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コベルコ建機日本（株）本社/〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17     047-328-7111
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　中四国支社 082-810-3660 九州支社 092-410-3030

東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 03-5789-2111



「人手不足」「工期短縮」「生産性向上」など、現場が抱えるさまざまな課題を一挙に解決するために、

今、多くの現場で活用を求められているICT（情報通信技術）。建設生産プロセスにおけるICT施工とは、

衛星からの位置情報や3次元設計データを活用した建設機械で、作業の効率化・高品質化を図る

施工方法です。コベルコのホルナビなら、5つのメリットで現場の生産性向上に大きく貢献します。

ICT施工なら、
コベルコのホルナビ。

ホルナビの多彩なラインアップが、現場の要望にしっかり応えます。

MACHINE3D GUIDANCE

MACHINE3D CONTROL

GPSなどのGNSS（全地球航法衛星システム）を
使い建機やバケット刃先の位置を高い精度で
特定する3Dシステム。

MACHINE2D GUIDANCE

MACHINE2D CONTROL

バケット刃先の位置で指定した点を基準に、
施工範囲を設定する2Dシステム。

MACHINE2D GUIDANCE iDig, iDig Dozer

標準機、後方超小旋回機（SR）に加え、
超小旋回機（UR）にも対応し、狭所作業での
生産性向上に貢献する2Dマシンガイダンスシステム。

TILTROTATOR

バケットの傾きと回転を自在に操作できるので、
油圧ショベル本体を移動させることなく
作業範囲を大きく広げるチルトローテータ。

ICT施工を実現するホルナビの5つのメリット
1：時間・経費・手間などトータルコストの削減

2：施工精度・品質の向上

3：現場の安全性向上

4：現場のニーズに合わせた多彩なラインアップ

5：各分野の専門家との強いパートナーシップ

ホルナビについて詳しくは！
https://www.kobelco-kenki.co.jp/pickup/horunavi/
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Trimble

SK200 -10、SK135SR-5　後付け SK200 -10　後付け GNSSアンテナが設置できる標準機、後方超小旋回機

3DMC適合機種 3DMG適合機種
TOPCON TOPCON

主な特長

● ワンレバー操作（自動整地アシスト）。

● 直感的に即座に理解できるわかりやすい描画（３Dモデル）を大画面に表示。

● 設定された施工面よりも掘りすぎないように機械が制御される「過掘り防止機能」。

● 操作レバーを早く動かしても自動制御が追い付くので、

　 熟練オペレータに負けない施工速度を実現。

● 2Dマシンコントロール搭載機（EarthWorks）にGNSSアンテナ及び無線機、

　 受信機などを追加することで3Dマシンコントロールにアップグレード可能な設計。

● オプションによりトータルステーションでのマシンコントロールに対応。

Trimble Leica

・コントロールパネルにバケット刃先と設計ラインが表示され、それを見ながら操作することにより、
 感覚に頼らず目標点までの距離を確認しながら精度の高い施工を行う事が可能。
・アラーム音で知らせて過掘りを抑制し、施工時間や燃料消費を削減。丁張りも必要最小限になり、いっそうの省力化にも貢献。
・計測や確認作業に必要な手元作業員が不要になり、作業時間が短縮。作業員との接触の危険が減り、現場の安全性が向上。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

