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1980～ 1989 2010～ 2020

1950 機械式ショベル「U06」販売。国
土復興の原動力となる。

1957 当時最大となる大型機械式ショベ
ル「U23」を開発。

1958 量産機として世界で初めて流体
継手を装着した機械式ショベル
「U106」を発売。

1965 純国産技術による日本初の油圧
ショベル「UH03」を開発。

1991 ミニショベル「Landy KID EXシ
リーズ」を発売。ミニショベル事
業に本格参入。

1993 自走式クラッシャ「HR420」を発
売し、環境製品市場に参入。

1994 有線遠隔操作方式を採用した油
圧ショベルを開発。雲仙普賢岳の
水無川除石無人化施工で稼働。

1996 制御システムによりフロント操作を半
自動化した油圧ショベル「EX200-
5X EFCTレベルマスター」を発売。

1990 農業機械メーカーである株式会社
東洋社の経営権を取得。（現・株
式会社日立建機ティエラ）

1991 日立建機インドネシア設立。

1994 ユークリッド日立社（カナダ）設立。
（現・日立建機トラック）

1995 合肥日立社（中国）設立。（現・日
立建機（中国））

1995 建設・土木業界の人材育成を支援
する株式会社日立建機教習センタ
を設立。（現・株式会社 PEO 建
機教習センタ）

1996 顧客ニーズの多様化に応えるた
め、国内レンタル事業を開始。

1999 精密機器・超音波機器などの製造・
販売を担う日立建機ファインテッ
ク株式会社を設立。（2008 年に
日立建機に吸収合併）

1955 サービス体制の強化を図るため、
日立建設機械サービス株式会社を
設立。

1962 日立製の建設機械を取り扱う販売
会社を国内に 6 社設立。

1965 販売・サービスを一元化するため
（旧）日立建機が発足。

1969 日立製作所の建設機械製造部門
が日立建設機械製造株式会社と
して分社化。

1971 クレーン近代化のモデルとなる世
界初の全油圧式クローラクレーン
「KH150」を発売。

1973 独自技術である水平押出機構を搭
載した油圧ローディングショベル
「UH20」を発売。

1975 狭いシールド空間での作業に適し
たマイクロジョンシールド掘進機
を開発。

1979 作業性能と燃費性能を向上した
油圧ショベル「UH-5 型シリーズ」
を発売。

2000 世界初の衛星通信機能を搭載した
油圧ショベル「ZAXISシリーズ」
を発売。

2004 国産最大で世界最大級の超大型
油圧ショベル「EX8000」を開発。

2005 複雑な作業を可能とする双腕仕様
機「ASTACO」を開発。

2008 国産最大級の AC駆動式リジッド
ダンプトラック「EH3500AC-Ⅱ」
を発売。

2000 金融サービスを担う株式会社エル
シスを設立。（現・日立建機リーシ
ング株式会社）

2000 TELCON社（インド）に資本参加。
（現・タタ日立社）

2007 鉱山機械の機器・コンポーネント
の生産拠点として常陸那珂工場を
設置。

2007 霞ヶ浦総合研修所を開設。

2008 日本のレンタル事業を統合して日
立建機レック株式会社を発足。

2008 鉱山機械の生産拠点として常陸那
珂臨港工場を設置。

2009 鉱山運行管理システムを手掛ける
Wenco 社（カナダ）を連結子会
社化。

1970（旧）日立建機と日立建設機械製
造を合併し、日立建機株式会社
設立。製造・販売・サービスを一
貫して行う組織となる。

1972 オランダに日立建機ヨーロッパ社
を設立。日立建機で最初の海外
進出を果たす。

1974 開発・生産の合理化を図るため、
分散していた生産拠点を土浦工場
に集約。

1979 建設機械と部品の製造・修理を行
う山形日立建機株式会社を設立。
（現・日立建機カミーノ）

1983 スムーズな複合動作と低燃費に
優れた油圧ショベル「UH-7 型 シ
リーズ」を発売。

1986 電子制御を導入した油圧ショベル
「Landy  EXシリーズ」を発売。

1987 当時の世界最大級となる超大型油
圧ショベル「EX3500」を発売。

1988 ホイールローダ「LXシリーズ」を
発売。ホイールローダ市場に本格
参入。

2011 低燃費と実用性を実現するハイブ
リッド油圧ショベル「ZH200-A」
を発売。

2013  ICTを活用したサービスソリュー
ション「ConSite®」の提供を開始。

2016 情報化施工ソリューションの中核と
なる ICT油圧ショベル「ZX200X-
5B」を発売。

2017  ICT 施工ソリューションサービス
「Solution Linkage® Cloud」の
提供を開始。

2011 日立建機ユーラシア製造（ロシア）
設立。（現・日立建機ユーラシア）

2012 国内の建設機械の販売・サービス
事業を日立建機から分割、日立建
機レックと統合し、日立建機日本株
式会社を設立。

2014 つくば部品センタを開設し、部品
のグローバル供給体制を再編成。

2016 常陸那珂工場の隣接地に ICTデ
モサイトを開設。

2016 マイニング・建設機械に係るサー
ビス・ソリューション事業の提供、
および付随する部品の開発・加工・
販売を行うH-E Parts 社（アメリ
カ）を完全子会社化。

2017 鉱山向け部品の製造・ソリューショ
ンを提供するBradken社（オース
トラリア）を連結子会社化。

2019 英国でレンタル事業を行うSynergy 
Hire社を設立。

1981 茨城県かすみがうら市に技術者育
成を担う技術研修センタを開設。

1981 東証 2部上場。

1986 フィアット日立社（イタリア）を設
立。（2001年に合弁契約を解消）

1987 市場のグローバル化・多様化に対
応するべく海外現地生産を開始。

1987 機器、アタッチメントなどの輸出
入を担う日立建機トレーディング
株式会社を設立。（2016 年に日
立建機日本と統合）

1988 ディア日立社（アメリカ）を設立。

1989 グループの物流を総合的に担う日
立建機ロジテック株式会社を設立。

1989 油圧ショベル用の旋回・走行減速
機の生産を担う出島工場を設置。
（現・霞ヶ浦工場）

1989 東証 1部上場。

2000～ 20091990～ 19991970～ 19791950～ 1969

日立建機グループの歴史

建
設
機
械
の
進
化

日
立
建
機
の
成
長

日立建機は1950年、前身の日立製作所において機械式ショベルを市場へ本格的に投入して以来、卓越した技術力

を基盤に建設機械を進化させるとともに、機械の安定稼働を支える多種多様なサービスを提供し続けています。

日立建機について

最先端の情報技術で
新たなステージへ

2020

最新型の ICT 建機
「ZX200X-6」。
独自のマシンコントロール
技術によってオペレータを
サポートしながら高精度な
作業を実現。

Since 
1950

機械式ショベルの
量産・販売を開始

1949年に開発された日立の
機械式ショベル 1号機「U05」。
翌 1950年に後継機である「U06」を
量産化し販売。
万能掘削機と呼ばれ、戦後の荒廃した
国土復興を力強く牽引した。
（写真は U05）
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