
 

〜 第7回 〜
大！中古⾞フェア

8月 & 9月 の2カ月間！ 
目玉商品あり！ 先売御免の早いもの勝ち！ 

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

 油圧ショベル 限定 2台 ◆ ミニ油圧ショベル 限定3台 
フォークリフト 限定16台 ◆ ホイールローダー 限定5台 

フォワーダー 限定1台 
⼀般中古⾞(保証無し) 32台 ◆ その他小物商品各種 47台 

◆保証内容◆(裏⾯の詳細をご参照ください） 
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。
◆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 
◆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 



2 新車◆油圧ショベル

新車 No.1-380

機種・号機 ZX135US-5B 日立

年式 / 時間 2018年4月

仕様 スイングヤーダパッケージ

整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥13,500,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：鳥取支店

岡山県内・鳥取地区限定販売



3 新車◆ホイールローダー

新車(2台) No.4-72/73 新車(3台) No.4-74/75/76

機種・号機 ZW40-5B 日立 機種・号機 ZW50-5B 日立

年式 / 時間 2018年2月 年式 / 時間 2018年2月(2台)/3月(1台)

仕様
メッキ0.8BK(カプラ）、QC(手動式)、キャノ
ピー、メッキ夏タイヤ、3スプール、ダスト
スクリーン、(畜産パック仕様)

仕様

メッキ0.9BK(カプラ）、キャノピー、3ス
プール、ダストスクリーン、メッキリムタイ
ヤ、クイックカプラ(機械式)、(畜産パック
仕様)

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥3,800,000 価格(税別) ¥4,150,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：鳥取支店 置場：鳥取支店

岡山県内・鳥取地区限定販売 岡山県内・鳥取地区限定販売



4 新車◆フォワーダー

整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥11,900,000

新車 No.15-58

機種・号機 U5D イワフジ

年式 / 時間 2018年

仕様 キャノピー、ヒーターSET、デフロスタ無し

Fuji Okayama Unpanki

置場：津山本社



5 新車◆フォークリフト

整備 / 保証 新古車 / バッテリー交換、各部点検

価格(税別) ¥2,600,000

新車 No.5-569

機種・号機 FHD30T5 #00463 ユニキャリア

年式 / 時間 2016年9月

仕様 マスト4000mm、フォーク1070mm

Fuji Okayama Unpanki

岡山県内・鳥取地区限定販売

置場：岡山支店



6 中古車◆ミニショベル

整備 / 保証
年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲﾙ)、ｴﾚﾒ
ﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴｱｰ)、補修塗装

価格(税別) ¥3,000,000

年式 / 時間 2012年9月 / 1907時間

仕様
キャノピー、鉄シュー(ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞなし)、ブ
レード、配管、マルチレバー

認定中古車　No.2-81

機種・号機 ZX50U-5A #50028 日立

整備 / 保証
年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲﾙ)、ｴﾚﾒ
ﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴｱｰ)、補修塗装

整備 / 保証
年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲﾙ)、ｴﾚﾒ
ﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴｱｰ)、補修塗装

価格(税別) ¥2,450,000 価格(税別) ¥2,350,000

年式 / 時間 2014年7月 / 1089時間 年式 / 時間 2014年5月 / 1360時間

仕様
キャノピー、鉄シュー(ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞなし)、ブ
レード、配管、マルチレバー

仕様
キャノピー、鉄シュー(ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞなし)、ブ
レード、配管、マルチレバー

認定中古車　No.2-155 認定中古車　No.2-150

機種・号機 ZX30U-5A #32719 日立 機種・号機 ZX30U-5A #32439 日立

置場：鳥取支店 置場：美作デポ店

置場：津山本社

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



7 中古車◆ミニショベル

No.2-302 No.2-279 No.2-306

機種・号機 301.5 #RAA00640  CAT 機種・号機 AX18-2 #873B020113 エアマン 機種・号機 ZX20U #10689 日立

キャノピー、ゴムシュー、ブレード、配
管、マルチレバー

年式/時間 2003年 / 763時間 年式/時間  / 1820時間 年式/時間 2012年9月 /1274時間

仕様
キャノピー、ゴムシュー、可変脚、延長
ブレード無し

仕様
キャノピー、ゴムシュー、ブレード、ブ
レードのエッジ摩耗

仕様

価格(税別) ¥2,000,000

整備/保証
年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴｱｰ)

