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トータルソリューションで
未来を拓く
Developing the Future with 
Total Solutions

日立建機は、総合建設機械メーカーとして、技術力、製品力、販売・サービス力のすべてを

結集し、多様なニーズにお応えするため、建設機械づくりの無限の可能性に挑んでいます。

建設機械に携わって60数年、独自の研究と高度な生産技術によって、安全性、信頼性、耐

久性の高い製品群を開発してきました。マーケットインの発想のもと、日本をはじめ、海外で

は、米州、欧州、アフリカ、中近東、アジア・大洋州に加え、BRICs諸国(ブラジル、ロシア、イン

ド、中国)をはじめとする新興市場など、グローバルな規模でお客様のニーズに応えています。

さらに、建設機械のみならず、その実績と経験をもとに、新たな分野への挑戦、新しい価値

の提供など、グループ内での連携により、新しいビジネスモデルを創出しています。

総合建設機械メーカーのリーディングカンパニーをめざし、すべてのお客様にトータルソ

リューションを提供する企業として挑戦し続けています。

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) is a full-range manufacturer of 

construction machinery that brings extensive technological, product, marketing 

and service capabilities to the endless challenge of building construction 

machinery products that meet a rich and diverse range of needs.

For more than 60 years, HCM has been using its original research and 

advanced production technology to develop construction machinery products 

that are outstandingly safe, reliable, and durable. Based on a market-oriented 

approach, HCM is meeting the needs of customers on a global scale, in Japan, 

the Americas, Europe, Africa, the Middle East, Asia and Oceania, and in the 

BRICs (Brazil, Russia, India and China) and other emerging markets.

The Company is also using its achievements and experience in construction 

machinery to take on challenges in other areas and provide new value, using ties 

within the HCM Group to create new business models.

In its quest to become the leading full-range manufacturer of construction 

machinery, HCM is continuing to take on the challenge of providing total 

solutions for all of its customers.
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グローバル・マーケットでは、米州、欧州、アジア・大洋

州、中国にとどまらず、ロシア、中近東、アフリカをも視野

に入れた活動を展開しています。

世界の要所に広がる販売拠点と充実した情報ネットワー

クを駆使し、現場へのクイックレスポンスを重視したワー

ルドワイドな販売・サービス体制を整えています。

一方、日本を中心に、中国、オランダ、インドネシア、米

国、カナダ、ブラジル、ロシア、インドに生産拠点を設け、地

域に適合した現地仕様の製品づくりを実現しています。

世界中のマーケットにおける建設機械のグローバルパー

トナーとして、「世界最適地開発」「世界最適地生産」「世界

最適地調達」を確立し、VEC（バリュー・エンジニアリング・

フォー・カスタマーズ）をモットーとした、付加価値の高い

製品とサービスを世界のユーザーにお届けしています。

In addition to its operations in the Americas, Europe, 
Asia and Oceania, and China, HCM is extending its 
global activities to Russia, the Middle East and Africa.

HCM is using its growing network of sales bases in 
the main regions of the world, together with its 
comprehensive information network system, to build 
worldwide sales and service system infrastructures in 
which the emphasis is on providing a quick response 
to local needs.

The Company is utilizing its production facilities in 
Japan and is focusing on providing products 
manufactured to meet local specifications in China, 
the Netherlands, Indonesia, the United States, 
Canada, Brazil, Russia and India.

In its role as a global partner in the construction 
machinery markets of the world, HCM is establishing 
production and procurement locations that are 
optimized at the international level, and, using Value 
Engineering for Customers (VEC) as its motto, is 
providing customers throughout the world with 
high-value-added products and services.

GLOBALIZATION

世界のユーザーに応える、日立建機
HCM: Responding to Users Around the World
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イラクで稼働する MA200 泥上掘削機

The MA200 amphibious soft 
terrain backhoe at work in Iraq

日立建機（ヨーロッパ）N.V. の
会議風景

Meeting at Hitachi 
Construction Machinery 
(Europe) N.V.