MACHINE3D GUIDANCE

MACHINE3D CONTROL

主な特長

● アームレバーの操作だけで、設計面に対し、バケット刃先の高さを自動制御。

　 さらに、バケット角度も固定可能で整形時に高い効力を発揮します。

● トプコン独自のジョイスティックを採用し、アシスト機能のON/OFF の

　 他に簡単なボタン操作で設計値をオフセットする事が可能。

● 捕捉できる衛星の種類が多く、山間部や高い切土斜面など、

　 受信状態が厳しい現場においても、安定した施工が可能なマルチGNSS 対応。

主な特長

● 直感的に即座に理解できるわかりやすい描画

　 （3Dモデル）を大画面に表示。

● オプションによりトータルステーションでの

　 マシンガイダンスに対応。

● 共通のハードウェアで3DMC/2DMC/3DMGに対応。

　 柔軟な対応力と拡張性を備えたシステム。

● GNSSアンテナ及び無線機、受信機などを追加する

　 ことで3Dマシンコントロールにアップグレードが可能。

主な特長

● バケット位置が常に画面に表示されるため、

 　重機内から刃先の見えにくい施工や水面下などでの

 　作業においても設計通りの施工を実現。

● 捕捉できる衛星の種類が多く、山間部や高い

 　切土斜面など、受信状態が厳しい現場においても、

 　安定した施工が可能なマルチGNSS 対応。

● LED インジケーター機能を搭載し、

 　大きくて見やすいタッチパネルにより操作性を向上。

● 多機能ながらシンプルでわかりやすい、

 　日本の現場に最適化されたインターフェイスを採用。

主な特長

● 2Dと3Dのマシンガイダンスの切り替えが

　 ボタン１つで、簡単に可能。

● シンプルな操作方法で、設定の変更も容易。

● コントロールパネルに直接CADモデルを表示可能。

● 完全なケーブルフリー接続システムにより、

　 簡単なパネルの脱着が可能。

● チルトローテータのチルトコントロールにも対応し、

　 合わせて使うことで生産性をさらに向上。

トリンブル（EarthWorks） トプコン（X-53x）トプコン（X-53x Auto） ライカ（iCON iXE3）

・GPSなどのGNSS（全地球航法衛星システム）を使い建機やバケット刃先の位置を高い精度で特定。
・油圧ショベルのブーム・バケット等の複合操作を半自動化。
・必要最小限の丁張りで、熟練オペレータ並みにスピーディ＆スムーズに作業できるシステム。

NETIS 登録番号：KT-180027-A　 
技術名称：3DMC (ホルナビ+PLUS) 搭載型油圧ショベル

NETIS 登録番号：KT-170034-VE　
技術名称：3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

NETIS 登録番号：KT-170034-VE　
技術名称：3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

NETIS 登録番号：HR-140026-VE 
技術名称：油圧ショベル3Dマシンガイダンスシステム

NETIS 登録番号：HK-100045-VE 
技術名称：グレードコントロールシステム

NETIS 登録番号：HK-100045-VE 
技術名称：グレードコントロールシステム

トリンブル
（EarthWorks）

「3Dマシンコントロール」は、GNSS測位情報を使いバケット刃先の位置を
高い精度で特定。ブーム・バケット等の操作を自動化し、油圧ショベルの
生産性を向上させます。

「3Dマシンガイダンス」は、GNSSを使いバケット刃先の位置を
高い精度で特定。コントロールパネルに表示されたバケット刃先と
設計ラインを見ながら、精度の高い施工を行うことができます。
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標準装備

3DMC化へのアップグレード装備 +
⑥ 電磁バルブユニット

⑨ 無線機

① ブーム角度センサ ② アーム角度センサ
（レーザ受光器内蔵）

③ バケット角度センサ

⑧ GNSSアンテナ

④ 車体角度センサ

⑦ GNSS受信機
（ＶＲＳモジュール内蔵）

⑤ 大型モニタ

標準機、後方超小旋回機　※ Leicaについては、コンパス機能を使う場合、コンパスを設置できるスペースがある機械。

Trimble

SK200 -10、SK135SR-5　後付け　

・少ない丁張りで施工でき、人員削減、工期短縮に貢献。
・回転レーザを併用すれば、より効率の良い施工が可能。
・３Dマシンガイダンス、コントロールと組み合わせることでさらに生産性を向上。
・中小規模現場でも費用対効果が高く、導入しやすく使いやすいICT施工システム。

