
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！

掲載価格は全て税込価格です。

発電機

ハンマ

高圧洗浄機

インパクト 水中ポンプ

散水機 吊クランプ

デジカメ トランシーバー

防犯カメラ 工場扇 スポットクーラー ミスト

ヘルメット

解体作業で大活躍!発電機不要のエンジン散水機!

￥6,160

防水ジャック式

イヤホンマイク

EME-32A

￥3,575

防水ジャック式

スピーカーマイク

EMS-62

日頃の感謝を込めて！大感謝キャンペーン！46第
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さまざな業種の仕事を手助けする売れ筋アイテムを集めました！

～8月31日までにチラシ掲載商品を合計10万円（税別）分、ご注文で商品券1万円プレゼント＋先着特典～

【仕様】
燃料タンク容量:2.5L
寸法:450x240x380mm
質量:12.7kg
●エコ発電
●超低騒音
●良質な電気

￥103,400

インバーター

発電機IEG900M-Y

片手でラクラク！
ポータブルタイプ

【仕様】
燃料タンク容量:4.2L
寸法:490x280x455mm
質量:20kg
●エコ発電
●超低騒音
●オイルセンサー付

￥129,250

インバーター

発電機IEG1600M-Y

1.6kVA防音型で持運び
ラクラク！

【仕様】
燃料タンク容量:4.7L
寸法:555x300x470mm
質量:25kg
●エコ発電
●超低騒音
●良質な電気

￥165,000

インバーター

発電機IEG1800M-Y

機動性・メンテナンス性に
優れたポータブルタイプ!

軽量設計で持ち運びに便利!低騒音で家電等精密機械の電源として使える!

￥3,025～

DICプラスチック株式会社

AA16/AA16-FV風が流れるヘルメット

従来の発泡ライナーから

新型エアロメッシュライナーへ!

ヘルメット内の熱を排出し、

ヘルメット内温度-8℃を実現!

新型ライナー「エアロメッシュ」

電気用/7000V以下

飛来･落下物用 墜落時保護用

【仕様】
電源:単相100V
消費電力:1,050W
コード:5m
寸法:389×214×103mm
質量:4.5kg

￥47,300
ハンマH41SA3

徹底した部品の軽量化により、
取り回しが良く、負担を軽減!

【仕様】
電池:リチウムイオン電池
2.5Ah(BSL36A18)×2個
電圧:36V 最大トルク:約200N･m
質量1.6kg

￥57,750

充電式
インパクトドライバー

WH36DC(2XP)

ビットブレ低減でブレずに
狙い打ち!

【仕様】
電圧:三相200V
出力:3.7kW
質量:88㎏
吐出し口径:100mm
吐出し量:1.0㎥/min

￥198,000

4インチ水中ポンプ

KRS2-A4

【仕様】
電圧:三相200V
出力:7.5kW
質量:130㎏
吐出し口径:150mm
吐出し量:2.0㎥/min

￥286,000

6インチ水中ポンプ

KRS2-A6

急な水害発生時に即時対応!

【仕様】
使用燃料:無鉛ガソリン
タンク容量:3.6L
圧力:6.9MPA
吐出し量:25.4L/min
寸法:535×626×552mm
質量:58kg

￥335,500

エンジン式高圧洗浄機

HPJ-470ES

コンパクトで
扱いやすい小型仕様! 【仕様】

吐出圧力:0.8MPa
吐出水量:146L/min
燃料タンク:5.3L
使用燃料:無鉛ガソリン
寸法:702×685×688mm
質量:63kg ￥748,000

エンジン式
ウォータリングジェット

WJ5100G

業務用デジタルカメラ

G900￥103,400

衝撃、防水、消毒等ハードな
現場に応えるデジタルカメラ!

【仕様】
画素数:2000万画素
光学ズーム:5倍
寸法:118.2×65.5×33.1mm
質量:252g

【標準付属品】
充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、
電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド

￥49,500

ハンディトランシーバー

DJ-DPS70KA

業務・防災に!
使いやすい操作性!

