
清掃機器

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！

エンジンブロワー エンジンチェンソー

掲載価格は全て税込価格です。

クラス最速の締付
スピード!軽量ボディ!
バッテリー2個付

61,600円(税込)

コードレス
インパクトレンチ

WR36DC(2XP)
通常￥66,600が

【仕様】
締付能力
普通ボルト:M10～M20
高力ボルト:M10～M16
電池:リチウムイオン電池2.5Ah
(BSL36A18)×2個
電圧:36V 質量1.9kg

最大トルク
約300N-m

充電式

必要なものは全て富士で揃います！47第

弾

253,000円(税込)

業務用コードレス
冷水高圧洗浄機

HD 4/11C Bp

【仕様】
吐出水量:400L/h
吐出圧力:11MPa
最高給水温度:60℃
寸法:380×370×930mm
質量:26.4㎏

【標準付属品】
高圧ホース10m、トリガーガン、
3ジェットノズル、スプレーランス、
サイクロンジェットノズル

95,700円(税込)

乾湿両用クリーナー

NT 30/1 Tact

【仕様】
電源:単相100V
吸引風量:74L/s
ダストコンテナ容量:31L
ダストコンテナ吸水量:17L
寸法:560×370×580mm
質量:13.5㎏

【標準付属品】

サクションホース、ベンディングパイプ

サクションパイプ×2、フロアノズル、

コーナーノズル、エコフィルター、

合成繊維フィルターバッグ

132,000円(税込)

コードレス
乾湿両用クリーナー

NT 22/1 Ap Bp

【仕様】
吸引風量:57L/s
ダストコンテナ容量:10L
ダストコンテナ吸水量:10L
寸法:401×372×499mm
質量:8.8㎏

【標準付属品】
サクションホース1.9m、フロアノズル、
サクションパイプ、ベンディングパイプ、
コーナーノズル、エコフィルター、
合成繊維フィルターバッグ

935,000円(税込)

温水高圧洗浄機

HDS 10/19 M

【仕様】
電源:三相200V 吐出水量:470-1000L/h
燃料タンク:25L ボイラー加熱温度:30-155℃
寸法:1330×750×1060mm 質量:178㎏

【標準付属品】
高圧ホース10m、トリガーガン、
サーボプレスユニット、
AVSスプレーランス、
ノズルチップ固定ホルダー、
ノズルチップ25度
(パワーノズル)
ワンタッチカップリング
(本体側)

清掃は得意分野です！デモも可能です！ご相談を！

業界最速の締付スピード!
軽量で軽快な取り回し!
バッテリー2個付き

51,590円(税込)

コードレス
インパクトドライバ

WH36DC(2XP)

【仕様】
締付能力
小ねじ:4～8mm 普通ボルト:M5～M16
高力ボルト:M5～M14 テクスねじ:Ø3.5～Ø6mm
コーススレッド:22～125mm
電池:リチウムイオン電池2.5Ah(BSL36A18)×2個
電圧:36V 質量1.6kg

充電式 最大トルク
約200N-m

通常￥56,590が

エンジンブロワに
匹敵する大風量!
バッテリー2個付

68,200円(税込)

コードレスブロワ

RB36DA(2XP)
通常￥73,200が

【仕様】
モーター:ブラシレスモーター
風速:0～45m/s
電池:リチウムイオン電池2.5Ah
（BSL36A18）×2個
寸法:940×267×242mm
質量:3.5㎏

充電式

AC100V製品と同等のハツリ性能!
バッテリー2個付

112,200円(税込)

コードレス
ハンマドリル

DH36DSA(2WP)
通常￥117,200が 【仕様】

穴あけ能力:ドリルビット40mm
コアビット105mm

電池:リチウムイオン電池2.5Ah
（BSL36A18）×2個
寸法:494×259×104mm
質量:7.7㎏

充電式

クラス最強の切断、
研削性能!
バッテリー付

43,450円(税込)

コードレス
ディスクグラインダ

G3610DA(XP)
通常￥48,450が

【仕様】
砥石寸法:外径100mm
モーター:ブラシレスモーター
電池:リチウムイオン電池2.5Ah
(BSL36A18)×1個
電圧:36V 質量2.6kg

充電式

84,150円(税込)

エンジンブロワー

BR600

パワフルな
背負式ブロワー!

64.8c㎥/10.2kg

48,400円(税込)

エンジンブロワー

BG86C-E 27.2c㎥/4.4kg

強力風量のプロ用モデル!

低燃費、排出ガスの
2ｰMIXエンジン搭載!

28,600円(税込)

エンジンブロワー

BG56

27.2c㎥/4.1kg

エンジンチェンソー

E2038SR-400T
92,400円(税込)

ハイパワーECOエンジン搭載!
40ccプロ向け
チェンソー

38.4c㎥/4.5kg エンジンチェンソー

E2050DS-500TBP
132,000円(税込)

軽量でパワフル!
50ccプロ向け
チェンソー

50.2c㎥/4.8kg

エンジンチェンソー

E3034S-AC/300H
52,800円(税込)

オートチョーク
で簡単始動!

34.4c㎥/3.8kg

期間限定
10/1～10/31までに発注して頂いた方

買い替え支援企画！通常価格より…

5,000円値引きキャンペーン！

「あ。こんなものないかな？」と思ったら、お気軽にご相談を。



中古工具買取センター
パワースポット

中古機械入荷情報

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！

掲載価格は全て税込価格です。

冬への備え

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

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!

豊富な導入事例を元に困りごとを解決します！
～中古に関する落ち合わせも富士にお任せを～

341,000円(税込)

凍結防止剤散布機

ゼストZR-110

今まで入れなく困っていた細い道の
塩まきを解決してくれます!

