
 

～ 第6回 ～ 
大！中古車フェア 

2月 & 3月 の2カ月間！ 
0B目玉商品あり！ 先売御免の早いもの勝ち！ 

1B◎新車 ◎新古車 ◎認定中古車 ◎特選中古車 
2B整備済・保証付 日立建機・ユニキャリア・TCM など 

3B 油圧ショベル 限定 4台 ◆ ミニ油圧ショベル 限定3台 
4Bフォークリフト 限定12台 ◆ ホイールローダー 限定1台 

5B一般中古車(保証無し) 35台 ◆ その他小物商品各種 58台 
6B◆保証内容◆(裏面の詳細をご参照ください） 

7B保証期間は納品時から下記の①または②のいずれか先に到達した時点までとします。 
8B◆認定中古車◆①お引渡日から3ヶ月②納入時のｱﾜｰﾒｰﾀｰから起算して300時間 
9B◆特選中古車◆①お引渡日から1ヶ月②納入時のｱﾜｰﾒｰﾀｰから起算して100時間 

 

  

           様 
●大切なお客様へ● 

お問合せ・ご来場を 

心よりお待ちしております。 

担当            

 

  

富士岡山運搬機 
株式会社 
━━━ 

◆津山本社◆ 

津山市津山口111-1 
TEL 0868-24-3211 

━━━ 
◆岡山支店◆ 

岡山市中区江崎84-1 
TEL 086-277-5100 

━━━ 
◆新見支店◆ 

新見市石蟹267-9 
TEL 0867-76-9077 

━━━ 
◆鳥取支店◆ 

鳥取市南栄町33-15 
TEL 0857-50-1985 

━━━ 
◆美作デポ店◆ 
美作市北原75-6 

TEL 0868-72-9291 



新車◆ミニ油圧ショベル

機種・号機 ZX35U-5A 日立 機種・号機 ZX30U-5B 日立

年式 / 時間 2016年3月 年式 / 時間 2017年7月

仕様
キャノピー、鉄シュー、ブレード、ク
レーン、レンタルパック(マルチレバー・
セキュリティーキー)

仕様
キャノピー、鉄シュー、ブレード、配
管、マルチ、クレーン

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥3,880,000 価格(税別) ¥3,950,000

置場：津山本社

Fuji Okayama Unpanki

掲載の写真は

新車のイメージ写真です。

仕様が異なります。

置場：鳥取支店
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新車◆ﾐﾆ油圧ｼｮﾍﾞﾙ/ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ

機種・号機 ZX40U-5B 日立 機種・号機 ZW50-5B 日立 

年式 / 時間 2017年7月 年式 / 時間 2016年12月

仕様
キャノピー、鉄シュー、ブレード、ク
レーン、配管、マルチレバー

仕様
ﾒｯｷ0.9BK、ｸｲｯｸｶﾌﾟﾗ（機械）、ﾒｯｷﾘﾑﾀ
ｲﾔ、3SP、ｷｬﾉﾋﾟｰ、ﾀﾞｽﾄｽｸﾘｰﾝ

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥4,880,000 価格(税別) ¥4,150,000

置場：津山本社

Fuji Okayama Unpanki

掲載の写真は

新車のイメージ写真です。

仕様が異なります。

置場：鳥取支店
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新車◆フォークリフト

機種・号機 FD25T5 ユニキャリア 機種・号機 FHD30T5 ユニキャリア

年式 / 時間 2017年3月 年式 / 時間 2016年9月

仕様
マスト4000mm/ヒンジ/LF1220mm/前
輪ダブルエアタイヤ/後輪ノーパンクタ
イヤ

仕様 マスト4000mm/LF1070mm

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥2,400,000 価格(税別) ¥2,600,000

Fuji Okayama Unpanki

掲載の写真は

新車のイメージ写真です。

仕様が異なります。

置場：津山本社 置場：岡山支店

岡山県・鳥取県東部限定販売 岡山県・鳥取県東部限定販売
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認定中古車◆油圧ｼｮﾍﾞﾙ/ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