カナダのオイルサンド現場で組
立 を 完 了 し た、 世 界 最 大 級 の
EX8000 超大型油圧ショベル

Assembly of this EX8000, 
one of the world’s largest-
class hydraulic excavators, 
was completed at this oil-sand 
site in Canada

アメリカの建設現場で稼働する
ZX200 油圧ショベル

This ZX200 hydraulic 
excavator is being used for 
construction work in U.S.A.

オーストラリアの鉄鉱山で
稼働する EX3600 超大型
油圧ショベル

EX3600 ultra-large 
hydraulic excavator 
being used at an iron 
mine in Australia

フランスで稼働するZW310
ホイールローダ

The ZW310 wheel loader 
at work in France

中国・上海のビル解体現場で
稼働する日立油圧ショベル

Hitachi hydraulic 
excavators engaged in 
building demolition work in 
Shanghai, China

オーストラリアの石炭鉱山で
稼働するEX5500超大型油
圧ショベルとEH4000ACⅡ
ダンプトラック

EX5500 ultra-large 
hydraulic excavator and 
EH4000ACII dump truck 
being used for coal-mining 
operations in Australia

世界の建設現場を駆け巡る
日立建機グループのサービス員

HCM Group service personnel 
travel to construction sites 
around the world

写真説明
CAPTIONS



CUSTO  MER SATISFACTION

RSS（レンタル・セールス・サービス）で
お客様を支える、日立建機
HCM Supporting its Customers through RSS (Rental, Sales and Service)
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日本全国でRSSを展開する
日立建機日本(株)

Hitachi Construction 
Machinery Japan’s RSS 
operations cover the whole 
of Japan

大量のスクラップを短時間で 
積み込む ZX450LC 港湾仕様機

This port-specification 
ZX450LC can load a lot of 
scrap in a short time

現場の高さに合わせた解体作
業を可能とした ZX1000K
マルチブーム仕様機

This multi-boom ZX1000K 
can be configured in 
accordance with the 
height of the structure to 
be demolished

見積システムの画面

This screen image shows 
the Company’s estimating 
system in operation

部品を行き先別に自動仕分けする、
つくば部品センタの最新設備

At the state-of-the-art 
warehouse facilities of the 
Tsukuba Central Parts Depot, 
parts are sorted automatically 
by destination

パソコンを使った商談

PCs are used in sales 
negotiations

修理、メンテナンスサービス
の要、サービス工場

This service plant provides 
repair and maintenance 
services

中古部品を修理して蘇らせる
再生工場

This recycling plant 
repairs used parts

写真説明
CAPTIONS

国内においては、レンタル・販売・サービスの連携により、

お客様の満足度をより高める営業体制、メンテナンス体制

を確立しています。日本全国を網羅する日立建機日本の

ネットワークにより、多様化するニーズに迅速に対応する

とともに、建設機械、環境リサイクル製品、建設現場の

仮設ハウスや一般車両などを対象とした幅広いレンタル

事業を全国で展開しています。このような、レンタル・販売・

サービスが三位一体となった日立建機日本の RSS 体制

により、お客様を様々な角度からトータルにサポートして

います。

また、新たな工法についての相談、個々の現場に対応

した応用製品など、きめ細かなニーズにお応えするなど、

日立建機では幅広いお客様に満足していただける、トータル

ソリューションを提供しています。

HCM is establishing sales and maintenance systems 
that provide enhanced customer satisfaction through 
liaison between rental, sales and service operations in 
Japan. Through its comprehensive domestic network 
Hitachi Construction Machinery Japan provides a 
prompt response to the diversifying needs of HCM’s 
customers and is developing broad-based, nation-wide 
rental operations for renting and leasing construction 
machinery, environmental recycling equipment, temporary 
housing at construction sites, and general construction 
equipment. HCM is providing customers with total, 
all-round support through its RSS system that 
integrates rental, sales and service operations.

HCM also provides consulting services on new 
construction methods and application products tailored 
to individual construction sites, as part of a total 
solutions approach designed to satisfy the require- 
ments of a wide range of customers.



