特性を３種類

から選択可能。速度の立ち上がりが早い「高速」、慎重操作に向いた「微

速」、従来通りの「標準」からお選びいただけます。

●ショックレス LJ  LS  RJ  RS
フックの巻き上げや旋回操作時など、急な停止による荷ブレを軽減する
ために、ゆっくりと停止する機能です。

●ファインモード LJ  LS  RJ  RS
通常の中速や微速に比べ、やや遅めの速度設定で、重量物の据え付けや
狭所への荷卸しなど、より慎重さを要する作業に最適です。

●連動バランス保持機能 LS  RS
連動操作から単独操作に切り換えた際に、作動速度が急激に速くなるの
を防止します。

●エンジン回転保持機能 LS  RS
単独操作から連動操作へ、また、その逆切り換えの際に、エンジン回転数
を保持します。

●一括設定 LJ  LS
これらの個別の設定に加え、テーマに則った一括設定を準備。微速操作
性を重視した「慎重」、レスポンス性を重視した「迅速」と、「標準」の３種
類がカンタンに切り換え可能です。

標準

速度レバー操作量

高速

微速

作
動
速
度

レスポンス重視の
迅速作業向

動き出し重視の
慎重作業向

現在の吊り荷重

加算値特許

特許

1波固定 特定の工場の中など周波数制限領域でも使用可能

5波［標準］ 40波に比べてラジコンの起動が早い

40波 混信が少ない

加算の様子を動画で紹介→
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■ ジョイスティック式はモード切換不要 LJ  RJ

ジョイスティック式ラジコンならフック平行移動や対地平行

移動など、自由自在なコントロールが可能です。これは、高度な

油圧制御技術を持つユニック独自の操作方式です。

連動ラジコン
液晶画面付きの他に
も、従来通りのジョ
イスティック式や選
択スイッチ式もあり
ます。

「液晶」
連動ラジコン
これからのクレーン
操作は、手元での荷
重確認が重要です。
また、各種の情報を
把握し、安全作業を
推進します。

※ラジコンの種類によって一部の機能が異なります。 諸元表をご確認ください。

液晶ラジコン LS
（選択スイッチ式）

連動ラジコン RS
（選択スイッチ式）

連動ラジコンJOY RJ
（ジョイスティック式）

液晶ラジコンJOY LJ
（ジョイスティック式）

※本ページでは、RK仕様の画面表示を掲載しています。
　RKA／QKA仕様は次ページをご覧ください。

連動操作がますます身近に！

■ フック平行移動 LJ  LS

液晶ラジコンには便利なフック連動機能を装備。高所への荷揚

げや軒下への突っ込み作業がラクラク行えます。

ク
レ
ー
ン
の
動
き
を
動
画
で
紹
介 

↓

K
（マニュアル）

RK
（スタンダード）

RKA
（セイフティ）

QKA
（スマートセイフティ）

モードを切り換えて、

確実な操作

いつでも臨機応変に、

自在な操作

1つの操作を
確実に行える
単独操作モード
も搭載
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●高機能高さ制限装置

制限高さに近づくと自動で減速するとともに音声メッセージで危険を
お知らせし、制限高さに達すると自動で停止します。しかも、設定／解除
操作は液晶ラジコンから行えます。

ブーム高さ

●前方領域検出装置

大幅に性能が下がる前方領域への進入を
検出。旋回時にとくに起こり易い過負荷
状態などを防止します。

定格荷重を自動切換→
負荷率表示も対応

前方に旋回すると

作業領域

!

!

