
買替えを検討中の方は今がチャンス!
刈払機下取りキャンペーン実施中!!

お問合せは、富士岡山運搬機（0868-24-3211）富士パレット（0868-22-5001）までお願いします！

掲載価格は全て税別価格です。
掲載商品は別途送料かかります。

今なら、洗浄機を50万円以上ご購入の方に
BLUE CLEAN 117を1台プレゼント!!!

人気の替え刃

詳しくは担当へお問合せ下さい!

第37弾 省力化・効率化は楽しくしましょう！

洗浄機

～重労働な作業を省力化し、人員不足･業務環境を改善しましょう～

草刈
油圧ショベルを活用して省力化! 高性能草刈り機で省力化!

￥1,280,000
HKM-902PS-DX

マルチアングルリングで
法面や起伏のある場所も
きれいに草刈り!

￥880,000
KM20

1.7tクラスのミニショベル
から装着可能!
ディスクタイプの草刈り機

￥253,000
SP852F

斜面の上から長い
法面の草刈がらくらく

小型ながら800mmの刈幅

を実現!立ち乗りステップ

で搭乗も!

￥563,000
HRC804

※立ち乗りステップはオプションです

FS25C

￥31,000
24.1c㎥/4.7kg

FS24C

￥33,000
21.4c㎥/4.4kg

FS23C

￥29,000
21.4c㎥/4.2kg

FS26C

￥38,000
24.1c㎥/4.9kg

￥51,800
RM1027-2TD

25.4c㎥/4.8kg

￥39,800
SSR2602-2T

25.4c㎥/4.8kg

刈払機で困ったら富士へ!初心者～プロ向けと幅広く取り揃えております!

高出力･高トルクと
低振動･高バランスで
ハード作業に対応!

使いやすさと
パワーを兼ね備えた
ミドルクラスの刈払機!

グリップハンドル/ループ

ハンドル/両手ハンドル

￥1,280,000

高圧洗浄機
SER-1450-2

【仕様】
水量:13L/min
圧力:50MPa
定格出力:13.0kW
使用燃料:無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量:12.8L
寸法:840×780×925mm
質量:152kg

軽量コンパクトなガソリンエンジンで
50MPa（510kgf/㎠）を実現!

●国内製造で
部品供給も安心

●多彩な安全装置を
搭載

渇水停止装置をはじめ循環水
温度上昇停止装置を標準装備

用途に合った洗浄機をお使いですか?お客様に最適な洗浄機をご提案します!

自吸方式に対応し、
更にスチーム洗浄も可能！

￥490,000

高圧洗浄機
SAR-1315VN-1[60Hz]

【仕様】
水量:13L/min
圧力:15MPa
定格出力:4.0kW
使用燃料:軽油または白灯油
燃料タンク容量:25L
寸法:847×746×755mm
質量:140kg

高効率ヒートコイル式ボイラー

41,000kcalボイラー

によって温水洗浄だけ

でなく高温スチーム洗

浄も可能

￥930,000

高圧洗浄機
SEV-1230SSi

【仕様】
水量:12L/min
圧力:30MPa
定格出力:7.0kW
使用燃料:無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量:10L
寸法:887×744×723mm
質量:157kg

高性能エンジン、

オートストップ機能搭載!

30MPaの

超高圧＋防音仕様!

公共工事で断然有利!

新技術の活用の提案で工事成
績評定に加点されます。
総合評価方式の入札で加点さ
れる場合もあります。
（NETIS登録番号 CG-130007-VE）

￥150,000

高圧洗浄機
SEC-1310-2N1

プロも愛用する

人気機種!

スタンダード

タイプの決定版!
【仕様】
水量:13L/min
圧力:10.0MPa
定格出力:3.7kW
使用燃料:無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量:3.1L
寸法:694×460×703mm
質量:28.4kg

小型車両にも
余裕で積み込み可能!

当社で一番売れている
モデルを選びました!
その理由体感して
みませんか?

草刈を楽しくするアイテム集めました！

ハンドルの形状各種選べます 255×40P

カル刈ッタ

30枚

￥1,300
1枚

￥37,500

「刃の使い分け」
されていますか?

障害物の周り 硬いヤブの刈取

STIHLエンジン刈払機をご購入時に下取り
をさせていただいた場合、商品代金から
1,500円引きさせていただきます!
下取り対象:メーカー不問、故障機械でも下取り可能!