機種・号機 ZX75USBL-3 #64047 日立 機種・号機 ZX135US-3 #93420 日立

年式 / 時間 2013年11月 / 3668時間 年式 / 時間 2013年10月 / 2542時間

仕様 マルチ、共用配管、フック 仕様 マルチ、共用配管、フック、パット

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車

価格(税別) ¥5,000,000 価格(税別) ¥7,500,000

機種・号機 ZH200A #10022 日立 機種・号機 FD15T13 #30453 ﾕﾆｷｬﾘｱ

年式 / 時間 2011年9月 / 2469時間 年式 / 時間 2014年8月 / 275時間

仕様 マルチ、ハイブリッド 仕様
ﾏｽﾄ3000mm/LF920mm/前後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸ
ﾀｲﾔ

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車

価格(税別) ¥9,000,000 価格(税別) ¥900,000

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

No.1-145 No.1-157

No.1-83 No.5-335

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

置場：美作営業所

岡山県・鳥取県東部限定販売

置場：新見支店

置場：津山本社 置場：津山本社

済

岡山県・鳥取県東部限定販売

岡山県・鳥取県東部限定販売

◆保証内容◆保証期間は納入時から下記の①または②のいずれかに先に到達した時点までとします。
◆認定中古車◆①お引渡しから3カ月②納入時のアワーメーターから起算して300時間
◆特選中古車◆①お引渡しから1カ月②納入時のアワーメーターから起算して100時間
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認定中古車◆フォークリフト

機種・号機 FB15-8 #32012 ﾕﾆｷｬﾘｱ 機種・号機 FD20T4 #30691 ﾕﾆｷｬﾘｱ

年式 / 時間 2015年5月 /  550 時間 年式 / 時間 2014年3月 /  683 時間

仕様
ﾏｽﾄ3000mm/LF920mm/後輪ﾉｰﾊﾟﾝ
ｸﾀｲﾔ/補水君/ｸﾞｯﾄﾞﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

仕様
ﾏｽﾄ3000mm/LF1070mm/前後輪ﾉｰ
ﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

整備 / 保証 整備予定（塗装なし）/ 認定中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車

価格(税別) ¥1,000,000 価格(税別) ¥1,000,000

機種・号機 FRB20-8 #30068 ﾕﾆｷｬﾘｱ 機種・号機 FD25T4 #30585 ﾕﾆｷｬﾘｱ

年式 / 時間 2013年9月 /  477 時間 年式 / 時間 2014年2月 / 3860時間

仕様 ﾏｽﾄ3500mm/LF1220mm 仕様
ﾏｽﾄ3000mm/LF1520mm/前後輪ﾉｰ
ﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車

価格(税別) ¥800,000 価格(税別) ¥1,000,000

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

No.5-346 No.5-229

No.5-330 No.5-331

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

置場：鳥取支店

置場：鳥取支店

置場：岡山支店

置場：岡山支店

岡山県・鳥取県東部限定販売

◆保証内容◆保証期間は納入時から下記の①または②のいずれかに先に到達した時点までとします。
◆認定中古車◆①お引渡しから3カ月②納入時のアワーメーターから起算して300時間
◆特選中古車◆①お引渡しから1カ月②納入時のアワーメーターから起算して100時間
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認定中古車◆フォークリフト

機種・号機 FD25T4 #30625 TCM 機種・号機 FB25-8 #20904 TCM

年式 / 時間 2014年2月 / 1304時間 年式 / 時間 2013年4月 / 3035時間

仕様
ﾏｽﾄ3000mm/LF1070mm/前後輪ﾉｰ
ﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

仕様
ﾏｽﾄ3000mm/3連バルブ
/LF1070mm/前後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車

価格(税別) ¥1,000,000 価格(税別) ¥700,000

機種・号機 FD40T2 #01285 TCM 機種・号機 FBT15PN-80-250 #00201 ﾆﾁﾕ

年式 / 時間 2013年2月 / 1201時間 年式 / 時間 2012年 / 917時間

仕様
ﾏｽﾄ4000mm/回転ﾌｫｰｸ
/LF1520mm/回転灯

仕様 ﾏｽﾄ2500mm/三輪

整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） / 認定中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 認定中古車