作業性はそのままに“安心”をプラス。

■ 業界唯一の3年保証
トラック搭載型クレーンにおける定番の安全装置をパッケージ

しました。クレーンの状態管理により安定度が正確に把握され、

クレーン強度による定格作業が可能になります。これにより作

業効率が大幅に向上。トータ

ルな“安心”を提供するとと

もに、業界唯一の3年保証で

強力にバックアップします。

強化した「安全装置」
クレーンの状態と限界がわかる“安心”。
一歩進んだ安全への配慮で、現場をバックアップします。

●過負荷警報装置

デジタル式荷重計の正確な吊り荷重情報と、ロードセルによるアウト
リガ接地反力の高精度な情報により、クレーン強度と車両の安定度
をダブルで監視。十分な安定度が得られる場合には、クレーン強度の
限界まで作業が可能です。

クレーン強度・車両安定度

URG343の例

ークレーン本体定格総荷重
ー空車時定格総荷重
■広がる作業領域

危険域

3年保証
セイフティ／スマートセイフティ仕様

過負荷警報装置（強度警報）

高機能高さ制限装置

前方領域検出装置

過負荷警報装置（転倒警報）

「クレーン強度定格性能」による作業
車両安定度が十分に得られる場合には、クレーン本来の能力を最
大限に発揮できる「クレーン強度定格性能」による作業が可能に
なるので、作業の幅を“安心して”大きく広げられます。

定
格
総
荷
重（
t
）

2.93

2.0

1.0

0 1 2 3 4 5 6 作業半径（m）

転倒警報
横アウトリガの張出幅にか
かわらず、アウトリガが浮

き上がる前に自動停止。
※作動範囲は側方作業領域のみ

強度警報
クレーンの状態と負荷を監視し、クレーンが
破壊する前に警報。　※自動停止型はオプション

思いがけない、

接触を防止
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オーバーロード対策の決定版。

■ クレーンの状態表示
定格荷重や負荷率などクレーンのあらゆる情報が、全て手元で確

認できます。作業中にクレーンの状況が手に取るように見えるの

で、余裕を確認しながら無理のない作業が可能。とても安心です。

■ 高機能ショックレス（自動減速機能）
ブームの長さが長くなると起伏速度を、作業半径が大きくなる

と旋回速度を減速し、荷ブレ防止に貢献します。また、スマート

セイフティ仕様では、ワイヤの繰出し量が多い場合には旋回速

度も減速し、安心度を向上させます。

エコモード 負荷率

ブーム長さ

作業半径

吊り荷重

ブーム角度

動作モード

速度モード

ブーム高さ 定格荷重

ワイヤロープ掛け数

K
（マニュアル）

RK
（スタンダード）

RKA
（セイフティ）

QKA
（スマートセイフティ）

特許出願中
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伸
伸

縮

縮
伏

起

進化した「制御性能」
正確さや慎重さを要する作業も、高度な制御で“安心”。
まさに、次世代のクレーン制御を提案します。

クレーンも自動化の時代へ。

■ 直交動作モード（ブームトップ平行・垂直移動）
ブームトップとフックの距離を一定に保ちつつ、車両に対する

前後左右方向の平行移動や垂直移動がカンタンに。高度な連動

操作を一つの操作に集約し、飛躍的に操作性を向上させます。

フックの連動制御はオートマチック！

■ 高精度フック平行移動
フックの平行移動を高精度に制御。ブームトップとフックの間

隔を気にする必要がないので、高所への荷揚げ作業などもスト

レスなく効率よく行えます。

■ 高精度対地平行移動
ブームの伸縮操作だけでなく、起伏操作にもフックが連動。ウイ

ンチ操作以外では吊り荷の高さがほぼ変わらないので、衝突や

破損の心配を大幅に減らせます。
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■ 記憶動作モード（ショートカット移動／軌跡移動）
作業中、あらゆる場所から一つの操作で、あらかじめ記憶させた