【仕様】
周波数範囲:
351.2000～351.38125MHz/30ch
使用温度範囲:-20～+60℃
寸法:55.8×95.8×32.5mm
質量:244g

建設現場・工場内での必需品！

￥34,650

チェーン付
スーパーロックフック
セット(スイベル付)

SLH2SC

【仕様】
容量:2t
長さ:1,407mm
質量:7.7㎏

● チェーンスリングは、ワイヤロープ等に

比べ長期間安全に使用可能。

● 管理用容量表示タグ付。

使用荷重・製造番号を明記。

● スイベルアイ付で、チェーンの

より戻しがスムーズで敷鉄板等の

回転防止となります。

￥40,700

ワイヤレス
セキュリティカメラシステム

MT-WCM300

遠隔地からスマー
トフォンで遠隔監
視が可能！

【仕様】
電源:DC12V2A
寸法:255×173×38mm
質量:820g

【仕様】
電源:単相100V
消費電力:140W/147W
最大風量:145/176(㎥/min)
首振り角度:80°
大型4枚羽（45cm）
重量:6.5kg

パワフルな風で
快適環境!

￥6,578

大型工場扇

SPF-45-2P
￥60,280

スポットクーラー

KSM250D 首振なし

【仕様】
電源:単相100V
消費電力:0.89kW/1.05kW
冷房能力:2.2kW/2.5kW
寸法:390×430×810mm
重量:37kg

夏といえばコレ!
必要な部分を
効率的に冷却!

￥85,580

ドライ型ミスト発生装置

SFC-104

【仕様】
消費電力：250W
水ﾀﾝｸ容量：20L
本体寸法：630×680×1750mm 
質量：28kg

ノズルが無く、
目詰まりなし！
メンテナンスも
楽ちん！

￥107,800

WJ5100G用
スプレーホース(20m)

多水量で最大飛距離25m、解体防塵・泥土洗浄に最適!

4極モータ採用で、耐久性に優れたツルミ定番の水中ポンプ!

その他仕様についても
取り扱っておりますので
ご相談ください!

×2個

-8℃



中古車入荷情報

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。

フルハーネス

工場内省力化

新スチールショップ開店

電動パワステ
AC制御システム搭載！

コーターリフト

驚きの軽さと
握りやすさで
初心者・女性
も扱いやすい！

￥19,250

ハーネスGS
蛇腹ダブルL2セット(黒)

A1GSSJR-WL2BK

【仕様】
使用可能質量:100㎏以下
ランヤード長:1.5m
最大自由落下距離:2.3m
落下距離:4.1m

動きやすい
蛇腹式ランヤード
セット!

￥21,450

清涼ファン風雅
ベストフルセット

FV-AA18SEBWL

ハーネスを着ても
風が通る!

￥14,850

清涼ファン風雅
ヘッド2フルセット

FH-BA18SEGW

ヘルメットに装着!
パワフル送風で
丸一日涼しい!

6.75m以下の場所での作業

46
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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

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!

※商品券1万円企画の詳細は右下に記載しています。

6.75mを超える場所での作業 合わせて使える熱中症対策商品

旧規格・新規格の⾒分け⽅
商品パッケージ、本体に表示の
規格名で⾒分けられます。

「安全帯の規格」…旧規格
（2022年1月2⽇以降使⽤不可）

「墜落制⽌⽤器具の規格」…新規格
（2022年1月2⽇以降使⽤可）

新規格ご存知ですか?旧規格は法改正で使えなくなります!

2022年1月2日以降、「墜落制止用器具の規格」をクリアした製品しか使用する事が出来なくなります。
その前にお早目の準備をおススメします！

製品の紹介、導入事例、中古車情報、

メンテンナンス、イベント告知などを

随時発信しています。

￥28,270

45W LED作業灯

RXL-5W

300W形バラストレス
水銀ランプと同等の
明るさが得られる
ビーム角
110度広角タイプ!!