価格(税別) ¥1,800,000 価格(税別) ¥500,000

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

No.5-232 No.5-329

No.5-195 No.5-614

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

置場：津山本社

置場：岡山支店

置場：岡山支店

置場：新見支店

◆保証内容◆保証期間は納入時から下記の①または②のいずれかに先に到達した時点までとします。
◆認定中古車◆①お引渡しから3カ月②納入時のアワーメーターから起算して300時間
◆特選中古車◆①お引渡しから1カ月②納入時のアワーメーターから起算して100時間
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特選中古車◆油圧ｼｮﾍﾞﾙ/ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

機種・号機 ZX120-3 #84852 日立 機種・号機 FD25T3 #09509 TCM

年式 / 時間 2011年11月 / 4900時間 年式 / 時間 2010年10月/ 2512時間

仕様 マルチ、クレーン 仕様
ﾏｽﾄ3000mm/LF1070mm/前後輪ﾉｰ
ﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 特選中古車 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定）/ 特選中古車

価格(税別) ¥5,300,000 価格(税別) ¥900,000

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

No.1-285 No.5-615

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

置場：津山本社 置場：岡山支店

◆保証内容◆保証期間は納入時から下記の①または②のいずれかに先に到達した時点までとします。
◆認定中古車◆①お引渡しから3カ月②納入時のアワーメーターから起算して300時間
◆特選中古車◆①お引渡しから1カ月②納入時のアワーメーターから起算して100時間
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林業◆林業機械・林業ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

機種・号機 305CR #BMW01435 CAT 機種・号機 SK75SR-3EF #YT08-31762 ｺﾍﾞﾙｺ 機種・号機 ZX70-3 #80233 日立

年式 / 時間 2004年 / 2670時間 年式 / 時間 2015年 / 1121時間 年式 / 時間 2008年 / 3796時間

仕様
ザウルス＋南星ウインチ付き、キャビン、マル
チ、鉄シュー、標準バケット有り。別途KETO
ハーベスタ　FOREST有り

仕様
イワフジ木材グラップル GS65LJ付、地引
ウインチマウントあり、5本配管、マルチ、
ゴムパッド

仕様
イワフジスイングヤーダ TW232付、ウイン
チのリモコンなし、ブレード、配管

整備 整備済（塗装なし） 整備 / 保証 整備予定（塗装なし） 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定)

価格(税別) ¥5,000,000 価格(税別) ¥7,000,000 価格(税別) ¥4,800,000

機種・号機 ZX75USBL-3 #60973 日立 機種・号機 ZX135US #73502 日立 機種・号機 ZX135US #77085 日立

年式 / 時間 2010年 / 7375時間 年式 / 時間 2007年 / 8683時間 年式 / 時間 2008年 / 10088時間

仕様
ウルトラザウルス MSE25GZX、2tウインチ
PWB02付 仕様

選木機、ストレートブーム、木材グラップ
ルGV125S付、フラットシュー 仕様

選木機、ストレートブーム、木材グラップ
ル付、フラットシュー

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定) 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定) 整備 / 保証 整備予定（塗装なし）

価格(税別) ¥4,500,000 価格(税別) ¥4,300,000 価格(税別) ¥4,300,000

機種・号機 MST300VDL #3746 諸岡 機種・号機 MST600VDL #60527 諸岡 機種・号機 GPi40T #177 イワフジ

年式 / 時間 2007年 / 868時間 年式 / 時間 2012年 / 3087時間 年式 / 時間

仕様 林業仕様、フォワーダー 仕様 林業仕様、フォワーダー、積載3300kg 仕様 ハーベスタ　1.2t

整備 / 保証 整備予定（塗装なし） 整備 / 保証
整備予定（塗装なし）※整備内容につい
ては、ご検討時にお問合せください 整備 / 保証 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥2,600,000 価格(税別) ¥3,000,000 価格(税別) ¥350,000

No.1-139

No.15-12 No.15-50

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

No.1-318 No.1-322

No.16-16

No.1-367No.2-225 & No.16-10 (セット販売) No.1-368

置場：津山本社置場：津山本社置場：新見支店

置場：美作営業所

置場：津山本社 置場：津山本社置場：新見支店

済

置場：津山本社 置場：津山本社
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中古各種◆油圧ショベル・ミニショベル