位置へフックが最短距離で移動。あるいは作業中に記憶させたク

レーン動作を、一つの操作で繰り返し。さまざまな荷卸しや繰り返

し作業などで抜群の効率性を発揮します。

■ 全自動格納
フックやブームの格納だけでなく旋回方向（前方・後方）も自動判

別し、クレーンの全ての格納がラジコン操作でも行えます。
※アウトリガ格納はオプション

現場でトラブルシューティングを実現！

■ インフォメーションパネル
各種の情報表示やモード設

定はもちろん、インフォメー

ションパネルでは、エラー

コードの解説や、解除手順が

ステップバイステップで案

内されます。クレーンの状態

を把握してトラブルを防止

しながらも、迅速なクレーン

作業を可能にします。
※運転席側はオプション

●メッセージ画面例（情報）

●メッセージ画面例（異常）

●メッセージ画面例（警報）

K
（マニュアル）

RK
（スタンダード）

RKA
（セイフティ）

QKA
（スマートセイフティ）
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エコ重視 より省エネ（エンジン回転数低減）を重視

標準 やや省エネ、ブーム伸長速度は従来と同様

速度重視 エンジン回転数は従来のまま、ブーム伸長速度を向上

徹底追求した「エコ性能」
ただのエコではない！ユニックのエコシステムを提案。
エコクレーンの進化は止まりません。

ブームにもエコ！

■ エコシリンダ
ブームの作動にもエコ機能を搭載しました。独自の回路設計に

より、無負荷状態でのブーム伸長速度を増速し、エンジン回転数

を抑制。また、速度重視とエコ重視の切り換えが可能です。

ダブルポンプで賢くエコ！
■
■ スマート・エコシステム
高い評価をいただいているエコポンプ・システムの進化形です。

ダブルポンプに加え、デジタル式荷重計の荷重情報を合流制御

に反映し、より精緻な合流ポイントコントロールを実現＊。さら

なる省エネ・低騒音化に向けた、ムダなく賢い「エコ性能」です。
※NK仕様はエコポンプ・システム　   
＊ブーム「起」「伸」／フック「巻上」

ウインチがエコ！

■ サイレント・エコウインチ
独自開発の遊星歯車減速

式のホイストウインチを

採用。省エネ・低騒音や長

時間作業への構造的な対

応など、たゆみない製品開

発で現場のニーズにお応

えします。

次はウインチだ！
低騒音・省エネニーズに応えるために、ユニックは早くからエンジ

ン回転数に着目。油圧制御システムによるエンジン回転数低減で

は、U-can ECOシリーズで画期的な成果を上げました。

高く評価されたU-can ECOシリーズの静粛性ゆえに目立ってき

たのがウインチのメカノイズ。クレーン作業における稼働頻度が

高いウインチの改良こそが、エコクレーンの進化に画期的な一歩

になると考えました。

そこで、歯車構造をコラムに内蔵できる遊星歯車減速機の搭載を

検討。静粛性や操作性に加え、小型軽量化が求められるユニックク

レーン専用のウインチを開発しました。

サイレント・エコウインチは２速切換モータを内蔵。低騒音の

「エコ重視」とスピーディな「速度重視」も選択可能、状況に応じた

クレーン作業が行えます。

メカノイズ低減の必要性

オリジナルウインチを新開発 

独自発想の２速切換モータ

特許出願中

特許出願中

エコポンプ・システムのエコ効果

※弊社従来機比

エンジン回転数
（低減量）

軽油消費量
（削減量）

排出ガス
（削減量）

騒音値（最大値）
（低減量）

小型トラック架装用
URG260/290

中型トラック架装用
URG340/370

約38%

約27%

約27%

約1dB

約47%

約40%

約40%

約4dB

エコ（Wポンプ）【N】
エコプレミアム【U】

エコプレミアム【U】

エコプレミアム【U】
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静粛性

エコ（Wポンプ）仕様【N】

エコプレミアム仕様【U】 URK URKA UQKA

NK NRK NRKA NQKA

耳障りなメカノイズを発する歯

車をコラムポストの中に収納。ク

レーン単体では最大約10dB＊

の騒音値低減を実現し、低騒音化

ニーズにお応えします。

＊弊社テスト条件による実測値

2速切換機構を搭載したことにより、作業時間の短縮という省エネの選

択肢を提供します。もちろん、切換操作はラジコンから行えます。

従来機 サイレント・エコウインチ

従来機

10℃

サイレント・エコウインチ

省エネ性

操作性

エコ重視 より省エネ（エンジン回転数低減）を重視

標準 やや省エネ、ウインチ速度は従来と同様

速度重視 エンジン回転数は従来のまま、ウインチ速度を向上

 10dB
DOWN

操作性

重負荷時の巻下作業におけるガタつきを解消するとともに、とくに慎重

操作の際に求められる、極めてなめらかなウインチ作動を実現します。

ギヤオイルの温度上昇率を約

25％＊抑制。これにより、長時間作

業に対応するとともにギヤオイル

の劣化を抑制し、メンテナンスサ

イクルの延長にも貢献します。

＊弊社テスト条件による実測値

25%
DOWN
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【クレーン型式】URG343GHUQKA
【操作・安全性能】 K：マニュアル仕様、RK：スタンダード仕様、
 RKA：セイフティ仕様、QKA：スマートセイフティ仕様
【 エ コ 性 能 】 なし：標準仕様、N：エコ（Wポンプ）仕様、U：エコプレミアム仕様
【アウトリガ】 なし：標準アウトリガ、H：ハイアウトリガ
【架装対象車】 小型：なし：GVW5～ 8トンクラス、S：ショートホイール車
 中型：なし：GVW8～ 15トンクラス、G：GVW16～ 20クラス
【ブーム段数】 3：3段ブーム、4：4段ブーム、5：5段ブーム、6：6段ブーム
【シリーズ名】 小型：G26：260シリーズ、G29：290シリーズ
 中型：G34：340シリーズ、G37：370シリーズ