VALUE CREATION

建設機械に新たな価値を提案する、日立建機
HCM is Providing Construction Machinery with New Value

7 8

情報機能を搭載した
「e-ショベル」 ZAXIS

ZAXIS “e-excavators” 
incorporate IT functions

中古車オークションの様子

A used-machinery auction

オペレータの資格取得をサ
ポートする（株）日立建機教
習センタ

Hitachi Construction 
Machinery Operators 
Training Center Co., Ltd. 
helps operators acquire 
the necessary 
qualifications

モバイル端末「ドクター ZX」
を使った現場での総合診断
サービス

Using the  “Doctor ZX” 
mobile terminal to provide 
on-site comprehensive 
diagnostic service

機械の特徴を説明する
サービス員

Service personnel 
describing product 
features

海外向けに中古車ネット
オークションを実施

An Internet-based auction
of used machinery for 
overseas buyers

写真説明
CAPTIONS お客様の機械の稼働状況な

どをパソコンで把握できる
「グローバルe-サービス」

HCM’s “Global e-Service” 
uses computers to 
monitor the operating 
conditions of customers’ 
construction equipment

建設機械を通じた新たな価値提案にも注力しています。
世界で初めて建設機械に情報機能を搭載し、お客様に

有益な情報を提供する「グローバル e- サービス」は、
GPS 衛星通信や携帯通信を使って機械の稼働状況等を
パソコンなどから容易に把握できるサービスです。位置
情報や稼働情報をサーバで集中管理するとともに、機械
の状態を総合的に診断し、点検・整備のスケジュール情
報などをお客様に提供しています。

この“お客様の機械を見守る”という新たな視点は、故
障の未然防止、効率的なメンテナンス、トータルライフ
コストの低減において、飛躍的な進歩をもたらしました。

「グローバル e- サービス」に加えて、製品 1 台ごとの稼
働状況に応じたレポートや経済的なメンテナンスプラン
を提供するサポートプログラム「ConSite（コンサイト）」
をグローバルに展開しています。

さらに、多様な保険制度、フルメンテナンス契約、オペ
レータ教習など、日立建機の建設機械を安心して使ってい
ただくための、充実したサポート体制の整備や良質な中古
車を提供する各種オークションの開催なども行っています。

HCM is thinking up ways of using construction 
machinery to provide new value.

With its e-service, HCM became the first company 
to equip construction machinery with IT functions to 
provide information that benefits the customer’s 
business. This “Global e-Service” uses GPS systems 
and mobile communication networks to gather 
information relating to equipment operations and 
make the data readily accessible via PCs and the like. 
Information relating to location and operation is 
centrally managed on HCM’s servers, where it is 
used to comprehensively examine the state of the 
equipment and to provide the customer with 
inspection and maintenance schedule information.

This new concept of watching over customers’ 
equipment has produced major advances in prevent- 
ing breakdowns, increasing maintenance efficiency 
and reducing the total lifetime cost of the equipment. 
In addition to the Global e-Service, HCM is globally 
expanding ConSite, which provides reports on the 
operations of each individual machinery product and 
offers an economical maintenance plan.

To ensure the trouble-free use of its products, 
HCM also has a comprehensive support system that 
encompasses various insurance services, full- 
maintenance contracts and operator training, and 
also provides good-quality used machinery through 
various types of auction.



RESEARCH AND DEVELOPMENT

新たな分野を創造する、日立建機
HCM: Creating New Fields
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ZX70B バッテリ式油圧ショベル

ZX70B battery-powered
hydraulic excavator

実機操作感を再現する
操作性シミュレータ

This operating simulator 
feels like the real thing

シャシダイナモ装置による
ホイル系走行試験

Wheel driving system test 
using chassis dynamometer

未来型機械：
双腕仕様機 ASTACO

Futuristic “Advanced 
System with Twin Arm 
for Complex Operation” 
(ASTACO)

すみ肉裏波溶接試験

Testing back bead 
welding process for 
T-joints

各種シミュレーション解析
（左下の画面はエンジン廻りの
流体解析例）

Simulation analysis of parts. 
The screen image at the 
lower-left shows an analysis 
of fluid flow around an 
engine

6軸振動試験機による 
信頼性試験

Reliability testing using 
a 6-axis vibration test system

ダンプトラックシミュレーション画像
（左下の画面はダンプトラックの機構解析例）

The screen image at the lower-left 
shows a Multi Body Dynamics of 
Dump Truck 

写真説明
CAPTIONS

北海道・浦幌試験場で試験中の日立製
ACドライブ搭載のマイニングダンプ
トラック

A mining dump truck equipped with 
an AC drive made by Hitachi being 
tested at the Urahoro, Hokkaido, 
testing facility

