


新車ミニ油圧ショベル

機種・号機 ZX40U-5A 日立 機種・号機 ZX30U-5A 日立

年式 / 時間 2015年7月 年式 / 時間 2015年7月

仕様
キャノピー、鉄シュー、ブレード、マル
チレバー、ブレーカー配管、MLクレー
ン

仕様 キャノピー、鉄シュー、ブレード、

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥4,580,000 価格(税別) ¥2,980,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：岡山支店 置場：岡山支店

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。



新車ミニ＆ホイールローダー

機種・号機 ZX20U-5A 日立 機種・号機 ZW30 日立

年式 / 時間 2015年7月 年式 / 時間 2015年7月

仕様
キャノピー、ゴムシュー、ブレード、マ
ルチレバー、ブレーカー配管

仕様 キャビン、エアコン

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥2,750,000 価格(税別) ¥3,380,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：岡山支店 置場：岡山支店

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。



新車フォークリフト

機種・号機 FD30T4 #31072 ユニキャリア 機種 FD20T4 #32972　ユニキャリア

年式 / 時間 2015年7月 年式 / 時間 2015年

仕様
マスト3500mm/LF1700mm/サイドシフ
ト

仕様
マスト3000mm/LF1070mm/後輪ノー
パンクタイヤ

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新車

価格(税別) ¥1,980,000 価格(税別) ¥1,480,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：岡山支店 置場：津山本社



新車＆新古車フォークリフト

機種・号機 FD15T14 #00050 ユニキャリア 機種 FGE25T14#2W500238 TCM 

年式 / 時間 2015年6月 年式 / 時間 2012年9月 / 5時間

仕様 マスト3000mm/LF1070mm/小型特殊 仕様
マスト3000mm/LF1220mm/Rノーパン
クタイヤ/サイドシフト/小型特殊

整備 / 保証 新車 整備 / 保証 新古車

価格(税別) ¥1,250,000 価格(税別) ¥1,200,000

Fuji Okayama Unpanki

置場：岡山支店 置場：岡山支店



認定中古車◆油圧ショベル

機種・号機 ZX200-3 #213413 日立 機種・号機 ZX225US #111934 日立

年式 / 時間 2010年6月 / 3863時間 年式 / 時間 2004年8月 / 2873時間

仕様 配管、マルチ 仕様 MLクレーン、配管

整備 / 保証 整備済 (全塗装) / 認定中古車 整備 / 保証 整備済 (全塗装予定) / 認定中古車

価格(税別) ¥6,800,000 価格(税別) ¥7,200,000

機種・号機 ZX75USBL-3 #61340 日立

年式 / 時間 2010年 / 2273時間

仕様 ゴムパッド、MLクレーン、

整備 / 保証 整備済 (補修塗装) /  認定中古車

価格(税別) ¥5,400,000

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

No.1-288

No.1-97 No.1-274

置場：津山本社

置場：津山本社 置場：津山本社

◆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



認定中古車◆フォークリフト

置場

機種・号機 FD30T3Z #4846 TCM 機種・号機 FHGE15T4 #00499 TCM

年式 / 時間 2009年3月 年式 / 時間 2010年11月 / 1345時間

仕様 マスト3000mm/LF1070mm 仕様 マスト3000mm/LF920mm

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

価格(税別) ¥1,480,000 価格(税別) ¥600,000

機種・号機 FG18C13 #1625 TCM

年式 / 時間 2008年1月 / 2314時間

仕様
ヒンジ/前面ガラス/ヒーター/小
型特殊

整備 / 保証 整備予定/ 認定中古車

価格(税別) ¥680,000

◆掲載価格は　「整備後 / 塗装は表記のとおり」　の価格です。

No.5-59 No.5-A

No.5-300

◆掲載写真は　「整備前」　の状態です。

置場：岡山支店 置場：津山本社

置場：津山本社

◆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



特選中古車◆油圧ショベル・ミニショベル・ザウルス

◆掲載写真は 機種・号機 PC78US-6NO #10146 コマツ 機種・号機 ZX75UR #46006 日立

　　「整備前」　の状態です。 年式 / 時間 2006年8月 / 2195時間 年式 / 時間 2007年9月 / 3558時間

◆掲載価格は　 仕様 ゴムパッド、ブレード 仕様 ゴムパッド、ブレード、オフセット

　　「整備後 / 塗装は表記のとおり」 整備 / 保証 整備済（補修塗装） / 特選中古車 整備 / 保証 整備済（全塗装） /  特選中古車

　　の価格です。 価格(税別) ¥4,500,000 価格(税別) ¥3,500,000

機種・号機 303C #AZS01000 CAT 機種・号機 EX15-2 #1780 日立 機種・号機 EX8-2B #5146 日立

年式 / 時間 2006年11月 / 2596時間 年式 / 時間 1995年10月 / 3272時間 年式 / 時間 2005年8月 / 918時間

仕様
キャノピー、ブレード、ゴムパッド、配管、マ
ルチ、幅広バケット付 仕様

キャノピー、ブレード、ゴムシュー、配管、
標準&幅狭ﾊﾞｹｯﾄ付 仕様 ゴムシュー、ブレード、配管

整備 / 保証 整備予定（塗装なし） /  特選中古車 整備 / 保証 整備済（補修塗装予定）/ 特選中古車 整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） / 特選中古車