シリーズ／型式／仕様

車型／シリーズ アウトリガ
タイプ

ブーム
段数 型式

操作・安全性能／エコ性能
マニュアル仕様 スタンダード仕様 セイフティ仕様 スマートセイフティ仕様

K RK RKA QKA

小
型
ト
ラ
ッ
ク
架
装
用

G260S
シリーズ

［ショートホイール車用］ 2,600mm

4段 264S

3段 263S

G260
シリーズ

［積載重視型］

3,000mm

5段 265
エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】
4段 264

3段 263

ハイアウトリガ
【H】

2,600mm

5段 265H
エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】
4段 264H

3段 263H

G290
シリーズ

［吊上能力重視型］

3,400mm

6段 296

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

5段 295

4段 294

3段 293

ハイアウトリガ
【H】

3,100mm

5段 295H
エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】
4段 294H

3段 293H

中
型
ト
ラ
ッ
ク
架
装
用

G340
シリーズ
［標準型］

3,520mm

6段 346（G）

エコ【N】 エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

5段 345（G）

4段 344（G）

3段 343（G）

ハイアウトリガ
【H】

3,200mm

6段 346（G）H

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

5段 345（G）H

4段 344（G）H

3段 343（G）H

G370
シリーズ

［安定強化型］

4,200mm

6段 376（G）

エコ【N】 エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

5段 375（G）

4段 374（G）

3段 373（G）

ハイアウトリガ
【H】

3,400mm

6段 376（G）H

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

エコ【N】

エコプレミアム【U】

5段 375（G）H

4段 374（G）H

3段 373（G）H

色のある型式はK、RK、RKA、QKAそれぞれの設定があります

横張り出しも油圧式！
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【操作・安全性能】

マニュアル仕様 スタンダード仕様
（ラジコン）

セイフティ仕様
（安全強化）

スマートセイフティ仕様
（高機能ラジコン）

標準仕様 K RK RKA QKA

標準機能

デジタル式
荷重計

デジタル式
荷重計

アワーメータ
（デジタル）

デジタル式
荷重計

アワーメータ
（デジタル）

デジタル式
荷重計

アワーメータ
（デジタル）

ブーム・アウトリガ
未格納警報

オートロック
アウトリガ

ブーム・アウトリガ
未格納警報

オートロック
アウトリガ

ブーム・アウトリガ
未格納警報

オートロック
アウトリガ

ブーム・アウトリガ
未格納警報

オートロック
アウトリガ

巻過自動停止 巻過警報 巻過自動停止 巻過警報 巻過自動停止 巻過警報 巻過自動停止 巻過警報

フック自動格納 フック自動格納
（縮・伏連動）

フック格納解除
（起連動）

フック自動格納
（縮・伏連動）

フック格納解除
（起連動）

全自動格納
（縮・伏・旋回連動）

フック格納解除
（起連動）

過負荷警報
（強度警報）
（転倒警報）

前方領域検出 過負荷警報
（強度警報）
（転倒警報）

前方領域検出

高機能
高さ制限

高機能
高さ制限

 フック平行移動
※1

フック平行移動 高精度
フック平行移動

高精度
対地平行移動

直交動作 記憶動作

インフォメーションパネル

ラジコン送信機
※各タイプから選択

液晶ラジコンJOY
【LJ】

液晶ラジコン
【LS】

液晶ラジコンJOY
【LJ】

液晶ラジコン
【LS】

液晶ラジコンJOY
【LJ】

液晶ラジコン
【LS】

連動ラジコンJOY
【RJ】

連動ラジコン
【RS】

【エコ性能】ご要望に合わせ、環境性能もプラスできます

 NK※2 NRK NRKA NQKA

エコ（Wポンプ）仕様【N】 エコポンプ・システム スマート・エコシステム スマート・エコシステム スマート・エコシステム

エコプレミアム仕様【U】

 URK※1 URKA UQKA

スマート・エコシステム スマート・エコシステム スマート・エコシステム

サイレント・エコウインチ サイレント・エコウインチ サイレント・エコウインチ

エコシリンダ エコシリンダ エコシリンダ

操作・安全性能／仕様

※1 液晶付のラジコンのみ　※2 中型トラック架装用クレーンのみ
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ブーム作業灯［LED］
高輝度 LED を採用、ブーム
トップ両側に取付可能です。