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

鉄シュー、ゴムパット、キャノピー、ブ
レード、配管、マルチレバー、クイック
ヒッチ

価格(税別) ¥1,000,000 価格(税別) ¥950,000

No.2-303

機種・号機 VIO55-6 #61012 ヤンマー

年式/時間 2015年3月 / 300時間

仕様
キャノピー、ゴムパッド、ブレード、共用
配管、マルチレバー

整備/保証 現状販売

価格(税別) ¥3,900,000

No.2-305

機種・号機 EX50U #279 日立

年式/時間 1999年4月 / 1606時間

仕様

No.2-311

機種・号機 Vio45-6 #60919 ヤンマー

年式/時間 2014年2月 / 2556時間

仕様

整備/保証 現状販売

価格(税別) ¥4,200,000

鉄シュー、キャノピー、ブレード

整備/保証 現状販売

価格(税別) ¥1,500,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：津山本社 置場：岡山支店

置場：津山本社 置場：津山本社置場：津山本社

置場：津山本社

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



8 中古車◆油圧ショベル

¥4,200,000価格(税別)価格(税別) ¥4,300,000¥3,300,000

2005年10月 / 5708時間

¥4,500,000価格(税別)

年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴ
ｱｰ)

整備/保証

No.1-345

ZX135US #69790 日立

仕様

機種・号機

2006年9月 / 4005時間 年式/時間 2006年3月 / 6439時間 年式/時間

特選中古車　No.1-112

機種・号機 ZX200-3 #220531 日立

年式 / 時間 2013年2月 / 2991時間

年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴ
ｱｰ)、中古バケットに交換

整備/保証

仕様 配管、マルチレバー

整備 / 保証
年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲﾙ)、ｴﾚ
ﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴｱｰ)、補修塗装

価格(税別) ¥8,000,000

機種・号機 ZX75US-A #44558 日立 機種・号機 ZX120-E #70939 日立

年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴ
ｱｰ)

No.1-268

仕様 クレーン

価格(税別)

No.1-286

機種・号機 ZX75US-3 #61101 日立

年式/時間 2010年9月 / 4256時間

仕様
鉄シュー(ゴムパッドなし)、ブレード、
マルチ、クレーン

マルチ、配管

年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴ
ｱｰ)

整備/保証

仕様
ゴムパッド、ブレード、マルチ、クレー
ン

年式/時間

No.1-334

整備/保証

置場：津山本社

Fuji Okayama Unpanki

置場：津山本社

置場：美作デポ店

置場：美作デポ店 置場：新見支店

済

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



9 中古車◆林業機械・林業ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

価格(税別) ¥1,600,000 価格(税別) ¥700,000 ¥350,000価格(税別)

¥1,500,000

機種・号機 MST700 #703166 諸岡 機種・号機 KETO51 #938 KETO 機種・号機 KETO51 #992  KETO 

ﾊｰﾍﾞｽﾀ、0.25(日立・ｺﾏﾂ用)、ﾋﾟﾝ
50mm、幅204mm、電装品あり

年式/時間 1995年1月 / 8971時間

価格(税別) ¥1,400,000 価格(税別) ¥1,500,000 価格(税別)