必要装備が揃った、自吸式対応型!
コンパクト設計で初心者にも
おすすめなエントリーモデル!

【仕様】
水量:5.5L/min 圧力:10MPa 定格出力:1kW
寸法:220×235×460mm 質量:5.7kg（付属品含む）

モーター式100V型高圧洗浄機

BLUE CLEAN 117
自吸式対応だから、
バケツ等で水を溜めれば
どこでも使用可能!
標準装備のノズルで
ご家庭でも大活躍!!



ご注文に関しては、お気軽に担当者または、富士岡山運搬機㈱・富士パレット㈱にお問い合わせ下さい！

掲載価格は全て税別価格です。
掲載商品は別途送料かかります。

フレコンバッグ オイルキャッチャー マドコン すべらんマット

水中ポンプインパクト

※フルハーネス型墜落制⽌⽤器具特別教育※

ローリータンク ガソリン発電機

当社お客様にオイルクイックを導入させて頂きました!

津山本社 Tel.0868-24-3211 Fax.0868-23-4115

岡山支店 Tel.086-277-5100 Fax.086-274-7012

新見支店 Tel.0867-76-9077 Fax.0867-76-9078

鳥取支店 Tel.0857-50-1985 Fax.0857-50-1995

富士岡山 検索

津山本社 Tel.0868-22-5001 Fax.0868-23-4115

富士パレット 検索

岡山店 Tel.086-728-0005 定休日：水曜日

中古工具買取センター パワースポット

津山店 Tel.0868-22-0777 定休日：水曜日

第37弾

富士岡山
運搬機

林業機械の
最新情報、
販売･買取の
最新情報を
配信します!

リサイクルストア
セオリーは

『あなたの不要』が
『誰かの必要』に
変わるお手伝いを

致します。

中古工具買取センター
パワースポット
小さなものから
大きなものまで
買取致します!

雑貨セレクトショップ
ジャスミンドイル

NEWアイテムやオススメの
アイテム、イベント情報、

お買い得情報など
様々な情報を配信します♪

フォークリフト
レンタルの事なら
当社におまかせ!

レンタルの最新情報を
配信します!

夏商品 夏物商品NEWモデル等、続々発表!近年猛暑により
空調服など欠品多数の為、早めのご準備をお勧めします!

定番商品

風量調節
左右自動

安全装置
水切れ検知

貯水量:60L 冷却範囲:30m～40m
本体寸法:850×510×1380mm
質量:36kg ON/OFFタイマー付 リモコン付

-4℃の

冷却効果！！
（吹出口で外気温より）

￥76,000

気化式冷風機
CF-290N人気

商品￥106,000

スポットエアコン
SS-25DH-1(100V)
SS-25DH-3(3相200V)

大人気の自動首振り
タイプ!真夏の作業を
安全･快適に!
売切れ前に是非!

【SS-25DH-1仕様】
電源:単相100V
消費電力:0.70kW/0.87kW
冷房能力:2.2kW/2.5kW
寸法:390×430×860mm
重量:40kg

【SS-25DH-3仕様】
電源:3相300V
消費電力:0.69kW/0.86kW
冷房能力:2.2kW/2.5kW
寸法:390×430×860mm
重量:40kg

￥8,000

空調ヘルメット

HMAC02

新発明の理想送風方式により
温度-6.9℃､湿度-32%を実現!
本体素材:ポリエステル100%
取付ベルト素材:塩化ビニール
寸法:横 最大約32cm 縦 約25cm
取付ベルト長さ:約77cm
重量:約103g(ファン含む)

ファンOFF

ファンON

シルバー

モスグリーン シルバー×チャコール

チャコールグレー ブルー ブルー×チャコール

機能性重視派へ､
最強の涼しさを実現!!

どんな姿勢でも首元から
風が抜けやすい!

スーパーチタン
コーティング

紫外線･赤外線を最大99%カット!