Trimble Leica

2DMC適合機種 2DMG適合機種

MACHINE2D GUIDANCE

MACHINE2D CONTROL

主な特長

● ワンレバー操作（自動整地アシスト）。

● 直感的に即座に理解できるわかりやすい描画を大画面に表示。

● 現場において大画面モニタで簡易な2D設計が可能で、

　 幅広い施工がスムーズに行える。

● 共通のハードウェアで3DMC/2DMC/3DMGに対応。

　 柔軟な対応力と拡張性を備えたシステム。

SK200-10　2DMC → 3DMCアップグレード

● SK200-10（2DMC工場装着機）にGNSSアンテナ及び無線機、

　 受信機などを追加することで3DMC仕様にアップグレードが可能です。

● カウンタウェイトにはGNSSアンテナのマスト用マウントを装着済み。

　 ボルトオン装着で工数短縮を実現。 主な特長

● 直感的に即座に理解できるわかりやすい描画を大画面に表示。

● オプションによりトータルステーションでのマシンガイダンスに対応。

● 他の油圧ショベルにも使え、必要なときだけ使える。

● 共通のハードウェアで3DMC/2DMC/3DMGに対応。

 　柔軟な対応力と拡張性を備えたシステム。

● 現場において大画面モニタで簡易な2D設計が可能で、

　 幅広い施工がスムーズに行える。

主な特長

● シンプルで直感的なグラフィック表示による操作画面。

● 重要機能に即座にアクセスできるファンクションキー付。

● コントロールパネルを簡単に取り外して、保管できるのでセキュリティが向上。

● 高さ警告機能で頭上に障害物がある場所でも操作しやすい。

● チルトローテータのガイダンスにも対応。

　

・油圧ショベルのブーム・バケット等の操作を自動化することで、熟練の必要な複合操作を半自動化。
・現場で設定した2D施工面に沿って、設計面を傷つけず半自動で精度の高い整地が可能。
・人員削減、工期短縮にも貢献。
・３Dマシンコントロールと比較して導入コストを抑えることが可能。

ライカ（iCON iXE2）

NETIS 登録番号：CB-110038 -VE 
技術名称：油圧ショベル 2Dガイダンスシステム

NETIS 登録番号：HK-100045-VE 
技術名称：グレードコントロールシステム

NETIS 登録番号：HK-100045-VE 
技術名称：グレードコントロールシステム

トリンブル（EarthWorks） トリンブル（EarthWorks）

マシンコントロールなら、油圧ショベルの操作にまだ慣れていないオペレータでも、

熟練オペレータ並みの作業時間で仕上げることが可能です。

熟練オペレータ並みの作業時間を実現

※SK135SR-5は後付け仕様の為、一部内容が異なります。

※3Dライセンスが別途必要となります。

「2Dマシンコントロール」は、バケット刃先で基準の位置を
定めることで施工を開始。 ブーム・バケット等の操作を自動化し、
油圧ショベルの生産性を向上させます。

「2Dマシンガイダンス」は、バケット刃先で基準の位置を定めることで
施工を開始。 バケット刃先と設計ラインを見ながら、精度の高い施工を
行うことができます。

（精度：仕上げ±50mm）

●仕上げ作業の作業時間比較（当社比）
熟練オペレータ

10秒
初心者

20秒 10秒
マシンコントロール

※SK200 -10（MC工場装着機）にて試験
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１回の勾配設定で目標点まで施工可能。

URラジオ
（ブームオフセット角度センサ用）

2Dセンサは水平面ならば

機械本体のどこにでも取り付け可能。

例えば法面整形に

※オプション

標準機、後方超小旋回機、超小旋回機にも対応する
2Dマシンガイダンスシステム。

現場での作業効率をアップするiDigの使いやすさ。

2Dマシンガイダンスとして基本性能に優れ、現場の生産性を向上させます。

センサ間は無線で通信。
ケーブル不要で断線の心配も不要。

各センサは無線で通信を行うので、断線の恐れがなく、安定稼働

に貢献。センサ間の配線も必要がないので、現場での取り付け、

取り外しも簡単です。

簡単操作でキャリブレーションは
約1時間で完了。

モニタの指示に従いながら簡単に設定を行うことが可能。

キャリブレーションの所要時間は1時間程度。

100通りのデータ登録可能。
再キャリブレーションは不要に。

100種類の設定値を登録できるので、1つで複数台への2D

マシンガイダンス運用を実現。ワンタッチでセンサの取り付け、

取り外しができ、センサの位置ずれもなく、再キャリブレーショ

ンは不要。

少ない丁張りで人員
削減、工期短縮を実現。

2Dマシンガイダンスなら、切り出し位置

と高さや勾配が分かれば丁張りは最小

限でOK。

見やすくわかりやすい
ガイダンス機能。

バケットの角度や目標までの距離を

モニタにリアルタイムで表示します。

導入しやすい
ICT 施工システム。

2Dマシンガイダンスは、カーナビのよう

な使いやすいICT施工システムです。

操作方法は分かりやすく、取付も簡単。

作業を止めずに
キャブ内で出来形確認。

乗り降りの手間が省け、手元作業員を

減らすことも可能です。コスト削減や現

場の安全性も向上します。

マスト不要で狭所性を確保しつつ、
生産効率アップ。

超小旋回機での2Dマシンガイダンス運用が可能に。独自の2D

センサによりマストが不要となり、狭所作業での生産性向上に

貢献します。

MACHINE2D GUIDANCE iDig

センサには80時間
稼働可能な

太陽電池を採用。

「iDig」はフランスのBridgin社の2Dマシンガイダンスシステム。
指定した点を基準に、任意の深さや勾配までの距離を表し、
ガイダンスに従いながら簡単に作業が行えます。