ZH200 ハイブリッド
油圧ショベル

ZH200 hybrid hydraulic excavator

新技術、新製品の開発による建設機械の進化を永遠の

テーマとし、世界最大級の油圧ショベルEX8000や、 

環境保全と省エネを両立したバッテリショベル、日立製

ACドライブ搭載のマイニングダンプトラック、さらには

新世代のハイブリッドショベルなど、次世代へ向けた建設

機械を創出しています。

また、ＤＥ（デジタル・エンジニアリング）や信頼性試験

など、独自に開発した様々な評価技術によって製品の最適

化を実現する一方、より高性能で、より操作しやすい建設

機械をめざした研究開発を進め、製品の高度化に努めて

います。

当社は、充実した体制と卓越した開発力で、新たな技術

の研究を行い、新しい分野に可能性を広げています。

With the focus always being on moving the evolution 
of construction machinery forward through the 
development of new technologies and products, HCM 
is creating construction machinery products for the 
next generation, such as the EX8000, one of the 
world’s largest hydraulic excavators, a battery-
powered excavator that is environmentally friendly 
and uses less energy, a mining dump truck equipped 
with an AC drive made by Hitachi, and a hybrid 
excavator.

At HCM, the research and development focus is 
on making advanced construct ion machinery 
products, using Digital Engineering, Evaluation 
Technology developed in-house for reliability testing 
and the l ike for product optimization, and on 
improving the performance and ease of use of those 
products.

With its comprehensive system and outstanding 
developmental capabilities, HCM’s research into new 
technologies is extending the boundaries of the 
possible in new fields.



PRODUCT RELIABILITY

安全性、耐久性に優れた製品を安定的に供給していく

ために、効率的な生産体制と徹底した品質管理体制を 

築いています。

開発・設計部門では、3D-CADシステムを駆使して各

種実績データの共有・共用を図り、製品開発のリードタイ

ムの短縮、部品設計の自動化・標準化を実現しています。

生産部門では、溶接、機械加工、塗装、組立、搬送など

をロボットの導入により自動化・無人化し、合理的な生産

体制を実現しています。さらに、ロボットをコンピュータ

によって制御することで、徹底したFMS化を実現して 

います。

設計・生産部門と販売部門は情報システムで結ばれて

おり、受注情報がタイムリーに送られ、直ちにスケジュー

ルに組み込まれるフレキシブルな一貫生産体制が確立

されています。このスケジュールは販売部門で確認され、

確かな納品情報としてお客様にフィードバックされます。

こうした万全な体制の中、実作業を想定した運転試験、

過酷な環境での耐久試験など、様々なテストを繰り返し

行い、製品の信頼性向上を常に追求しています。

HCM uses an efficient production system and rigor-
ous quality control system to stably supply products 
with superior safety and durability.

Development and design divisions are using 3D- 
CAD systems to share data, reduce development 
lead-times and automate and standardize parts 
design.

Production divisions are automating and streamlining 
production systems through the introduction of 
robotic systems for welding, machining, painting, 
assembly and conveyance operations. Robots are 
being controlled by computer to provide full-scale 
FMS implementation.

A flexible, integrated production system is being 
established in which the design and production divisions 
are linked to the sales division by an information 
system, enabling order information to be promptly 
communicated and incorporated in a schedule.  
The schedule is confirmed by the sales division  
and feed back to the customer as confirmed delivery 
information.

Within this comprehensive system, operational 
tests that simulate actual work operations, testing of 
durability under extreme conditions and other such 
tests are constantly being run as part of a ceaseless 
quest to improve product reliability.