年式/時間

現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証

現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証現状販売整備/保証

No.1-26-② No.19-38 No.19-90

機種・号機 MSE-45GZX #11879 松本 機種・号機 BHS10GMR-6 #8052973 南星 機種・号機

No.1-139 No.1-320 No.15-12

機種・号機 ZX135US #77085 日立 機種・号機 ZX135USBL-3HP #89231 日立 機種・号機 MST300VDL #3746 諸岡 

フォワーダー、積載2500kg

年式/時間 2008年6月 / 10089時間 年式/時間 2012年8月 / 5475時間 年式/時間 2007年10月 / 973時間

仕様
選木機、ストレートブーム、フラット
シュー、木材グラップル付

仕様
ブレード、前面ガード、KETOハーベス
ター付(KETO-150#131/2012yr)

仕様

現状販売整備/保証
年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴｱｰ)

整備/保証

No.15-57 No.1-85-② No.16-22

年次点検、ｵｲﾙ交換(ｴﾝｼﾞﾝ/走行ｵｲ
ﾙ)、ｴﾚﾒﾝﾄ交換(ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ/燃料/ｴ
ｱｰ)、ﾌﾞｰﾑｼﾘﾝﾀﾞｰ1本OH、

整備/保証

価格(税別)価格(税別)価格(税別) ¥4,300,000 ¥12,800,000 ¥2,400,000

2008年 年式/時間 2010年

仕様
フォワーダー、ヒアブ木材グラップル付
(250#5474)

仕様
ﾊｰﾍﾞｽﾀ、0.25(日立・ｺﾏﾂ用)、ﾋﾟﾝ
50mm、幅200mm、電装品あり、ｺﾍﾞﾙｺ
はｼﾑ18mmが必要

仕様

仕様
ｻﾞｳﾙｽ、0.45(日立用)、ﾋﾟﾝ65mm、幅
254mm、ｶﾗｰ式、本体のみ

仕様
木材ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ、0.25(日立・ｺﾏﾂ用)、ﾋﾟﾝ
50mm、幅200mm、本体のみ、ｺﾍﾞﾙｺは
ｼﾑ18mmが必要

仕様

年式/時間 2012年1月 年式/時間 2005年2月 年式/時間

現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証

GS65LBV #198 イワフジ

木材ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ、0.25(日立・ｺﾏﾂ用)、ﾋﾟﾝ
50mm、幅203mm、本体のみ

1995年

置場：津山本社

置場：新見支店

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

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



10 中古車◆林業機械・林業ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

写真なし

¥350,000価格(税別) ¥380,000 価格(税別) ¥450,000 価格(税別)

現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証

現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証

価格(税別) ¥600,000 価格(税別) ¥450,000 価格(税別) ¥700,000

No.16-21 No.19-92

No.19-91 No.19-4 No.19-94

機種・号機 GS65LJV #6164 イワフジ 機種・号機 GS-90LB3(V) #ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ35 イワフジ 機種・号機 BHS10KMR-11 #3094088 南星

木材ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ、0.45(CAT用)、片ﾄﾝｸﾞ(選
木用)

年式/時間 年式/時間 年式/時間 2009年3月

仕様
木材ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ、0.25(日立EX60-3まで)、
ﾋﾟﾝ45mm、幅180mm、本体のみ

仕様
木材ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ、0.45(ｺﾏﾂ用)、ﾋﾟﾝ60mm、
幅260mm、本体のみ

仕様

No.2-92-②

機種・号機 MSE-20SDU #11440 松本 機種・号機 MSE-23SDL #10719 松本 機種・号機 PWB-01 #1201930 南星

2012年10月

仕様
地引ｳｲﾝﾁ、ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ3-5.5t用、ｻﾌﾞﾄﾞﾗ
ﾑ付、ｽｲﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞｼｰﾌﾟなし、電装品(ﾗｼﾞ
ｺﾝ式)一部あり

仕様
地引ｳｲﾝﾁ、ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ6-9t用、ｻﾌﾞﾄﾞﾗﾑ
付、ｽｲﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞｼｰﾌﾟ有り、電装品(ｽｲｯ
ﾁ式)一部あり