盗難防止装置［リモコン式］
カンタン操作でしっかりロッ
ク。セキュリティも万全です。

ダブルワイヤロープ押え装置
押えローラを強化して、乱巻
きを防止します。 

ブーム・アウトリガインターロック装置
アウトリガを設置しないとブーム格納解除を規制し、ブームを
格納しないと縦アウトリガの縮小を規制します。

無線式巻過防止装置
巻過ウエイトのトラブルから
解放される独自機構です。

2重ワイヤロープはずれ止め
万が一の外れを防止、一歩
進んだ安全を確保します。

連動リモコン［ケーブル長10m］
電波利用に制限のある現場
で、遠隔作業を実現します。
※延長ケーブル（10m）もあります。

アウトリガスリッパ
軟弱地盤で安定度を確保。
樹脂製、大型樹脂製、アルミ
製、木製があります。

回転格納式リヤアウトリガ
作業時の安定性と、走行時
の地上高確保を両立します。

作業終了時作業開始時

本体カラーは６色展開　※ユニックレッド以外はオプション（有償）です。※色はイメージです。※その他の色をご要望の場合は、ユニック販売店にご相談ください。

ユニックレッド

イエロー

グリーン

ブルー

ホワイト

ブラック

1

5

フックの格納と解除に、ブームの起
伏が連動します。

スーパー・ユニフック10

ブーム作動のエコ化を実現した、
ユニックの新機構です。

エコシリンダ20

独自回路で、フック平 行 移動が
スピードアップします。

パラフック11

軽量物の迅速作業に威力を発揮、
730kg 吊りです。

単索フック21

未格納時、音声による警告で、注意
を促します。

音声アラーム12

単索フック使用時の、ワイヤロープ
の外れを防止します。

脱索防止装置22

消耗品の交換やメンテナンスの
目安に役立ちます。

アワーメータ［アナログ式］13

より高く、広い作業範囲を確保し
ます。

エキステンション・ジブ23

任意の停止高さを設定可能、架線
下などで役立ちます。

高さ制限装置14

とくにハイアウトリガなどで便利な
スイッチ操作式です。

アウトリガ油圧横張出装置24

ア ウトリガ が 浮 き 上 が る 前 に
クレーンを自動停止します。

転倒防止装置15

ハイアウトリガ仕様で威力を発揮
します。

ウインチ25

安全状態を「見える化」、転倒防止
装置に対応します。

２色灯16

クレーンの油圧をさまざまに活用
できます。

サービスポート／切換バルブ26

オーバーロード検出時、クレーンを
自動停止します。

過負荷警報装置［自動停止型］17

作動油の過熱を抑制し、滑らか
な作動に貢献します。
※取付の可否は架装車両により異なりますの
　で、販売店にご相談ください。

オイルクーラー27

液晶パネルは、運転席側にも設置
可能です。

インフォメーションパネル18

ラジコンでアウトリガ伸縮（縦）が
可能。全自動格納の際は、アウトリ
ガも自動で格納します。

アウトリガラジコン19

6 7 8 9

2 3 4

複数登録対応
※追加オプション

樹脂製

オプション

★クレーンとの組み合わせは
　諸元表をご覧ください。



さまざまな現場で活躍する、ユニックの省力機械。