NETIS 登録番号：KT-170111-A　 
技術名称：油圧ショベル用2Dマシンガイダンスシステム

「iDig」

※ブームスイング位置は固定する必要があります。
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ドーザブレード用リフト角センサも無線

通信なので、ケーブル不要で断線の心配

なし！

ショベルモードからドーザモードへは、

モニタ上でワンタッチで切り替え可能に！

ショベルモード

『iDig Dozer』用アームセンサを新たに

開発。アームセンサのレーザ受光機能を

利用してドーザ用マストが不要。

ドーザモード

※ドーザガイダンス使用時は回転レーザが必要です。 ※旧型機の適合についてはお問い合わせください。※後方超小旋回機の適合についてはお問い合わせください。

［仕様］

● チルト角度を検知するワイヤレスセンサを2個追加。

● 電源、配線工事などは不要でセットアップも簡単。

● 通常の2Dマシンガイダンスのキャリブレーションを終わらせて

　 バケット（チルトローテータ）のキャリブレーションを行うだけ。

● センサとプレートは、バケット、ブーム、ドーザと共通。

SK75SR-7、SK135SR-5、SK200 -10、SK210LC-10
（適用チルトローテータ：EC209、EC214、EC226）

「掘削」と「敷き均し」両方の施工を、モニタ上で確認し、ガイダンスに従って作業を行うことが可能。
施工効率、生産効率を大きく向上させる2Dマシンガイダンスシステムです。

基本機能の2Dマシンガイダンスにオプションでチルトローテータガイダンスを追加。
わかりやすい操作ガイダンスのため、少ない丁張りで、精度の高い施工が可能。無線通信により断線の心配もなく、
管工事など今後需要の高まりが予想される無電柱化工事においても生産性を発揮します。

業界初！「掘削」と「敷き均し」両方の施工を可能にする
2D マシンガイダンスシステム。

ショベルモードからドーザモードへ、
モニタ上で簡単に切替が可能。

オペレータの目線位置から見えにくいブレード高さと施工面の

距離をモニタ上に表し、ガイダンスに従いながら簡単に作業が

行えます。

チルトローテータの新たな動きを視覚的

にわかりやすくガイダンス。既存のシステム

にセンサを追加してアップグレードができ、

基本の操作画面は変わらず馴染みやすい

設計。

適合機種

SK20UR-6、SK30UR-6、SK38UR-6、SK50UR-3、SK50UR-6E、
SK75UR-5、SK80UR-6E、SK130UR-1ES、SK130UR-5

iDig (Bridgin) + engcon
2DMG +（UR） 2DMG + (ドーザ） 2DMG +（チルトマシンガイダンス）

iDig  （Bridgin）

複雑な動きをするチルトローテータをわかりやすくガイダンスすることで
幅広い施工に適用可能。使いやすく、中小規模現場でも費用対効果が高いシステム。

MACHINE2D GUIDANCE iDig Dozer MACHINE2D GUIDANCE TILTMACHINE2D GUIDANCE GUIDANCEiDig + +
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バケットを360度
回転させることができます。