【仕様】散布材の種類:塩化カルシウム・塩化ナトリウム(粒状・粉状)塩化マグネシウム

散布幅:1.0～1.6m(ホース取付調整) ホッパー容量:110L(25kg袋で約4.5袋)

本体寸法:1300x740x720mm荷台後方はみ出し寸法:235mm 重量:80㎏

石灰散布仕様も!
鳥インフル・豚コレラの
感染対策に有効活用!!

↑動画はこちら

29,150円(税込)

遠赤外線ヒーター

SHE-10A-1

使い勝手の良い100Vタイプ!

縦横に向けての使用が可能。
横向きは座って作業する方を
広範囲に暖めます。

【仕様】
電源:単相100V 消費電力:1000W
使用可能温度範囲:-10～23℃
電源コード長さ:2m
寸法:330×360×900mm 質量:7㎏

【仕様】

熱風吹出量(50/60Hz):38/44㎥/min

使用燃料:灯油 電源コード長さ:4.5m

寸法:712×605×1002mm 質量:55㎏

適用面積(温暖地)

木造:44坪 コンクリート:61坪

適用面積(寒冷地)

木造:38坪 コンクリート:52坪
258,500円(税込)

ジェットヒーター

HS290L-60

食品等各種製品の
乾燥にも使える
クリーンな熱を発生!

導入事例紹介
～雪道編～

①石灰鉱山のお客様

「実際に導入したお客様の声」

細い道のある石灰鉱山でも
軽トラックの為、誰でも安
心して運転できます。また、
手元操作が出来るので寒い
冬の作業も快適です。

②養鶏業者のお客様

2t車積載の塩まき機では鶏

舎までの道が細く困ってい

たが、この商品の購入で取

り回しラクラクで作業でき

ています!
軽トラックにラクラク取付!

ミニショベル
2010年式 4981時間ZX30U-3 #21115

2-308 仕様:ML、マルチ 1,430,000円(税込)

この他、多数の機種を取り扱い
しています!
一度担当営業にご相談ください！

限定特価にてご案内!これは、早い者勝ちですよ!

電圧:単相100V

出力:1.6kVA

質量:20㎏

発電機

1台限定
特価!!

IEG1600M/M

63,800円(税込)

中古

定価
231,000円(税込) 刃物:355mm

電源:100V

質量:4.5㎏

切断機

1台限定
特価!!

LW141

14,000円(税込)

中古
定価
33,000円(税込)

電源:100V

質量:4.8㎏

コンクリート

1台限定
特価!!

TE500-X

44,000円(税込)

中古
定価
115,000円(税込)電圧:単相100V

出力:2.5kVA

質量:83㎏

溶接機

1台限定
特価!!

EGW151MS

165,000円(税込)

中古
定価
555,000円(税込)

排気量:59.0㎤

出力:3.5kW

質量:5.6㎏

チェンソー

1台限定
特価!!

MS362C-M

150,000円(税込)

定価

204,600円(税込)

展示機

排気量:50.2㎤

出力:3.0kW

質量:4.9㎏ 1台限定
特価!!

MS250C-BE

47,800円(税込)

定価

63,800円(税込)

展示機チェンソー

0.45油圧ショベル
2007年式 5538時間ZX135US #75538

1-425 仕様:ML、マルチ 3,850,000円(税込)

0.45油圧ショベル
2013年式 6618時間ZX135USBL-3GP #92971

1-203 仕様:排土板、マルチ、
配管、ザウルス電装
※ATTは付属しません。

6,050,000円(税込)

0.7油圧ショベル
2007年式 7400時間ZX225US-3 #206900

1-423 仕様:配管、マルチ、

フェラバンチャー電装
4,400,000円(税込)

0.7油圧ショベル
2008年式 6855時間ZX200-3 #210352

1-424 仕様:ML、マルチ 6,050,000円(税込)

2.5tディーゼルフォークリフト

2017年式 1265時間FHD25T5 #1789

5-588 仕様:4mマスト、ヒンジ、

前後ノーパンク 1,430,000円(税込)

3.5tディーゼルフォークリフト

2016年式 1741時間FHD35T5S #426

5-318 仕様:3.5mマスト、

前Wタイヤ、ﾌｫｰｸｼﾌﾄ 1,980,000円(税込)

3.5tディーゼルフォークリフト

2017年式 355時間FHD35T5S #1468

5-592 仕様:3mマスト、

前エアー、後ﾉｰﾊﾟﾝｸ
1,980,000円(税込)

4.5tディーゼルフォークリフト

2015年式 3618時間D1F4A45 #30090

5-277 仕様:4.5mマスト、

ヒンジ、前Wタイヤ 3,300,000円(税込)

8.0tディーゼルフォークリフト

2017年式 930時間FD80-4 #111

5-608 仕様:3.5mマスト、

前後エアータイヤ 6,600,000円(税込)

冬商品の取扱いも任せて下さい！

225,500円(税込)

除雪機

HSS655c(JE1)

【仕様】
除雪幅:550mm 除雪高:420mm
オーガ径:305mm
使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量:3.1L
寸法:1400×565×1010mm
質量:70㎏

軽量コンパクト!
グイグイ進んで
しっかり除雪!

294,800円(税込)

除雪機

SB800e(J)

電動だから簡単!静か!

パワフルで1時間使用可能!
【仕様】
除雪幅:800mm
ブレード高:330mm
最高速度:前進0～4km/h
寸法:1320×820×975mm
質量:69㎏
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