価格(税別) ¥1,900,000 価格(税別) ¥850,000 価格(税別) ¥680,000

機種・号機 ZX20U #10272 日立 機種・号機 ZX40UR #20133　日立 機種・号機 ZX30U #5344　日立

年式 / 時間 2008年6月 / 1477時間 年式 / 時間 2003年10月 / 2978時間 年式 / 時間 2001年11月 / 4001時間

仕様
キャノピー、ブレード、ゴムパッド、配管、マ
ルチ 仕様 キャノピー、ブレード、ゴムパッド、マルチ 仕様 キャノピー、ブレード、ゴムパッド、配管

整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） / 特選中古車 整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） / 特選中古車 整備 / 保証 整備予定（塗装なし） /  特選中古車

価格(税別) ¥950,000 価格(税別) ¥1,200,000 価格(税別) ¥1,650,000

機種・号機 B27-2A #50983B ヤンマー 機種・号機 U-40-3 #10397 機種・号機 MSE15ZRX #10553（No16-9）

年式 / 時間 1995年11月 / 3027時間 年式 / 時間 2001年9月 / 3957時間 年式 / 時間

仕様 キャノピー、ブレード、ゴムシュー、配管 仕様
キャノピー、ブレード、ゴムパッド、配管、
ザウルス付き(MSE15ZRX #10553) 仕様 電磁弁仕様

整備 / 保証 整備予定（塗装なし） /  特選中古車 整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） / 特選中古車 整備 / 保証 整備予定（全塗装予定） / 特選中古車

価格(税別) ¥900,000 価格(税別) ¥2,200,000 価格(税別) ¥750,000

No.1-223 No.1-275

No.2-177 No.2-203 No.2-2

No.2-7 No.2-28 No.2-213

No.2-209 No.2-205 ザウルス付き（セット販売となります）

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

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
ザウルス付きセット価格 ￥2,950,000

◆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



特選中古車◆ホイールローダー・フォークリフト

機種・号機 WA40-3 #13316 コマツ 機種・号機 V2-2 #00876 ヤンマー 機種・号機 6FGL15 #10212 TOYOTA

年式 / 時間 1995年3月 / 1931時間 年式 / 時間 1991年6月 / 1027時間 年式 / 時間 2731時間

仕様 キャビン、ヒーター付、0.5m3バケット 仕様 キャノピー、0.3m3バケット 仕様 サヤフォーク1100mm

整備 / 保証 整備済（全塗装） /  特選中古車 整備 / 保証 整備予定（塗装なし） /  特選中古車 整備 / 保証 整備済（補修塗装済）/ 特選中古車

価格(税別) ¥2,450,000 価格(税別) ¥750,000 価格(税別) ¥550,000

機種・号機 13FG30V11F2 #G3F00281 住友 機種・号機 FHD30Z #1597 TCM 機種・号機 11-25PVIHA #CJ0689 住友

年式 / 時間 2004年9月 / 5658時間 年式 / 時間 1995年1月 / 2346時間 年式 / 時間 15848時間

仕様
マスト4535mm/ｻｲﾄﾞｼﾌﾄ/ﾌｫｰｸｼﾌﾄ/ｶﾞｿﾘﾝ
&ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ併用/ﾋｰﾀｰ付/ﾊﾞｯｸ音声付 仕様 マスト4000mm/前輪ダブルタイヤ 仕様

フルフリー3段マスト6000mm/前輪ダブル
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 整備済（補修塗装済）/ 特選中古車 整備 / 保証 整備済（全塗装） /  特選中古車

価格(税別) ¥900,000 価格(税別) ¥650,000 価格(税別) ¥650,000

機種・号機 FG20N3 #41938 TCM 機種・号機 FHD25T3A #00380 TCM 機種・号機 FD25 #F18B-21630 三菱

年式 / 時間 10172時間 年式 / 時間 2010年8月 / 3238時間 年式 / 時間 2001年2月/ 3272時間

仕様
マスト3000mm/LF920/F&Rノーパンクタイ
ヤ 仕様

マスト4000mm/LF1520/HF/F&Rノーパン
クタイヤ 仕様 マスト3000mm/LF1200mm

整備 / 保証 整備予定（塗装なし） /  特選中古車 整備 / 保証 整備済（全塗装） /  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) ¥450,000 価格(税別) ¥950,000 価格(税別) ¥850,000

機種・号機 FHGE15T4 #OG700500 TCM 機種・号機 FD35C8 #2181 TCM 機種・号機 FG20N4 #00093

年式 / 時間 2010年11月 / 3422時間 年式 / 時間 2002年1月 / 6842時間 年式 / 時間 1994年8月/ 1445時間

仕様 マスト3000mm/LF920mm 仕様 LF1200mm 仕様 LF1200mm

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

価格(税別) ¥600,000 価格(税別) ¥1,500,000 価格(税別) ¥500,000

No.4-34 No.4-39 No.5-239

No.5-248 No.5-286 No.5-291

No.5-293 No.5-294 No.5-295

No.5-B No.5-265 No.5-C

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：岡山支店 置場：津山本社 置場：岡山支店

置場：津山本社置場：新見支店 置場：岡山支店

置場：岡山支店置場：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



■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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