バケットを±45度
傾けることができます。

45°360°

［チルト］［回転］ SK75SR-5 / SK75SR-7 SK135R［LC］-5 SK200 / 210LC-10SK55SR-6E

SK55SR / SK75SR / SK135SR / SK200

： 従来の作業範囲（チルトローテータなし）

： ショベル旋回 +バケット回転 +バケットチルトによる作業範囲（チルトローテータ装着時）

機械を走行させることなく

整形できる法面幅が飛躍的に広がります。

※イラストはイメージです。

狭所作業の効率が飛躍的に向上。工期短縮に大きく貢献します。

チルトローテータとは？

バケットを傾け（チルト）、

回転させる（ローテート）ことの

できる油圧ショベル用

先端アタッチメントです。
管工事・手元掘削

チルト+回転機能で細かな作業に対応。人力作業を

減らし、都市型工事においてもチルトローテータが

活躍します。

整形作業

溝掘削

作業スペースの確保が難しい環境においても、機械

の移動が少なく、チルト+回転機能で効率的な施工

が可能になります。

溝整形（角度付）

機体を傾けることなく、バケットをチルト＋回転機能

で最適な角度にし、多様な角度の溝を整形すること

ができます。

敷き均し（整地）

バケット回転機能を活かして、敷き均し作業の効率化。

整地作業の時間短縮に貢献します。

障害物を避けながらの整地

機体を移動させることなく、障害物を避けて整地が

可能です。

TILTROTATOR

多様な角度の施工面にも

バケットのチルト角度を合わせることができます。

足場の整地なく、仕上げ作業が可能

機体の足場を整地し、バケット角度を整形面と合わせる 機体の足場に関わらず、バケットの傾きを作り出す

従来工法 チルトローテータ

NETIS 登録番号：KT-190045-A　 
技術名称：チルトローテータ搭載型油圧ショベル

※写真は一部、国内販売仕様とは異なります。
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SK55SR / SK75SR / SK135SR / SK200

コントロールレバー

バケットのチルトと回転、簡易荷役用グラブの開閉を

専用コントロールレバーで操作。日本人の手にも馴染

む形状です。

簡易荷役用グラブ

ものをつかむことができるアタッチメント。ハイリーチ

クレーンとは異なり、玉掛けは不要です。

クイックヒッチ

油圧ショベルの先端アタッチメントを、キャブ内にい

ながら簡単に脱着できるため、作業スピードの向上に

貢献。また、アタッチメント交換中にオペレータ及び周

辺作業員に対して、Qセーフが音と光で警告するので

安全面への配慮もなされています。

主な仕様

用途
タイプ
名称
容量 (m3)
口幅 (mm)
質量 (kg)
適合機種

DB14
0.65
900
530

DB13
0.60
850
500

DB12
0.50
800
340

DB11
0.40
700
313

DB16
0.75
1,000
570

CB15
0.20
560
250

SK135SR-5

③
GB15
0.75
1,600
655

GB13
0.60
1,600
454

幅広
法面整形
①

溝整形
幅狭

細溝整形
②

EC214

※ベースマシンの最大積載可能質量の範囲内でご使用ください。   ※ベースマシンの仕様により機械安定度を損なう組み合わせがあります。   ※詳しくは当社担当者にお問い合わせください。

用途
タイプ
名称
容量 (m3)
口幅 (mm)
質量 (kg)
適合機種

GB24
1.40
2,000
1,150

GB20
1.10
1,700
1,015

DB18
0.90
1,000
760

DB21
1.10
1,100
940

DB23
1.25
1,200
1,150

CB20
0.40
660
370

CB25
0.55
600
590

SK200 -10 / SK210LC-10

③
GB17
0.90
1,700
740

幅広
法面整形
①

溝整形
幅狭

細溝整形
②

EC226　　　　　

① ②

③

A

B

C

※最大許容荷重はベースマシンの先端アタッチメント装着可能質量に準じます。

■簡易荷役用グラブ
名称
最大つかみ幅 A (mm)
幅 B (mm)
全長 C (mm) 
質量 (kg) 
最大油圧 (MPa)
最大許容荷重 (kg)
適合機種
脱着機構

GRD10
610
270
720
91
22
※

SK75SR-5 / SK75SR-7
有

GRD20
820
355
870
136
22
※

SK135SR[LC]-5
有

GR20
950
350
910
-
22
※

SK200 / 210LC-10
無

GR05
350
200
585
-
22
※

SK55SR-6E
無

※EC206、EC226の簡易荷役用グラブは取り外し不可です。

■チルトローテータ
名称
幅  A (mm)
幅  B (mm)
幅  C (mm)
全長 D (mm)
高さ E (mm)
簡易荷役用グラブ付質量 (kg)
簡易荷役用グラブ無質量 (kg)
チルトアングル(度）
作動油流量  チルト／回転 (L/min)
最大油圧 (MPa)
適用ブラケットサイズ
最大引張応力 (kNm)
適合機種