仕様

年式/時間 年式/時間 年式/時間

現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証現状販売 (取付費は別途必要)整備/保証

地引ｳｲﾝﾁ、本体のみ

Fuji Okayama Unpanki

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

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



11 中古車◆フォークリフト

動画有り

整備 / 保証 各部点検、油脂類交換、補修塗装 整備 / 保証 各部点検、補修塗装

価格(税別) ¥900,000 価格(税別) ¥500,000

年式 / 時間 2014年11月 / 412時間 年式 / 時間 2012年12月 / 918時間

仕様 仕様 ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ﾏｽﾄ2500mm、三輪
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ920mm、前輪
ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

認定中古車　No.5-342 認定中古車　No.5-614

機種・号機 FD15T13 #30564 ユニキャリア 機種・号機 FBT15PN-80-250 #00201 ニチユ

整備 / 保証 各部点検、ﾊﾞｯﾃﾘｰ液補充 整備 / 保証
各部点検、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｼｽﾄﾓｰﾀｰOH、ｷｬﾝﾊﾟ
ｽ・ｼｰﾄ交換、ﾊﾞｯﾃﾘｰ液補充

価格(税別) ¥800,000 価格(税別) ¥900,000

年式 / 時間 2015年2月 / 225時間 年式 / 時間 2015年5月 / 550時間

仕様
ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ1070mm、前輪
ﾎﾜｲﾄﾀｲﾔ

仕様
ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ920mm、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

認定中古車　No.5-275 認定中古車　No.5-346

機種・号機 FB15-8 #31769 ユニキャリア 機種・号機 FB15-8 #32012 ユニキャリア

置場：津山本社

置場：岡山支店

岡山県内・鳥取地区限定販売

置場：鳥取支店

置場：津山本社

岡山県内・鳥取地区限定販売

岡山県内・鳥取地区限定販売

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



12 中古車◆フォークリフト

認定中古車　No.5-340 認定中古車　No.5-278

機種・号機 FD20T14 #30458 ユニキャリア 機種・号機 FD25T4 #31731 ユニキャリア

年式 / 時間 2014年11月 / 409時間 年式 / 時間 2015年1月 / 2214時間

仕様
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ920mm、前輪
ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

仕様 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ4000mm、ｻｲﾄﾞｼﾌﾄ

整備 / 保証 各部点検、補修塗装 整備 / 保証
各部点検、油脂類交換、ﾘｱｰﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ交
換、補修塗装

価格(税別) ¥1,200,000 価格(税別) ¥1,200,000

認定中古車　No.5-344 特選中古車　No.5-630

機種・号機 FD30T4 #30562 ユニキャリア 機種・号機 FHGE15T4 #30004 TCM

年式 / 時間 2014年12月 / 920時間 年式 / 時間 2013年5月 / 2081時間

仕様
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ1070mm、前輪
ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

仕様 ｶﾞｿﾘﾝ、前後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

整備 / 保証 各部点検、補修塗装 整備 / 保証 各部点検、補修塗装

価格(税別) ¥1,500,000 価格(税別) ¥700,000

置場：津山本社

置場：新見支店 置場：岡山支店

置場：津山本社

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



13 中古車◆フォークリフト

整備 / 保証
各部点検、油脂類交換、交換(右ﾗｲﾄ/左ﾅｯｸﾙﾋﾟﾝ
&ﾌﾞｯｼｭ/ｷｬﾝﾊﾟｽ/ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ)、全塗装 整備 / 保証

各部点検、油脂類交換、交換(ｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ/左ｽﾃｯﾌﾟｶ
ﾊﾞｰ/ﾎｰﾝｶﾊﾞｰ/ﾒｰﾀｰ左部ｶﾊﾞｰ/ﾊﾞｯｸﾐﾗｰ/Fｳｲﾝｶｰﾗﾝﾌﾟ
左右)、全塗装

価格(税別) ¥1,200,000 価格(税別) ¥1,200,000

年式 / 時間 2014年5月 / 2689時間 年式 / 時間 2014年5月 / 3574時間

仕様 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ4500mm、ﾋﾝｼﾞ、前輪ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ 仕様 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ4500mm、ﾋﾝｼﾞ、前輪ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ

特選中古車　No.5-637 特選中古車　No.5-638

機種・号機 FHD25T3A #30512 TCM 機種・号機 FHD25T3A #30513 TCM

整備 / 保証 各部点検、補修塗装 整備 / 保証
各部点検、ﾘｱｰﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ交換、ﾊﾞｯﾃﾘｰ液
補充

価格(税別) ¥700,000 価格(税別) ¥850,000

年式 / 時間 2013年5月 / 1287時間 年式 / 時間 2013年4月 / 3035時間

仕様 ｶﾞｿﾘﾝ、前後輪ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ 仕様
ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ1070mm、前輪
ﾎﾜｲﾄﾀｲﾔ、3本ﾚﾊﾞｰ

特選中古車　No.5-632 特選中古車　No.5-329

機種・号機 FHGE15T4 #30005 TCM 機種・号機 FB25-8 #20904 TCM

置場：岡山支店

置場：津山本社置場：津山本社

置場：津山本社

岡山県内・鳥取地区限定販売

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



14 中古車◆フォークリフト

特選中古車　No.5-337 特選中古車　No.5-565

機種・号機 FD35T3S #30255 ユニキャリア 機種・号機 FD40T2 #00961 TCM

年式 / 時間 2014年8月 / 1083時間 年式 / 時間 2012年2月 / 4338時間

仕様
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ3000mm、ﾌｫｰｸ1070mm、前輪
ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

仕様
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ4500mm、ﾌｫｰｸ1620mm、ﾋﾝ
ｼﾞ、前輪ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ

整備 / 保証 各部点検、板金、全塗装

価格(税別) ¥1,800,000 価格(税別) ¥2,300,000

特選中古車　No.5-636

機種・号機 FD40T2 #30032 TCM

整備 / 保証 各部点検、油脂類交換、補修塗装

整備 / 保証 各部点検、板金、全塗装

価格(税別) ¥2,300,000

年式 / 時間 2013年6月 / 6110時間

仕様
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ、ﾏｽﾄ4500mm、ﾌｫｰｸ1620mm、ﾋﾝ
ｼﾞ、前輪ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾔ

Fuji Okayama Unpanki

置場：津山本社

置場：津山本社

置場：岡山支店

フォークは付きます

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



15 中古車◆その他機械・車両

¥1,700,000

2011年7月

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

年式/時間 1999年11月 / 3511時間 年式/時間 2005年9月 年式/時間

No.4-67 No.10-16 No.10-18

機種・号機

¥1,100,000価格(税別)

機種・号機 KC-MK211BHD #10528 日産

現状販売整備/保証

仕様
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 岡山100わ2100、車検
H29/7/31、走行距離146,820Km

年式/時間 1997年3月

仕様

現状販売整備/保証現状販売

No.10-7

価格(税別) ¥2,200,000

整備/保証現状販売整備/保証

価格(税別)

3tﾀﾞﾝﾌﾟ Lｹﾞｰﾄ 岡山400わ3340、車検
H29/9/14、走行距離25,510Km

仕様
SAP仕様、車検付（緩和規制ｸﾘｱ)、走
行距離18,929Km、車検H31/10/21迄

¥4,800,000 価格(税別) ¥1,200,000

仕様
2tﾀﾞﾝﾌﾟ 岡山401り5678、車検
H28/12/21、走行距離114,449Km

L19（S26) #S26-00348 TCM 機種・号機 FA-FE71DBD #512829 三菱 機種・号機 BKG-NKR85AN #7018953 いすゞ

現状販売整備/保証
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ・ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ・燃料ｴﾚﾒ
ﾝﾄ・ｴｱｰｴﾚﾒﾝﾄ交換