◆掲載写真は 機種・号機 SK007-2 #PT03042 コベルコ 機種・号機 SV08 #2303B ヤンマー

　　「整備前」　の状態です。 年式 / 時間 1992年2月 / 1915時間 年式 / 時間 2002年9月 / 3736時間

◆掲載価格は　 仕様 ゴムシュー、可変脚、延長ブレードなし 仕様 ゴムシュー、ブレード

　　「整備欄の表記のとおり」 整備 整備予定（塗装なし） 整備 整備予定（塗装なし）

　　の価格です。 価格(税別) ¥550,000 価格(税別) ¥700,000

機種・号機 EX8-2B #4489 日立 機種・号機 AX18-2 #873B020113 エアマン 機種・号機 VIO20-3 #33309B ヤンマー

年式 / 時間 2002年7月 / 3083時間 年式 / 時間 1870時間 年式 / 時間 2006年10月 / 3099時間

仕様 ゴムシュー、配管、ブレード 仕様 キャノピー、ゴムシュー、マルチ、ブレード 仕様
キャノピー、ゴムパッド、ブレード、鉄
シュー

整備 整備済（全塗装済） 整備 整備予定（全塗装済） 整備 整備予定（塗装なし）

価格(税別) ¥650,000 価格(税別) ¥1,300,000 価格(税別) ¥1,350,000

機種・号機 ZX30U-2 #10907 日立 機種・号機 ZX35U-5A #50183 日立 機種・号機 ZX75US-A #44558 日立

年式 / 時間 2005年5月 / 4631時間 年式 / 時間 2013年3月 / 1963時間 年式 / 時間 2006年9月 / 4005時間

仕様
キャノピー、ブレード、ゴムパッド、鉄
シュー 仕様 キャノピー、鉄シュー、ブレード 仕様

ブレード、ゴムパッド、マルチ、クレーン、
鉄シュー

整備 整備予定（塗装なし） 整備 整備予定（塗装なし） 整備 整備予定（塗装なし）

価格(税別) ¥1,250,000 価格(税別) ¥2,250,000 価格(税別) ¥3,500,000

機種・号機 ZX75US-3 #64181 日立 機種・号機 ZX135US #72974 日立 機種・号機 ZX200-3 #203305 日立

年式 / 時間 2013年9月 / 4273時間 年式 / 時間 2006年12月 / 2779時間 年式 / 時間 2007年3月 / 7963時間

仕様 鉄シュー、ブレード、配管、マルチ 仕様 ブレード、ゴムパッド、クレーン 仕様 配管、クレーン

整備 整備予定（塗装なし） 整備 整備予定（補修塗装予定) 整備 整備予定（塗装なし）

価格(税別) ¥4,800,000 価格(税別) ¥4,800,000 価格(税別) ¥6,800,000

No.1-194No.1-365 No.1-324

No.2-135 No.2-291

No.2-286

No.2-285

No.1-334

No.2-254 No.2-279

No.2-269

置場：津山本社置場：津山本社

済

置場：津山本社 置場：岡山支店 置場：津山本社

置場：津山本社 3月以降の納品になります 置場：津山本社 置場：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社 置場：津山本社

◆掲載写真は「整備前」の状態です。　◆掲載価格は「整備欄の表記のとおり」の価格です。 10



中古各種◆ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ・除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ・ｸﾛｰﾗｰﾀﾞﾝﾌﾟ・木材ﾁｯﾊﾟｰ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・ｽｷｯﾄﾞｽﾃｱﾛｰﾀﾞｰ

機種・号機 WA40-3 #13316 コマツ 機種・号機 FL303 #F24-2072 古河 機種・号機 L19 #S26-00348 TCM

年式 / 時間 1995年3月 / 1932時間 年式 / 時間 1996年 / 787時間 年式 / 時間 1999年11月 / 3353時間

仕様 キャビン、ヒーター、0.5m3バケット 仕様 キャビン、ヒーター 仕様 除雪ﾄﾞｰｻﾞｰSAP仕様、車検付、緩和規制クリ
ア、サイドアングリングプラウ付、バケットなし