EC214
320
285
303
665
457
592
456
±45
80
22
S60
126

SK135SR[LC]-5

EC226
426
340
340
760
500
873
760
±45
120
22
S70
270

SK200 / 210LC-10

EC209
266
250
273
561
425
443
352
±45
60
22
S45
74

SK75SR-5 / SK75SR-7

EC206
286
220
219
500
380
245
194

±45 ※シングルシリンダー
40
22
S40
45

SK55SR-6E

（SK200-10 / SK55SR-6） （SK135SR-5 / SK75SR-3/7）

チルト操作

簡易荷役用グラブ開閉

Qセーフ

※操作方法は標準仕様。操作方法の変更は可能です。

　右レバー　　　　　　表面ローラ：バケットチルト　
                 　　　　　　裏面ローラ：簡易荷役用グラブ開閉
　左レバー　　　　　　表面ローラ：バケット回転

TILTROTATOR

※お持ちのバケットを加工することでチルトローテータに取り付けることが出来ます。事前に加工方法をご検討下さい。

■アダプタブラケット
名称
直径 A (mm)
ブラケット幅 B (mm)
ブラケット長さ C (mm)
適合機種

S45
Φ45
290
430

SK75SR-5 / SK75SR-7

S40
Φ40
240
300

SK55SR-6E

S60
φ60
340
480

SK135SR[LC]-5

S70
φ70
450
600

SK200 / 210LC-10

B C

A

C

A

用途
タイプ
名称
容量 (m3)
口幅 (mm)
質量 (kg)
適合機種

GB04
0.20
1,000
145

法面整形
①
GB06
0.30
1,200
164

GB08
0.37
1,400
264

SK75SR-5 / SK75SR-7

溝整形
②
DB07
0.25
700
180

細溝整形
③
CB08
0.16
400
103

EC209

GB05
0.25
1,200
150

用途
タイプ
名称
容量 (m3)
口幅 (mm)
質量 (kg)
適合機種

GB02
0.13
900
89

GB03
0.15
1,100
112

法面整形
①
GB04
0.20
1,000
132

SK55SR-6

GB06
0.30
1,200
160

DB02
0.10
550
65

DB03
0.12
550
77

DB06
0.20
600
128

CB03
0.09
290
51

CB05
0.13
340
72

EC206
溝整形
②

細溝整形
③

■バケット

A

B C D

E

チルトローテータ
※EC206はシングルシリンダ仕様となります。

簡易荷役用グラブバケット アダプタブラケット

とは？ engcon（エンコン）は油圧ショベルの先端アタッチメントを製造・販売するスウェーデンのメーカーです。
北欧を中心に欧州で広く普及し、今ではシェアNo.1を誇ります。engconの日本に置ける代理店をコベルコ建機が務めています。
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適合機種

