
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！
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掲載価格は全て税込価格です。

フォークリフトを売るだけじゃありません。

66,000円(税込)

D-2018

8,360円(税込)

MS-LED24W

53,900円(税込)

LC-1000
1,650円(税込)

TASC-1001

車間センサー

LEDライト

水平チェッカー 柱クッション材

ヒンジドフォーク
積込み下ろしだけでなく投入したい…

リフトでものをすくえたら…

このチラシ1枚でフォークリフト運用にあたっての業務効率化・安全のヒントが満載です！

接近事故を未然に防ぐ4chセンサー
フォークリフトにも取付可能！！

気になる箇
所にセン
サーを設置
し、視覚と
音で注意を
促す！

電源を繋ぐだけで簡単取付！
リフト以外
でも建機や
トラックの
荷台など
様々な場面
で活躍！

高所作業の強い味方！

動画で見れば
効果は一目瞭然！

強い衝撃も吸収！なぜなら
厚いから！曲面にも対応！

断面はこんな感じ

8,250円(税込)

DI-1802

角型ミラー

・取付簡単！

・角度調整自在！

・広範囲に見える！

確認時に見やすくわかりやすい！

サイドシフト

グッドランニングシステム

●トラックへの積込も隙間なくピッタリと可能!
●高揚高での左右位置合わせが容易に!
●車体の切返しが難しい場所でもシフト
操作で簡単積付け可能！

車両を動かさずラクラク
ピタッと配置したい方へおすすめ!

フルフリーマスト

●低い天井、入り口でもフォークだけを
上昇でき、収容効率をアップ!

●高さ制限のある場所での積み上げ作業に最適!

高さの限られた倉庫や宙二階下
などの作業も安心・安全ラクラク!!

●木材、鋼管、パイプなど長尺物をしっかり
抱え込んで搬送可能!

●バケットを装着すれば粉末体、チップなど
バラ物の荷役にも威力を発揮!

●通常のフォーク作業もこなします!

ベールクランプ

荷物の両サイドを
しっかりはさんで
持ち上げ可能!

●パレットが不要な為、保管スペースの有効活用が可能!
●原綿、梱包された木箱、故紙などの運搬が能率的に!
●クランプ板を円形状にし、円筒物（ドラム缶）を
つかむタイプやつかんで回転できるタイプもあります

バックレストと
フォークが
左右にシフト

フォークシフト

パレット作業時に
フォーク幅を変えるのがしんどい…

レバー操作で
フォーク間隔
を自由自在に
調整

色んなパレットが入ってきて
困っているアナタへ!!

●色々なサイズのパレットへの対応が容易に!
●重いフォークを手作業で動かす必要を
なくし安全作業を実現!

●無理なフォークの差込みによるパレットの
破損を低減!

悪路で荷崩れが多発…
精密機械なので安全に運搬したい!

マストの高さを気にして作業
している、ぶつけた事がある…

マストの高さ
はそのままで
フォークを
上昇可能

フォーク角度を
上向き下向に
傾斜可能!

消
耗
品

安
全
対
策

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

そ
の
他

全てのサポートをワンストップで可能にできるのが、富士の価値です！

新型エルシス
ガソリン
ディーゼル

段差走行時のリフトシリンダー圧力
の変動を、高圧用・低圧用２つの専
用アキュムレーターにより吸収。

①振動・衝撃を低減②騒音を低減
③疲労低減・快適性向上

他にもそんなキーワードに応える商品を多数
取り揃えています！現在、抱えている課題や
困りごとをお聞かせください！

リフトのクラス（t数）変更での生産性向上！
原木市場での事例➡2.5tクラス→4.5tクラスにUpdate!!
トラックの大型化が進み、材の積み込み・積み下ろしでの時間
短縮が昨今では求められています！それに伴い昔は2.5tが主流
でしたが、3.5～4tクラスが
主流となってきています。
そうすることで、重労働による
故障のリスクや、当然一度に運
べる材も増え、生産性向上に繋
がります!

他にも様々なアタッチメントが
フォークリフトには取付可能!!

ヘルメット

暑さで
蒸れない！

風が

流れる♪

DICプラスチック㈱

2,750円(税込)～
AA16/AA16-FV

水洗いOKで
清潔キープ！

新型ライナー

「エアロメッシュ」

310×230mm

全国で年間13万件
（厚労省統計）も起こる
フォークリフトの事故。
日頃の安全対策で限りなく
事故は減らせます！
みなさんの安全を守る
アイテムをご提案します！

ちょっとだけ荷物を動かしたい…
キレイに倉庫を活用できていない…業務効率化の

ポイントは、
用途に合わせた
アタッチメント
の有効活用！

省力化 省スペース化 環境貢献
液体用コンテナの洗浄が手間…
未使用時、保管のスペースを取る…

247,500円(税込)

KCG-Mpp-1000L
206,250円(税込)

ネステナー 10台参考価格

31,680円(税込)

JL-D4・1111③ 10枚

限られたスペースを有効活用したい…
パレットの段積みができていない…

プラスチックの使用が多いが
SDGsにも取り組みたい…

●内袋を使うから、洗浄の手間が省ける!
●洗浄不要となり、時間を有効活用できる!
●コンテナ廃棄頻度が減り、経費削減に!
●未使用時には折りたたんで保管!