整備 整備済（全塗装済） 整備 整備済（塗装なし） 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥2,200,000 価格(税別) ¥2,250,000 価格(税別) ¥5,000,000

機種・号機 C20R #1046 ヤンマー 機種・号機 FPC370S #1047　古河 機種・号機 FB15-7 #10105 TCM

年式 / 時間 2003年 / 831時間 年式 / 時間 2000年4月 / 351時間 年式 / 時間 2012年3月 / 5161時間

仕様 標準仕様 仕様 木材チッパー 仕様 ﾏｽﾄ3000mm/LF920mm/ﾌｫｰｸｼﾌﾄ/前後輪ﾉｰ
ﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ/ﾌｫｰｸ水平/前進ﾁｬｲﾑ/荷重計

整備 整備予定（補修塗装予定) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定)

価格(税別) ¥770,000 価格(税別) ¥1,500,000 価格(税別) ¥700,000

機種・号機 FHD25T3A #30211 TCM 機種・号機 FHD25T3A #30212 TCM 機種・号機 6FD25 #31650 TCM

年式 / 時間 2013年11月 / 2365時間 年式 / 時間 2013年11月/ 2938時間 年式 / 時間 6179時間

仕様
ﾏｽﾄ4000mm/LF1220mm/ﾋﾝｼﾞ/前後輪ﾀﾞ
ﾌﾞﾙｴｱ/後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ/ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾏﾌﾗｰ 仕様

ﾏｽﾄ4000mm/LF1220mm/ﾋﾝｼﾞ/前輪ﾀﾞﾌﾟﾙ
ｴｱ/後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸ/ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾏﾌﾗｰ 仕様

ﾏｽﾄ3700mm/LF1070mm/ﾋﾝｼﾞ/ﾜｲﾄﾞﾌｨﾝｶ
ﾊﾞｰ

整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） 整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定)

価格(税別) ¥1,000,000 価格(税別) ¥1,000,000 価格(税別) ¥700,000

機種・号機 FD40T2 #00961 TCM 機種・号機 SSL703 #00738 TCM 機種・号機 SSL706 #00489 TCM

年式 / 時間 2012年2月/ 3626時間 年式 / 時間 2007年7月 / 1948時間 年式 / 時間 2006年6月 / 1575時間

仕様
ﾏｽﾄ4500mm/LF1670mm/ﾋﾝｼﾞ/前輪ﾀﾞﾌﾟﾙ
ﾀｲﾔ/後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ 仕様 スキッドステアローダー 仕様 スキッドステアローダー

整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定) 整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定)

価格(税別) ¥1,800,000 価格(税別) ¥800,000 価格(税別) ¥1,200,000

No.17-2

No.4-34

No.5-359

No.5-613 No.5-612

No.17-3

No.15-45 No.20-5

No.4-37 No.4-67

No.5-603

No.5-565

置場：津山本社 置場：津山本社

置場：岡山支店

置場：岡山支店

置場：岡山支店

置場：津山本社

済
置場：津山本社

置場：津山本社置場：津山本社

済

済

4月以降の納品になります 置場：津山本社 4月以降の納品になります 置場：津山本社 3月以降の納品になります 置場：津山本社

済

◆掲載写真は「整備前」の状態です。　◆掲載価格は「整備欄の表記のとおり」の価格です。 11



中古各種◆スイーパー・ダンプ

機種・号機 AM9D #1886131 蔵王 機種・号機 2tダンプ　U-WGTAD #120261 マツダ 機種・号機 2tダンプ　FA-FE71DBD #512829 三菱

年式 / 時間 2010年6月 / 740時間 年式 / 走行 H2年10月 / 117633km 年式 / 走行 H17年9月 / 115000km

仕様 搭乗式スイーパー 仕様 2tダンプ、車検なし、ナンバープレート付 仕様 2tダンプ、車検なし、ナンバープレート付

整備 / 保証 整備予定（補修塗装予定) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥1,800,000 価格(税別) ¥650,000 価格(税別) ¥1,200,000

No.10-21 No.10-10 No.10-16

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。
◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