製品の信頼性をすべてに優先させる、日立建機
HCM Gives First Priority to Product Reliability
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油圧ショベル組立ライン

Hydraulic excavator 
assembly line

北海道・浦幌試験場の稼働試験

Operating test being run at the 
Urahoro, Hokkaido, test facility

自動化された霞ヶ浦工場 
（左上）と常陸那珂工場の
FMSライン

Automated FMS line at 
the Kasumigaura Works 
(upper-left) and the 
Hitachinaka Works

オンラインプログラムの
データで稼働中の溶接
ロボット

A welding robot being 
operated using online 
program data

応用製品を製造する
カスタマイズライン

Customization line 
used to manufacture 
application products

常陸那珂臨港工場の
大型油圧ショベル組立
ライン

Large hydraulic 
excavator assembly 
line at the 
Hitachinaka-Rinko 
Works

3 次元データを活用した
デザインレビュー

Design review, utilizing 
3D data

写真説明
CAPTIONS



CORPORATE CITIZENSHIP

「人と環境に優しい技術」「より良い環境を生み出す 

技術」「調和と再生による社会貢献」をテーマに、快適な

生活環境づくりに貢献する総合建設機械メーカーをめざ

しています。

環境保全では、専門である土木・建築分野に加え、土、

木、石といった資源のリサイクルなどを組み合わせ、効

率が良いソリューションの提案を、Hi-OSS（ハイオス：

Hitachi On-site Screening & Solution）というブ

ランドで推進しています。

また、危険が伴う作業から人を守る機械として、無線で

建設機械を遠隔操作するシステムや、無人化での施工を

可能にする映像伝送システムなど、建設機械メーカーな

らではのICT（情報通信技術）を活用した装置やシステム

にも力を入れています。

HCM is focusing on being a full-range manufacturer 
of construction machinery that is contributing to the 
building of a comfortable life environment, through 
technology that is people- and environment-friendly 
and creates a better environment, and by contribut-
ing to society through harmony and recycling.

In environmental preservation, in addition to the 
areas of civil engineering and construction in which it 
specializes, the Company is promoting Hitachi On-site 
Screening & Solution (Hi-OSS) as a solution brand 
that combines the recycling of soil, wood and stone 
resources in ways that are highly efficient.

Making full use of its capabilities as a manufac-
turer of construction machinery, HCM is also continu-
ing to focus its energies on protecting personnel 
involved in dangerous work operations, such as by 
using wireless systems for remote-controlled operation 
of construction machinery, and video systems and 
the like that utilize ICT (Information Communication 
Technology) for remote monitoring of construction 
operations that make it possible to streamline and 
automate projects.

環境を守り、人を守る、日立建機
HCM, Protecting People and the Environment
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遠隔操作により危険な
災害現場でも作業できる
無線式リモコンショベル

This hydraulic excavator 
can be operated by 
wireless remote control, 
making it suitable for use 
in hazardous environments

ISO14001 登録証

ISO14001 certificate

SR-G2000
自走式土質改良機

SR-G2000 soil-recycling 
machine

油圧ショベルと自走式スクリーン
による土砂の選別システム

A soil screening system  
consisting of a hydraulic 
excavator and a mobile screen

ICT施工の講習会の様子

A scene at the ICT 
(Information Communication 
Technology) works course

作業効率を支援するICT施工 
システムを搭載した油圧ショベル

A hydraulic excavator 
equipped with an ICT 
construction system to 
support work efficiency

写真説明
CAPTIONS
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海外ネットワーク
Global Network

欧州 Europe
フィアット社との合弁契約を解消し、2003年1月より独自展開を開始してい

ます。イタリアの代理店に投資する一方、重要市場であるドイツ、フランスで 

の拡販を図るため、マーケティングの強化と代理店網の整備を進めています。

ポーランドなど中部地域においても代理店網の開拓・拡充を図っています。

HCM dissolved its joint-venture agreement with Fiat and from January 
2003 started building its own sales network. The Company has invested 
in dealerships in Italy, and is growing sales in the important markets of 
Germany and France by strengthening its marketing and building a net-
work of dealerships. HCM is also adding to and expanding its network of 
dealerships in Poland and other Central European regions.

日立建機（ヨーロッパ）N.V.
Hitachi Construction Machinery 
(Europe) N.V.

スカイ S.p.A.
SCAI S.p.A.

アフリカ Africa
金鉱山等の開発により、需要が増加している南アフリカでの拡販を進め

ています。

The Company is expanding sales in South Africa, where growing 
demand is being generated by the development of gold mines and 
other mining operations.