●2～4段積みで空間を有効活用できる!
●いつでも動かせて、レイアウトも自由自在!
●ネスティング収納で季節変動にも対応!
●耐震構造で大切な荷物を守れる!

●海洋プラスチックごみの削減に貢献できる!
●CO2排出力削減に貢献できる!

導入すると

省力化・省スペース化・環境

Ocean Bound Plasticパレットとは
海洋プラスチックごみを回収し、
再生プラスチックにして作られたパレット

導入後の変化 導入後の変化



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！
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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

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。

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♪

季節ごとにやってくる問題は、富士が解決します！

掲載価格は全て税込価格です。

富士フォレスト
info

富士ファーマーズ
info

林業・畜産に特化した
情報配信アカウントで
す。お役立ち情報を随
時配信していきます！

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!

草を刈るのは、楽に効率よく！枝などの処理もお任せを！

クサカルゴン

～気が付けば、そこら中の”草”や”枝”がのびてませんか！？～

草刈編1

油圧ショベルの草刈りアッタチメント。
写真で紹介のKS-27は重量も230kgと
軽量化されており、3tクラスのショベルでも
楽に使用可能。（取付機械：ZX35U-5B）

GS101GHB

1,705,000円（税込）

キャビン付の機械に取り付ければ暑い夏でも快適作業！
飛び石などによるケガのリスクも軽減！当社でレンタル可能！

傾斜地でも楽に綺麗に刈れる！

ﾗｼﾞｺﾝ草刈機

XRot80

4,169,000円（税込）

草刈りの能力はもちろん、直径4～5cm
くらいの木も楽に倒して刈ることができます。
GPS機能もオプションであり、自動運転操作
も可能。スノーブレードや噴霧器など、多くの
オプションがあり、1台で多機能に対応！

安全に作業効率をUP！

樹木粉砕機

KS-27

1,265,000円（税込）

重量290kgと軽トラックにも積載可能なコンパクト
なサイズながら最大11.5cmまでの樹木などを
破砕する能力を持っています！

純正スクリーン 5mmスクリーン

小型～大型の破砕機はお任せを！

草刈編2

枝処理編

オプションで5mmのスクリーンもあり、

より細かく破砕することができます。

機械・工具など高価買取します！
フォークリフト

中古プラスチック
パレット

1100×1100
期間限定
強化買取中！

油圧ショベル

油圧アタッチメント ホイールローダ

中古工具

2.5tフォークリフト

（2011年式）
550,000円(税込)

FD25C3

MSE-25FGZX

PC05-7

WA40-3E

0.5tミニ油圧ショベル

フェラバンチャーザウルス ミニホイールローダー

（1985年式/5300hr）

（2014年式）

220,000円(税込)

メインポンプ故障機

550,000円(税込)

2000年式
3763hr
1,400,000円(税込)

今年の夏対策も富士にお任せを！
これから大活躍間違いなし！

340mm

450mm

コロナ禍による冷凍食品等の保存、
災害時の備蓄等にも役立ちます！

残りわずか！

人気のコードレス冷温庫購入で、今ならバッテリーをひとつプレゼント！

653mm

たくさん入る!
大容量25L! 69,300円(税込)

UL18DB(WMG)フォレストグリーン18V8.0Ah
AC電源
使用可能

ご購入頂いた方には
定価24,500円相当の

バッテリーがついてくる！

首振なし

60,280円(税込)

KES251PPB

必要な部分を
効率的に冷却!
電源:単相100V 50/60Hz
冷房能力:2.2/2.5kW
風量調節:強・弱
手動首振り約210°
寸法:390×430×80mm
重量:36㎏

7,568円(税込)

SPF-45-2P

パワフルな風で

快適環境!
消費電力:139W/147W
風量3段階切り替え
左右首振り約80°
高さ調節:117～134cm
大型4枚羽（45cm）
重量:6.5kg

-4℃の
冷却効果!!
(吹出口で外気温より)

97,130円(税込)

CF-290N

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

ネイビー

17,380円(税込)

空調ベスト フルセットBR-060

ファンがウェア内を
送風!涼しい!

【セット内容】
ウェア×1着、ファン×2個
バッテリー×1個、充電器×1個

フルハーネス

着用にも対応!

空調服工場扇 気化式冷風機

スポットクーラー

今月の買取強化アイテムはこれだ！ハンマードリル・溶接機・ランマー！
買取査定額20%UP!

CH3656DA

74,800円（税込）

植木バリカン

RM3025-2RD

52,800円（税込）

刈払機

軽さとパワーを兼ね備えた
ジュラルミンモデル

RK3026-PT

背負式刈払機

背負ったまま
エンジン始動ができる！

72,600円（税込）

本体ｸﾗｽの目安：2～4t
質量：230kg

刈幅：80cm 重量：380kg
トルク：38.4Nm

当社買取
実績!

当社買取
実績!

当社買取
実績!

当社買取
実績!

期間限定特価！

作業姿勢を選ばない
操作性のよいハンドル形状！

草を刈る・枝を切るアイテム
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