置場：岡山支店 置場：津山本社 置場：津山本社

Fuji Okayama Unpanki

◆掲載写真は「整備前」の状態です。　◆掲載価格は「整備欄の表記のとおり」の価格です。 12



その他◆中古商品◇小物商品◇各種

◆掲載写真は 品名 ブレーカー 品名 ブレーカー

　　「整備前」　の状態です。 機種・号機 HB 古河 (SK30SR-5にて使用) 機種・号機 TNB-2E #4672 東空

◆掲載価格は　 仕様
3tミニ用、ピン径40mm、アーム幅
140mm

仕様 2tミニ用、ピン径35mm、アーム幅145mm、(ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄに変形あり、ﾊﾞｹｯﾄﾘﾝｸ側は142mm)

　　「整備欄の表記のとおり」 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

　　の価格です。 価格(税別) ¥170,000 価格(税別) ¥150,000

品名 ロックドリル 品名 ハンド油圧ブレーカー（ユニット付) 品名 発電機

機種・号機 機種・号機 U-050 丸善工業製 機種・号機 SDG-45S #70112

仕様 ミニ用 仕様 仕様 2007年2月製、5398時間

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)　動作未確認 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥250,000 価格(税別) ¥50,000 価格(税別) ¥700,000

品名 ディーゼル小型発電機 品名 コアカッター 品名 エンジンカッター

機種・号機 DA-3000SS #6154 機種・号機 ESD-8 #1112949 エクセン 機種・号機 MCH-300LB #1611 三笠

仕様 1999年7月製、2351時間 仕様 コアピットなし、2002年4月製 仕様 2006年10月製

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥80,000 価格(税別) ¥100,000 価格(税別) ¥70,000

品名 高周波インバーター 品名 高周波バイブレーター 品名
エンジン高周波インバータ&高周波バ
イブレーター

機種・号機 HC111 #1090435 エクセン 機種・号機 HBM50ZX6M #1102552 機種・号機 HAG130MF #5107805 エクセン

仕様 2002年4月製 仕様 2002年4月製 仕様 高周波フレキバイブレーターHBM60Z

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥50,000 価格(税別) ¥50,000 価格(税別) ¥20,000

No.6-9 No.100-170 No.100-186

No.100-166 No.100-168 No.100-288

No.2-192-② No.11-23

No.100-313 No.100-120 No.6-16

置場：津山本社 置場：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社 置場：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社 置場：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社 置場：津山本社

◆掲載写真は「整備前」の状態です。　◆掲載価格は「整備欄の表記のとおり」の価格です。 13



その他◆中古商品◇小物商品◇各種

品名 高周波インバータ&バイブレーター 品名 軽便フレキ 品名 法面バイブレーター

機種・号機 VCW-1A 三笠 機種・号機 D28FP1.0M エクセン 機種・号機 エクセン

仕様 仕様 2002年4月製 仕様

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥70,000 価格(税別) ¥20,000 価格(税別) ¥20,000

品名 法面バイブレーター 品名 エンジン式油圧ユニット 品名 チップフィーダー

機種・号機 三笠 機種・号機 機種・号機

仕様 仕様 仕様

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)　動作未確認 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥20,000 価格(税別) ¥25,000 価格(税別) ¥150,000

品名 前後進プレート 品名 ソーラーサインボード(全2台あり) 品名 LED電工案内盤(全2台あり)

機種・号機 BPR40/45D-101680612030 機種・号機 SOR-500 #1029 / #1030 機種・号機 ASB31TVE #10413 / #

仕様
バッテリー不良、スターティングロープ
戻り不良

仕様 2006年10月製、2台あり 仕様 2002年製、2台あり

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし)

価格(税別) ¥60,000 価格(税別) \150,000(1台) 価格(税別) \180,000(1台)

品名 ソーラー信号機(全12台あり) 品名 シャークバケット ◆掲載写真は

機種・号機 250mm 機種・号機 　　「整備前」　の状態です。

仕様
2007年製、12台あり、ｷｬｽﾀｰ、ﾊﾞｯﾃﾘｰ
不良、別売ﾊﾞｯﾃﾘｰ30A19L \5,000

仕様
0.25m3用、第1ﾋﾟﾝ60mm、ﾊﾞｹｯﾄｼﾘﾝ
ﾀﾞｰ65mm ◆掲載価格は　

整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 整備 現状販売 (整備なし・塗装なし) 　　「整備欄の表記のとおり」