整備/保証

ｷｬﾋﾞﾝ、ﾋｰﾀｰ

現状販売整備/保証

1996年1月 / 834時間

仕様 ― 仕様 ― 仕様

年式/時間 2002年4月 / 1463時間 年式/時間 2003年3月 / 831時間 年式/時間

No.15-20 No.15-45 No.4-37

機種・号機 C6RY #51291 ヤンマー 機種・号機 C20R #1046 ヤンマー 機種・号機 FL303 #F24-2072 古河

置場：津山本社 置場：岡山支店

Fuji Okayama Unpanki

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

済

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



16 その他◆中古商品・小物商品・各種

機種・号機 機種・号機 DA-3000SS #61545×10 (22mm)、5×10 (25mm)、吊穴や
溶接痕、変形などあり。枚数にも限り
があるためご確認ください。

No.各種 No.6-9

品名 敷き鉄板 品名 発電機

価格(税別) 22mm \45,000/枚、25mm \50,000/枚 価格(税別) ¥70,000

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

仕様 仕様 1999年7月製、ﾏﾌﾗｰより白煙あり

No.6-16 No.12-1 No.100-368

品名 発電機 品名 フォーク　 品名 フォーク

仕様 2007年2月製、稼働5398時間 仕様 仕様 ﾋﾟﾝ80mm、幅328mm、固着有り

機種・号機 SDG-45S #70112 機種・号機 機種・号機 GV-70 #G70001416K ﾀｸﾞﾁ工業日立0.25用、ﾋﾟﾝ径50mm・取付幅199ｍ
ｍ、ﾌｫｰｸ先端曲がり、ﾘﾝｸとﾋﾟﾝのあた
りあり

価格(税別) ¥700,000 価格(税別) ¥130,000 価格(税別) ¥300,000

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

No.100-369 No.100-370 No.100-371

品名 クイックヒッチ　0.45用 品名 クイックヒッチ　0.45用 品名 クイックヒッチ　ミニ用

価格(税別) ¥140,000 価格(税別) ¥140,000 価格(税別) ¥230,000

整備/保証 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

ｱｰﾑ側(ﾋﾟﾝ径65mm/取付幅約
250mm/253mm)ﾊﾞｹｯﾄ側(取付幅約
246mm/247mm)開閉ﾈｼﾞ曲がりあり、
支点側ﾌﾞｯｼｭ磨耗◆現状販売

ｱｰﾑ側(ﾋﾟﾝ径65mm/取付幅約
248mm/250mm)ﾊﾞｹｯﾄ側(取付幅約
248mm/247mm)

ﾋﾟﾝ径45mm、幅186mm、CAT0.25用、
日立0.2は45mmの172mm仕様 仕様 仕様

機種・号機 機種・号機 機種・号機

機種・号機 TNB-2E　#4672　東空 機種・号機 不明 機種・号機 不明

No.11-23 No.100-116 No.100-128

品名 ブレーカー 品名 チップフィーダー 品名 ハウス（3坪*1棟）

価格(税別) ¥130,000 価格(税別) ¥130,000 価格(税別) ¥50,000

整備/保証 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

ﾋﾟﾝ径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)◆
現状販売

仕様 仕様 仕様 ﾄﾞｱｶﾞﾗｽ無し、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ不良、屋根変形

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

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



17 その他◆中古商品・小物商品・各種

機種・号機 HBM50ZX6M #1102552 機種・号機 VCW-1A　マキタ 機種・号機 ESD-8 #1112949

No.100-168 No.100-329 No.100-170

品名 バイブレーター 品名 インバーター・バイブレーターセット 品名 コアドリル

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

仕様 2002年4月製 仕様 仕様 2002年4月製、ｺｱﾋﾞｯﾄ無し

No.100-332 No.100-186 No.100-5

価格(税別) ¥40,000 価格(税別) ¥70,000 価格(税別) ¥80,000

機種・号機 M2223 #4040035　シブヤ 機種・号機 MCH-300LB #1611 三笠 機種・号機 RM-530 #R-011　東興産業

品名 コアドリル 品名 エンジンカッター 品名 芝刈機

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

仕様 ｺｱﾋﾞｯﾄ付き 仕様 2006年10月製 仕様 1995年3月製、ｴﾝｼﾞﾝ不動

No.100-326 No.100-309 No.E-12

品名 1t チェーンブロック 品名 生コンミキサー 品名

価格(税別) ¥30,000 価格(税別) ¥70,000 価格(税別) ¥10,000

仕様 1t 仕様 ｴﾝｼﾞﾝ不動 仕様

側溝バケット　0.2用

機種・号機 不明 機種・号機 不明 機種・号機 ﾋﾟﾝ45mm、幅170mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
400mm、(EX58Mu/ZX55UR/ZX50U)