未加工のポリエステル100%布と

比較して、最大で約11℃、従来の

チタンスパッタ布と比較しても、

最大4℃温度上昇を抑えます。

￥25,000

Nクールウェア
NA-1111C サイズ:S～5L

￥750
ST01【仕様】 容量：1040L

サイズ:φ1100xH1100
最大荷重：1000kg

多くの業種
で使用して
ているスタ
ンダードタ
イプ

100枚入り

●1枚規格
40cm×45cm×(厚み)4mm
●重量 3.6kg/箱
●吸着能⼒ 1.32L/
1枚(132L/1箱) ￥9,800

HK-4045

￥9,400
C-50B

外寸(mm)長530×短366×高334
内寸(mm)長493×短335×高304
内容量50.2L

どこからでも中身が
見える!フレーム構造
で衝撃に強い!

マグネット式で
簡単着脱!

￥18,760～

すべらんマット

フォークに貼るだけ!
滑りやすかった
金属･樹脂パレットが
ピタッと止まる!

好評につき
大特価継続!

【仕様】
電池:リチウムイオン電池
3.0Ah(BSL1830)×2個
電圧:18V 最大トルク:172N･m
質量:1.6kg

￥34,000
WH18DB(2SC)

コンパクトで
取り回しやすい!

￥27,000
LB-480

【仕様】
電源:単相100V
吐出し口径:50mm
出力:0.48kW 全揚程:8m
吐出し量:0.12m3/min

質量9.5kgで軽量!A4サイズの
紙とほぼ同等サイズ!

【受講方法】
･中央労働災害防止協会認定の特別教育インストラクター資格者による出張講習各事業所にて
料⾦の変動あり、場所が⾃由に選べるメリットがあります！
･岡山県労働基準協会の開催に合わせて受講
(4.5h講習￥7,700  1.5h講習￥11,550  別途要テキスト代￥990)
津山圏域雇用労働センター7/9、岡山県労働基準協会新⾒⽀部7/14、 岡山⽀部5/27・7/20

受講希望の方はお気軽にお問合せ下さい！

旧規格から新規格適合品への買替に
補助⾦がでます!
(1本あたり上限￥12,500-)
補助⾦上限は同⼀申請者あたり
￥500,000までとなります。

①安全帯に関する知識
②作業に関する知識
③労働災害の防⽌に関する知識
④関係法令
⑤実技教育
合計受講時間

− 〇
1.5時間 6時間

− 〇
〇 〇
〇 〇

1.5時間
カリキュラム

6時間
カリキュラム

− 〇

2019年2月より高所作業でのフルハーネス着用の義務化により
特別教育の受講が必要って知ってました？？
高さが2m以上で作業床を設置することが難しく、フルハーネス型を作業する業務を
⾏う場合には、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)が必要になっています!!(法改
正前に6か月以上、フルハーネス安全帯を使用していた方は1.5時間の教育でOK!)

￥15,000～
SLTタンク

【容量】
SLT-100:100L SLT-200:200L
SLT-300:300L SLT-500:500L
SLT-1000:1000L

耐衝撃性･耐久性に優れた
液体運搬用タンク!

25Aバルブ付 ￥50,000
HPG2500-6【仕様】

周波数:60Hz
電圧:単相100V
定格出力:2.3kVA

安定電圧&
長時間稼動!

トップクラスの
発電能力で
作業効率抜群!

本体:⽇⽴ZX135US-3（0.45油圧ショベル）
アタッチメント:0.45用フェラバンチャザウルスロボ、0.45ブレーカー

今回の導⼊でアタッチメントの取替え作業が格段に速くなり、作業効率が数倍アップ
したとお客様より好評を頂きました!!まさに省⼒・省⼈化にピッタリな商品です!
「オイルクイック」とは?
オイルクイックは、運転席から油圧作業ツール（アタッチメント）の
交換ができる、油圧ショベル用のオートマチッククイックカプラ―シ
ステムです。オペレーターは、油圧ブレーカー･鉄筋カッター･コンク
リートカッター･選別用グラップル油圧式マグネット･木材グラップル･
ハーベスター･プロセッサ･バケットグラップル等の様々な作業ツール
を秒単位で交換できます!その為、作業内容に合ったアタッチメントを
いつでも選択してお使い頂けます!

0.2ミニショベルから取付が可能!また、新⾞取付は勿論、現在保有の機械にも取付可能!!

省力化・効率化は楽しくしましょう！
～早めの準備も省力化に繋がります！今年の夏もお早目の準備を！～

綿100%の優しい肌触り

キャメル ライトブルー モスグリーン シルバー

Nクールウェア
NA-2011C

￥22,000
サイズ:S～5L

5
個

50枚以上は送料無料