価格(税別) \25,000(1台) 価格(税別) ¥150,000 　　の価格です。

No.100-136 No.100-190 & No.100-191 No.100-181 & No.100-140

No.100-194/196/201-204/207-210/212/213 No.100-302

No.100-329 No.100-172 No.100-324

No.100-327 No.100-323 No.100-116

置場：津山本社 置場：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社 置：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社

置場：津山本社

置場：津山本社

置場：津山本社

置場：津山本社

置場：津山本社

14



その他◆中古商品◇小物商品◇各種

No. 品名 機種 号機 仕様 整備 置き場 価格

No.100-326 チェーンブロック 象印　１ｔ 現状販売 津山本社 ¥10,000

No.100-287 水中ポンプ KRS-A6 ツルミ
6インチ、サクションカバー外
れ

現状販売 津山本社 ¥25,000

No.100-273 水中ポンプ KRS2-A6 OE6012103 6インチ 現状販売 津山本社 ¥35,000

No.100-310 生コンバケット 現状販売 津山本社 ¥40,000

No.E-24 生コンバケット 0.5m3 現状販売 津山本社 ¥40,000

No.100-309 生コンミキサー エンジン不動 現状販売 津山本社 ¥30,000

No.100-5 芝刈機ロータリーモア
RM-530(東興産業
製)