GNSSアンテナが設置できる標準機、後方超小旋回機 標準機、後方超小旋回機　※コンパス機能を使う場合あは、コンパスを設置できるスペースがある機械  

Leica + engcon
3DMG + チルトマシンコントロール 2DMG + チルトマシンコントロール

バケットのチルト動作を自動で制御。図面通りの高い精度で、
自動切り出しします。切り出し回数が減り、施工スピードが大きく向上します。

3Dマシンガイダンスに、バケットのチルト動作を自動制御するチルトコントロールを組み合わせたシステムで、
生産性を大きく向上させます。

2Dマシンガイダンスに、バケットのチルト動作を自動制御するチルトコントロールを組み合わせたシステムで、
経済性にも優れています。

バケットのチルト動作を自動化し、作業効率を大幅にアップ。

作業効率の向上により、コスト削減に貢献。

オペレータの負担を軽減し、スムーズにチルトローテータを使いこなせます。作業効率を大幅に

向上させ、1現場当たり最大48％ ※コスト削減に貢献します。

主な特長

● 複雑な動きをするチルトローテータの傾斜や回転位置に対して明確にガイダンス。

● 傾斜が複合する施工面や端部などの施工もスムーズ。

● チルトコントロールを組み合わせることで、アプローチが困難だった施工を

　 従来のショベルを操作する感覚で作業可能。

● コントロールパネルに直接CADモデルを表示。

● 2Dと3Dのマシンガイダンスをボタン１つで簡単に切り替え可能。

● ファンクションキーで重要機能に即座にアクセス可能。

主な特長

● 単一/二重勾配と深さをガイダンスでき、正確なチルトローテータの

　 作業をアシストすることで生産性を向上。

● 高さ警告機能で頭上に障害物がある場所でも操作しやすい。

● ファンクションキーで重要機能に即座にアクセス可能。

● コントロールボックスを簡単に取り外して、保管できるのでセキュリティが向上。

● 2DMGの導入コストでチルトコントロールに対応するため、

　 都市型工事や小規模工事においても高い経済性を発揮。

2D/3Dマシンガイダンスに対応。

ライカのマシンガイダンスは、2D/3Dともチルトコントロールに対応。条件に合わせてシステム

をお選びいただけます。また、3Dであれば、ボタン1つで2Dに切り替えることもできます。

3DMG＋チルトマシンコントロール

2DMG＋チルトマシンコントロール

TILTCONTROL+MACHINE3D GUIDANCE2D/

※出典：ライカジオシステムズ株式会社による試算。比率は現場環境により異なります。

（iCON iXE3）

（iCON iXE2）
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ICT建機のメリットを体験・実感できる仮想現場。
ホルナビ・ジョブサイト。

ICT施工のノウハウがわかる、
身につく。ホルナビ・サポート体制

■ 実際の施工と同等の作業が可能な本格体験施設。
■ ホルナビ仕様の油圧ショベルを配備。

■ 従来施工との比較ができる丁張りを設置。
■    3次元測量、出来形管理の研修も可能。

コベルコではICT建機を体験していただける「ホルナビ・ジョブサイト」を開設しています。ICT活用工事の全て

をご理解いただくとともに、実際にICT活用工事に対応するためのノウハウの蓄積をお手伝いします。お客さま

の希望するテーマや習熟度に応じた講習会もできますので、ぜひ一度お問い合わせください。また、出前講

習会や現場見学会などのご相談にもお応えします。

見て
さわって
ICT建機を
体験

ホルナビ・ジョブサイト 神戸
兵庫県神戸市中央区港島4丁目5-9 　
コベルコ建機(株)　神戸テクニカルトレーニングセンター内

所在地

愛知県東海市南柴田町八ノ割１３８-１８
コベルコ建機日本（株） 中部支社内

所在地

ホルナビ・ジョブサイト 中部

福岡県北九州市小倉北区西港町89-5
コベルコ建機日本(株)福岡営業所小倉工場内

所在地

ホルナビ・ジョブサイト 小倉

広島県広島市安佐北区安佐町久地6-2
コベルコ建機日本(株)中四国支社内

所在地

ホルナビ・ジョブサイト 広島

香川県三木町上高岡１６１９-１
トーヨースギウエ(株)高松センター内

所在地

ホルナビ・ジョブサイト 高松

新潟県新潟市北区新崎２５６番地１
コベルコ建機日本（株） 信越支社内

所在地

ホルナビ・ジョブサイト 新潟

※一部ホルナビジョブサイトではドローンの講習を実施していません。　※詳しい配備機、講習内容はお問い合わせください。

お客さまご自身にICT施工のノウハウが残るようサポートいたします。

● ICT建機を現場で稼働させるためのプロセスや
　 3D施工データの変換方法など、様々なテーマの講習会を開催。
● いまICT建機を持っていなくても始められる！
● 工種や事業内容に最適なICT化で生産性を向上。
● ノウハウを積む事で更にICT活用の幅が広がります！

ICT施工

i-Construction

各分野の専門家との
強いパートナーシップ

測量機メーカー3社の協力によりコベルコのホルナビサポートはいま、 
ICT建機の販売サービスにとどまらず、起工測量から管理・検査まで
の工事のトータルフローを対象にしています。 ICT 施工および
i-Constructionをもっとよく知りたい、説明してほしいというお客
さまはお気軽にお問い合わせください。 一度体験してみたい、という
お客さまはホルナビ・ジョブサイトへGO！

ICT建機の導入をサポート

起工測量～管理・検査までの
ノウハウを身につけましょう！

施工 2D

施工 3D

施工面 2D

設計面 3D

起工測量 設計 3D 施 工 3D3D 管 理・検査 3D

まずは“ICT施工”から始めませんか！

起工測量 管理・検査

ローカライゼーション

キャリブレーション

座標

出来形

設計照査

3D設計データを施工に活用
することで管理業務と施工の
効率化を両立。
あとはICT建機を導入するだけ！

ホルナビ操作方法はコベルコが、
測量機器の使い方は
協業メーカー3社がサポート！
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