累計販売 40,000 台以上
No.1の実績

輝きを増した品質とパワー

国産グラップルローダ

どこでも安定した
クレーン能力を発揮

大型重機の輸送効率アップ

さまざまな作業で
マルチに活躍

UC-01NEXRS

UF-35B2H

UB-V504

UR-W295CBR

C70Z73

UL-150BRS

ユニックキャリア

オーシャンクレーン

グラップルローダ

ミニ・クローラクレーン

ユニックハイキャリア

グラップルクレーン

どこでも安定した
クレーン能力を発揮

ミニ・クローラクレーン
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修理対応まで、きめ細かくサポート。ユニックならお買い求めいただいた後も末永く安心です。

東京都中央区日本橋1-5-3（日本橋西川ビル）http://www.furukawaunic.co.jp/

☎011-787-3200
☎019-696-5363
☎022-232-6571
☎03-5858-4141
☎025-246-0336
☎054-346-8155
☎052-913-8511
☎058-328-7118
☎06-6478-2311
☎078-975-6781
☎086-243-8241
☎082-294-7971
☎092-441-0861
☎098-889-2413

古河ユニック㈱札幌営業所
ユニック北東北販売株式会社
ユニック東北販売株式会社
ユニック関東販売株式会社
古河ユニック㈱北信越支店
ユニック静岡販売株式会社
ユニック中部販売株式会社
ユニック岐阜販売株式会社
古河ユニック㈱関西支店
ユニック兵庫販売株式会社
ユニック中四国販売株式会社
ユニック広島販売株式会社
ユニック九州販売株式会社
株 式 会 社 嘉 数 重 工

北海道札幌市東区北丘珠二条2-20-7
岩手県盛岡市手代森5地割19-9
宮城県仙台市若林区大和町3-2-5
東京都江東区亀戸1-38-4
新潟県新潟市中央区笹口2-10-1
静岡県静岡市清水区長崎152-1
愛知県名古屋市北区金城1-8-10
岐阜県瑞穂市十七条948
大阪府大阪市西淀川区大野3-7-121
兵庫県神戸市西区南別府1-1095-25
岡山県岡山市北区今保192-5 
広島県広島市中区榎町10-16 
福岡県福岡市博多区板付2-1-31
沖縄県島尻郡南風原町字宮平568

全国約400拠点、ユニックならアフターサービスも万全

 お問い合わせは

●移動式クレーンの運転には、「運転のための特別教育」と「玉掛のための特別教育」（吊上げ荷重0.5t以上1t未満）、「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛技能講習」（吊上げ荷重1t以上５t未満）の修了が必要です。
●ユニッククレーンの使用にあたっては、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●印刷の関係上、写真などは実際の色と多少異なって見えることがあります。●本カタログ上の製品仕様は、予告なく変更することがあります。