1995年3月製 現状販売 津山本社 ¥13,000

No.E-12 側溝バケット
EX55UR用、幅400㎜
45φ、ﾎﾞｽ幅170㎜

現状販売 津山本社 ¥60,000

No.100-320 側溝バケット 0.2m3、B-6用 現状販売 津山本社 ¥35,000

No.100-319 側溝バケット 0.25m3、日立旧型用 現状販売 津山本社 ¥60,000

No.maru-3 側溝バケット EX75UR-3用 現状販売 津山本社 ¥30,000

No.E-9 側溝バケット
EX75UR-3用、幅350㎜
45φ、ﾎﾞｽ幅180㎜

現状販売 津山本社 ¥80,000

No.E-19 バケット
EX60-3用、幅655㎜、45φ
ﾎﾞｽ幅195㎜

現状販売 津山本社 ¥60,000

No.14-4 側溝バケット
日立0.25m3用
幅550mm、ｱｰﾑ幅180mm、
ﾋﾟﾝ径45Φ

現状販売 津山本社 ¥40,000

No.100-296 側溝バケット
コマツPC60用
ﾊﾞｹﾂ幅440㎜、ﾋﾟﾝ径50㎜、
取付幅210mm、

現状販売 津山本社 ¥30,000

No.100-298 側溝バケット
PC60用
ﾊﾞｹﾂ幅450㎜、ﾋﾟﾝ径55㎜

現状販売 津山本社 ¥30,000

No.100-303 側溝バケット
PC60用
ﾊﾞｹﾂ幅430㎜、ﾋﾟﾝ径55㎜、
取付幅295mm

現状販売 津山本社 ¥30,000

No.14-5 法面バケット EX120-5用 現状販売 津山本社 ¥60,000

No.100-304 法面バケット
PC120用
ﾊﾞｹﾂ幅1775㎜×660mm、
ﾋﾟﾝ径60㎜、取付幅261mm

現状販売 津山本社 ¥45,000

No.その他45 標準バケット EX200-1用 現状販売 津山本社 ¥180,000

No.maru-12 幅広バケット 0.7m3 現状販売 津山本社 ¥150,000

No.maru-21 バケット 日立　0.7m3 現状販売 津山本社 ¥130,000

No.100-297 法面バケット
PC200用
ﾊﾞｹﾂ幅1700㎜×710mm、
ﾋﾟﾝ径80㎜、取付幅325mm

現状販売 津山本社 ¥45,000

Fuji Okayama Unpanki

済
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■保証内容(認定中古車）

下記の通り保証いたします。

１．保証期間について  

　　 保証期間は製品の納品時から下記の①または②の、いずれか先に到達した時点までとします。

     ①お引渡し日から3ヶ月

     ②納品時のアワーメーター時間から起算して300時間

２．保証内容について　

　　 保証期間内に、万一、整備上の不具合が発生した場合は、当社にて該当部品の交換を行います。

　　 但し、不具合に伴う休車補償や二次的に発生した費用については補償に含まれません。

　　 また、この保証は車輌の品質・状態等について保証するものではありません。

3．保証対象外事項

　　 上記に定めた保証期間内でも、次の事項に該当する場合は、本保証を適用いたしません。

 　　①規定した使用の限度を超えてまたは本来の用途以外でご使用になり故障した場合。 *掲載しているものはフォークリフトの

　　 ②当社または当社が指定したサービス工場以外で修理された場合、及びその修理が原因で故障した場合。 　認定中古車の一例です。

　　 ③経時変化によりメッキ面・塗装面などに自然脱色、発錆が生じた場合。 *油圧ショベル・ミニショベル・WLなどの

　　 ④法令で定められている規則等に違反して使用していた場合。 　認定中古車にも該当します。

　　 ⑤当社基準内の音、振動、オイルのにじみなど機能に直接影響しない現象が生じた場合。 *車両保証書の保証内容(エンジン・

　　 ⑥損傷部品を紛失された場合。 　ラジエター等のリスト項目）については、

　　 ⑦天災・過失・事故・故意・第三者による加害などによる損傷及びそれが原因と認められる故障の場合。 　機種ごとに異なります。

　　 ⑧使用上の消耗部品（油脂エレメント類・電球・ワイパーブレードなど）及び交換費用。

　　保証箇所は裏面に記載してあります。

■保証内容（特選中古車）

下記の通り保証いたします。

１．保証期間について  

　　 保証期間は製品の納品時から下記の①または②の、いずれか先に到達した時点までとします。

     ①お引渡し日から1ヶ月

     ②納品時のアワーメーター時間から起算して100時間

２．保証内容について　

　　 保証期間内に、万一、整備上の不具合が発生した場合は、当社にて該当部品の交換を行います。

　　 但し、不具合に伴う休車補償や二次的に発生した費用については補償に含まれません。

　　 また、この保証は車輌の品質・状態等について保証するものではありません。

3．保証対象外事項

　　 上記に定めた保障期間内でも、次の事項に該当する場合は、本保証を適用いたしません。

 　　①規定した使用の限度を超えてまたは本来の用途以外でご使用になり故障した場合。 *掲載しているものは油圧ショベルの

　　 ②当社または当社が指定したサービス工場以外で修理された場合、及びその修理が原因で故障した場合。 　特選中古車の一例です。

　　 ③経時変化によりメッキ面・塗装面などに自然.脱色、発錆が生じた場合 *フォークリフト・ミニショベル・WLなどの

 　　④法令に基づく規則及び定期点検を実施していないもの。 　特選中古車にも該当します。

　　 ⑤当社基準内の音、振動、オイルのにじみなど機能に直接影響しない現象が生じた場合。 *車両保証書の保証内容(エンジン・

 　　⑥損傷部品を紛失された場合。 　ラジエター等のリスト項目）については、

 　　⑦天災・過失・事故・故意・第三者による加害などによる損傷及びそれが原因と認められる故障の場合。 　機種ごとに異なります。

　　 ⑧使用上の消耗部品（油脂エレメント類・電球・ワイパーブレードなど）及び交換費用。

　　保証箇所は裏面に記載してあります。

　　　　例◆保証書裏面の保証内容（フォークリフト）

　　　　例◆保証書裏面の保証内容（油圧ショベル）

　認　定　中　古　車　保　証　内　容　に　つ　い　て

この度、ご購入いただきました、認定中古車を岡山県内で使用される場合、

「サービス内容」

特　選　中　古　車　保　証　内　容　に　つ　い　て

この度、ご購入いただきました、特選中古車を岡山県内で使用される場合、

「サービス内容」

富士岡山運搬機株式会社
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