
●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係わる特別教育」の受講が、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修了証」の取得が必要です。
　コマツ教習所にて特別教育／技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
●平成25年7月の労働安全衛生法令改正に伴い、本機を解体用機械として使用する場合は、物体の飛来物等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じてください。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。 ●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●掲載写真およびイラストは一部販売車と異なる場合があります。

Form No. CJA00810-00 （1605）IP・PC1

PC30UU-6

※カタログ写真はオプションを含みます。

 COMPACT HYDRAULIC EXCAVATOR

仕 様

仕様車 アタッチメント・オプション
● アームクレーン仕様 ● 配管仕様
● x仕様 ● レンタル仕様

● 各種バケット ● xウエイト　
● ボルトオンカッティングエッジ（B.O.C.）ブレード
● 各種履帯 ● アタッチメント配管　

標準装備品
● 安全装置
・TOPS（ISO 12117）適合キャノピ　・IDキー　
・セカンダリエンジン停止スイッチ　・巻取り式シートベルト　
・シートベルト未装着警報　・作業機ロックレバー
・ロックレバー自動ロック機能　・昇降手すり　・サーマルガード　
・ファイヤウォール　・ファンガード　・反射板　・アキュムレータ　

● その他装備品
・高精細3.5インチLCDモニタ　・KOMTRAX　・12V外部電源取出し口
・カップホルダ　・ウォッシャブルフロアマット　・サイドバイサイドクーリング
・小物入れ　・エコホワイトプラスエレメント（作動油エレメント）
・フィルタ機能付ウォータセパレータ　・作業灯　
・クイックジョイント式パイロットホース　・フットレスト　
・バッテリアースクイックコネクタ

バケット容量
0.09 ㎥

エンジン定格出力  ネット

18.1 kW（24.6 PS）
機械質量
2990 kg

国土交通省第３次排出ガス基準適合車国土交通省第３次排出ガス基準適合車（申請中）項　目
機種

単位

PC30UU-6〈x仕様〉
PC30UU-6
キャノピ

国土交通省 低騒音型建設機械（申請中） 超低騒音型
仕様
機械質量 kg 2990〈3180〉
機体質量 kg 2280〈2470〉
エンジン名称 コマツ 3D88E-6
形式 4サイクル、水冷式直列、直接噴射式
総行程容積（総排気量） L〔cc〕 1.642〔1642〕
定格出力　グロス kW/min-1〔PS/rpm〕 18.9/2200〔25.7/2200〕
定格出力　ネット（JIS D 0006-1） kW/min-1〔PS/rpm〕 18.1/2200〔24.6/2200〕
標準バケット容量（JIS A 8403-4） m3 0.09
標準バケット幅（サイドカッタ含） mm 430（500）
寸法
全長（輸送時） mm 4205
全幅 mm 1550
全高（輸送時） mm 2450
後端旋回半径 mm 790〈870〉
クローラシュー幅 mm 300
クローラ全長 mm 2105
クローラ中心距離 mm 1250
性能
走行速度　Hi/Lo km/h 4.6/2.6
旋回速度 min-1〔rpm〕 9.0〔9.0〕
バケットオフセット量 mm 左750   右540
接地圧 kPa〔kg/cm2〕 29.3〔0.30〕〈31.2〔0.32〕〉
登坂能力 度 30
バケット最大掘削力（JIS A 8403-5） kN〔kg〕 27.4〔2800〕
作業範囲
最大掘削高さ mm 4970
最大ダンプ高さ mm 3610
最大掘削深さ mm 2860
最大垂直掘削深さ mm 2300
最大掘削半径 mm 4380
最大床面掘削半径 mm 4260
作業機最小旋回半径 mm 920
各部装置構造
ブレード 幅×高さ mm 1550×355
油圧装置 最大セット圧力 MPa〔kg/cm2〕 24.5〔250〕
水・油類の容量
燃料（JIS軽油）※1 L 41
作動油（交換油量） L 33（14）
エンジン潤滑油（交換油量） L 7.2（6.7）
冷却水 L 3.3

※ 1 JIS K 2204 単位は国際単位系（SI）による表示、〔　〕内の非 SI 単位は参考値です。



ICT ※  & KOMTRAX

PC30UU-6

メンテナンス

外形図／作業範囲図

エコロジー、燃費性 作業性

安全性
万一の横転からオペレータを守る 

TOPS（ISO 12117）適合キャノピ
誤操作や誤動作を未然に防止する
ロックレバー自動ロック機能
緊急時に備えてシート下部に装備

セカンダリエンジン停止スイッチ

シートベルト未装着警報
狭い現場でも安心作業

超小旋回ミニショベル（JIS A 8340-4 適合）

グレードアップした上質な内装

広々として快適な運転席

NEW

NEW

NEW

NEW

UPGRADE

日常点検が容易な

フルオープンカバー
本格整備が的確でスピーディーに

チルトアップフロア機構 NEW

さまざまなメンテナンス情報を

わかりやすく表示するモニタ画面
バッテリの通電を
工具なしで遮断できる

バッテリアース
クイックコネクタ

NEW

32

電子制御システムの採用で

優れた基本性能と低燃費を両立
作業量と燃費で選べる

２つの作業モード
無駄な燃料消費を抑える

オートデセルとオートアイドルストップ

NEW

NEW

NEW

作業効率がアップ
干渉自動回避システム
バケットが運 転 席に
近づくと自動停止する
従来の干渉防止装置
に加えて、作業機が停
止することなく自動的
に運転席を回避する
干渉回避装置を新たに
搭載。よりスムーズな
作業を実現しました。

深さ測定システム
地面からの深さ（絶対深さ）と、任意に設定した基準からの深さ（相
対深さ）をモニタに表示します。（深さ表示モード）

高さ自動停止システム
設定したブーム高さ（角度）でブーム上げ操作を制限し、ブーム
を自動停止します。（ブーム高さ制限モード）

スムーズな変速で作業効率をアップ
走行自動変速
エンジン回転数調整が簡単 
ダイヤル式燃料コントロール

NEW

干渉回避面
自動停止面

NEW

NEW

NEW

さまざまな新機能・新技術の採用と、
伝統の基本性能を高次元で両立。

定期点検・メンテナンスから故障修理まで、
定額でおまかせいただける保守サービス
ミニ建機 5 年間おまかせパック
盗難補償、対人・対物補償や事故補償など、万が一の事故に備える
セキュリティプラン※情報通信技術

視認性に優れ情報量が大幅にアップ
多機能高精細3.5インチ液晶ディスプレイ（LCD）
モニタ

機械の盗難リスクを軽減する 
ID キー 

さらに進化して機能が充実
KOMTRAX

NEW

NEW

UPGRADE

快適性

各種コーションやさまざまな車体の情報をわかりやすく画面に表示。
ユーザサポート機能も充実しました。
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※当社従来機比
実際の作業では、作業内容により上記と異なる場合があります。
燃費データは社内実測比結果によるものです。

国土交通省
超低騒音型建設機械（申請中）

国土交通省
第3次排出ガス基準適合車（申請中）

NEW

PC30UU-6は、コマツ独自の
電子制御システムによりエンジン
出力を有効活用。
従来機の優れた基本性能を継承
しながら、燃料消費量の5％低減※

を実現しました。