日立建機南部アフリカ Co., Ltd.
Hitachi Construction Machinery 
Southern Africa Co., Ltd.

中国 China
中国政府が経済の持続的安定成長をめざす中、質の経営に徹するとともに、

日立ブランドのさらなる強化を図り、業界地位および業績の向上に努めて

います。代理店の販売・サービス力強化、製品のフルライン化の推進など

にも取り組んでいます。

With the China government focusing on stable, sustainable economic 
growth, HCM is emphasizing management quality and a further 
strengthening of the Hitachi brand to improve its industry standing and 
performance. Items receiving particular attention on the Company’s 
agenda are the strengthening of dealers’ sales and service capabilities, 
and the provision of a full line of products.

日立建機（中国）有限公司
Hitachi Construction Machinery 
(China) Co., Ltd.

日立建機（上海）有限公司
Hitachi Construction Machinery 
(Shanghai) Co., Ltd.

中近東 The Middle East
オイルダラーの還流によるインフラ整備等の需要増を見込み、積極的に拡販

を図っています。

HCM projects growth from infrastructure and other projects funded by 
the inflow of oil dollars, and is aggressively growing sales.

日立建機中東 Corp. FZE
Hitachi Construction Machinery 
Middle East Corporation FZE

米州 The Americas
ディア社と当社のワンマネジメント、ツーブランド体制の効果により、油圧ショ

ベル、ミニショベル等の拡販に努めています。また資源開発による需要増が期待

できる南米地域へ超大型油圧ショベル、ダンプトラックの拡販を図っています。

The single-management, two-brand marketing system established with 
Deere & Company is helping to increase HCM’s sales of hydraulic 
excavators and mini-excavators. The Company is also focusing on 
expanding sales of ultra-large hydraulic excavators and dump trucks to 
Latin and South America, where resource development is expected to 
generate increased demand.

日立建機トラック Ltd.

Hitachi Construction Truck 
Manufacturing Ltd.

ディア日立コンストラクションマシナリー Corp.

Deere-Hitachi Construction Machinery 
Corporation

アジア Asia
シンガポールを中心に、域内経営基盤強化を図り、直営販売体制を生かした

新車販売のシェアアップ、部品・中古車・サービスを含めた拡販に努めて 

います。インドネシアにおいては、超大型油圧ショベルとダンプトラックの販売

強化、およびサービスサポートの充実を図っています。

With Singapore as the focus for moves to strengthen its business 
foundation in the region, HCM is boosting its market share of new 
equipment sales and expanding sales of parts, used equipment and 
services. In Indonesia, sales of ultra-large hydraulic excavators and 
dump trucks are being strengthened and service support systems 
reinforced.

日立建機アジア・パシフィック Pte. Ltd.
Hitachi Construction Machinery 
Asia and Pacific Pte. Ltd.

PT. ヘキシンドアディプルカサ Tbk
PT. Hexindo Adiperkasa Tbk

日立建機（マレーシア）Sdn. Bhd.
Hitachi Construction 
Machinery (Malaysia) Sdn. Bhd.

大洋州 Oceania
マイニング市場における超大型油圧ショベルとダンプトラックのコンビネー

ション販売で高シェアを築いています。フルメンテナンス契約サービス等を

より充実させ、確固たる市場地位を維持していきます。

In mining markets, the Company is building a high market share through 
combination sales of ultra-large hydraulic excavators and dump trucks, 
and is maintaining its solid market position by offering a broad range of 
full-maintenance contract services.

● 日立建機 本社 HCM Head Office
● 製造・販売会社 Manufacturing & Sales Companies
● 販売・サービス会社 Sales & Service Companies
● 駐在員事務所 Liaison Offices

日立建機（オーストラリア）Pty., Ltd.

Hitachi Construction Machinery 
(Australia) Pty., Ltd.

ロシア CIS Russia-CIS
住宅建設、インフラ整備、サハリンの資源開発など、現地総代理店との連携を図り、

新車販売・レンタル・サービスに注力しています。

Amid construction of housing, the building of infrastructures and the develop-
ment of resources in Sakhalin, HCM is entering into partnerships with local 
general dealers as it concentrates on sales of new equipment and rental 
services.