価格(税別) ¥10,000 価格(税別) ¥25,000 価格(税別) ¥60,000

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

No.E-9 No.100-319 No.100-298

品名 側溝バケット　0.25用 品名 側溝バケット　0.25用 品名 側溝バケット　0.45用

仕様 仕様 仕様

機種・号機 機種・号機 機種・号機ﾋﾟﾝ45mm、幅180mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
350mm、(EX60-3まで)

ﾋﾟﾝ45mm、幅180mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
355mm、程度良い、(EX60-3まで)

ﾋﾟﾝ55mm、幅295mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
420mm、底に穴あり、(HD400-
HD450V2)

価格(税別) ¥80,000 価格(税別) ¥60,000 価格(税別) ¥30,000

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

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 置場：津山本社

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



18 その他◆中古商品・小物商品・各種

No.100-303 No.100-271 No.14-5

品名 側溝バケット　0.45用 品名 側溝バケット　0.45用 品名 法面バケット　0.45用

仕様 仕様 仕様

ﾋﾟﾝ55mm、幅295mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
430mm、(HD400-HD450V2)

ﾋﾟﾝ55mm、幅292mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅435mm
ﾋﾟﾝ65mm、幅254mm、(日立、ｺﾍﾞﾙｺ、
KATO)

機種・号機 機種・号機 機種・号機

価格(税別) ¥30,000 価格(税別) ¥30,000 価格(税別) ¥60,000

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

品名 法面バケット　0.45用 品名 バケット　0.7用 品名 標準バケット　0.7用

No.100-304 No.その他81 No.その他45

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

仕様 仕様 仕様

ﾋﾟﾝ60mm、幅263mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
1630mm、(ｺﾏﾂ用)

ﾋﾟﾝ80mm、幅305mm、(日立用) ﾋﾟﾝ80mm、幅307mm、(日立用)
機種・号機 機種・号機 機種・号機

No.100-297 No.maru-12 No.100-140/181 (2台)

品名 法面バケット　0.7用 品名 幅広バケット　0.7用 品名

価格(税別) ¥45,000 価格(税別) ¥130,000 価格(税別) ¥180,000

仕様 仕様 仕様 2002年3月製 / 2002年11月製

LED表示装置　（2台あり）

機種・号機 機種・号機 機種・号機 ASB31TV#  / ASB31TVE#10413ﾋﾟﾝ80mm、幅323mm、ﾊﾞｹｯﾄ幅
1640mm、(ｺﾏﾂ用)(日立・CAT・KATOに
はｼﾑが必要)

ﾋﾟﾝ80mm、幅385mm

価格(税別) ¥45,000 価格(税別) ¥150,000 価格(税別) \150,000 / 台

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

機種・号機 SOR-500  #1029/#1030 機種・号機

No.100-190/191 (2台) No.100-194 (12台)

品名 ソーラーサインボード　(2台あり) 品名 ソーラー信号機　(12台あり）

価格(税別) \130,000 / 台 価格(税別) \15,000 / 台

整備/保証 現状販売 整備/保証 現状販売

仕様 2006年10月製 仕様 2007年11月製 Fuji Okayama Unpanki

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

◆認定中古車◆と◆特選中古車◆の保証内容については冊子裏面をご参照ください。
◆時間(アワーメーター)◆は表示より増加している場合がありますのでご確認ください。

◆写真◆は整備前の状態
◆価格◆は整備後の価格



■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