ケーブルプライス（NZ）Ltd.

CablePrice (NZ) Limited



豊かな大地、豊かな街を未来へ・・・
快適な生活空間づくりに貢献する日立建機

日立建機 企業理念

 1. 私達は、「機械」を進化させ、豊かな生活空間をつくる
「ひと」と「作業」の関係をより快適に、より高度に、
より効率的なものにします。

 2. 私達は、お客様に新しい価値をもたらす、独創的な 
技術・商品・サービスを継続的に開発し、提供します。

 3. 私達は、安定的に利益を維持し、環境との調和、社会
貢献、文化活動など広く社会との共生をはかり、“良識
ある企業市民”として行動します。

“To pass on a productive environment and 
prosperous cities to future generations.
” The corporate vision of Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd. is to contribute to the 
creation of congenial living spaces.

Our Vision & Principles
1. We are active in the evolution of “machinery” and 

the synergy between “human” and “business” that 
combines to create rich living spaces, making 
them more comfortable, highly developed and 
efficient.

2. We consistently develop and provide our 
customers with the technology, products and 
services that generate new value.

3. While maintaining profitable operations, we act 
as a “corporate citizen having good judgment” by 
staying in harmony with the environment, 
contributing to society and participating in 
cultural activities, striving for a symbiotic 
coexistence with society.

●

●

●
●

●

●

●

●
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国内ネットワーク
Domestic Network

 本社 Head Office

土浦工場
Tsuchiura Works

霞ヶ浦工場
Kasumigaura Works

 レンタル・販売・サービス Rental, Sales and Service

 工場 Works

（株）ＫＣＭ龍ケ崎工場
KCM Corporation Ryugasaki 
Works

日立建機カミーノ（株）
Hitachi Construction 
Machinery Camino Co., Ltd.

日立住友重機械建機クレーン（株）
Hitachi Sumitimo Heavy 
Indsutries Construction Crane 
Co., Ltd.

土浦工場、霞ヶ浦工場、常陸那珂工場、常陸那珂臨港工場のほ

か、日立建機グループの製造会社として、（株）日立建機ティエ

ラ、日立建機カミーノ（株）、日立住友重機械建機クレーン（株）、

（株）ＫＣＭなど、全国各地に製造拠点を展開しています。

In Japan, HCM has the Tsuchiura Works, the Kasumigaura 
Works, the Hitachinaka Works and the Hitachinaka-Rinko 
Works, and manufacturing subsidiaries of the HCM Group 
that include Hitachi Construction Machinery Tierra Co., Ltd., 
Hitachi Construction Machinery Camino Co., Ltd., Hitachi 
Sumitomo Heavy Industries Construction Crane Co., Ltd. and 
KCM Corporation.

RSS（レンタル・販売・サービス）機能を一体化した、日本全国 

を網羅する日立建機日本(株)の事業拠点が、お客様の｢借り 

たい｣｢買いたい｣｢直したい｣というご要望にワンストップで 

対応します。

Through Hitachi Construction Machinery Japan’s nationwide 
bases, the RSS system provides customers with an 
integrated response to their rental, purchase and service 
requirements.

日立建機（株） 本社
Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd.
Head Office

土浦工場
Tsuchiura Works

常陸那珂工場
Hitachinaka Works

（株）ＫＣＭ播州工場
KCM Corporation Banshu 
Works

(株)日立建機ティエラ
Hitachi Construction 
Machinery Tierra Co., Ltd.

常陸那珂臨港工場
Hitachinaka-Rinko Works

  日立建機日本(株) 本社
 Hitachi Construction Machinery Japan Co., Ltd.
 Head Office
  ●北海道支社
  　Hokkaido Regional Office
  ●東北支社
  　Tohoku Regional Office
  ●北関東・信越支社
  　Kita Kanto and Shin-etsu Regional Office
  関東支社
  　Kanto Regional Office
  ●中部支社
  　Chubu Regional Office
  ●関西支社
  　Kansai Regional Office
  ●中国・四国支社
  　Chugoku and Shikoku Regional Office
  ●九州支社
  　Kyushu Regional Office
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