全光束
5400ルーメン

￥75,570

100WLED投光器

LEV-1005KD

高輝度・高効率
100WLEDの
明るさ
無段階調光機能付!

全光束
13500ルーメン

工場内の省力化・安全に関しても富士
グループでお手伝いできることは
多岐にわたります！一度、是非ご相談を！

￥1,380,500
FBD9-150

￥1,204,500
FBD7-150

【仕様】
シングル1.5mマスト、フォーク長850mm、ドライブタイヤ:ソリッド、
ロードタイヤ:ウレタン、バッテリー:24V 165Ah 

￥10,560

胴ベルト用ER150縦型L1
スチールベルトMセット

B1SMER-TL1BK

長さを調整できる
巻取式!

￥9,460

胴ベルト用蛇腹縦型L1
スチールベルトMセット

B1SMJR-TL1BK

使わない時に短くなる、
邪魔にならない蛇腹式!

※建設現場では5mを超える場所での作業

安全・省力化・情報も富士にお任せ！

法改正で何が変わったの︖
①性能…ショックアブソーバーの性能基準が

高くなりました。
②基準…2m以上の高所作業者は墜落制⽌⽤

器具を装着しなければならない。
③名称…「安全帯」から「墜落制⽌⽤器具」

へ変更されました。

照明

いいね・フォローしていただけると嬉しいです！

富士岡山運搬機
インスタグラムはじめました

2021.7/1〜中古⼯具買取センターパワースポット
内に、スチールショップが移転しました︕

住所︓津⼭市津⼭⼝243
TEL︓(0868)22-0777
営業時間︓10:00〜19:00
定休⽇︓⽔曜⽇（⼟⽇も営業中）

商品券1万円企画概要
【期間】2021年8月31日まで 【対象】46弾チラシ掲載商品

【条件】対象商品より合計で10万円（税別）注文して頂いた場合、商品券1万円を差し上げます。

回数を分けて購入して頂いてもかまいません。※商品券の上限は1万円とさせて頂きます。

先着4名様には日立建機限定
福袋を差し上げます！！

中古機械入荷情報！
0.25油圧ショベル

2017年式 1306時間

ZX75USK-5B #72079
1-511

仕様:解体仕様、BL、配管、

マルチ、前面ガード上下

0.45油圧ショベル

2017年式 1622時間

ZX135US-6 #101511
1-515

仕様:配管、マルチ

上下前面・ヘッドガード

0.7油圧ショベル

2018年式 1449時間

ZX225USRK-6 #502816
1-527
仕様:配管、マルチ、ML、上下前面ガラスガード

0.25油圧ショベル

2017年式 1263時間

ZX75US-5B #72375
1-531

仕様:配管、、マルチ、ML、

上下前面・ヘッドガード

0.25油圧ショベル

2017年式 811時間

ZX75US-5B #72376
1-532

仕様:配管、BL、マルチ、ML、

上下前面・ヘッドガード

0.45油圧ショベル

2017年式 1794時間

ZX135US-6 #101375
1-514

仕様:配管、マルチ、

上下前面・ヘッドガード

0.45油圧ショベル

2017年式 1794時間

ZX135USK-6 #101665
1-519

仕様:配管、マルチ、

MLクレーン

0.45油圧ショベル

2018年式 1173時間

ZX135US-6 #104077
1-521

仕様:配管、BL、マルチ、

上下前面ガラスガード

0.7油圧ショベル

2018年式 2149時間

ZX225US-6 #501068
1-525

仕様:配管、マルチ、ML、

上下前面ガラスガード

0.7油圧ショベル

2018年式 1549時間

ZX225USRK-6 #502923
1-528
仕様:配管、マルチ、上下前面ガラスガード

その他、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！

～こんなことできないかな？など、ふと思ったら一度富士に相談してください～

スチール認定メカニックの専属スタッフが、
修理・メンテナンスのご相談にも対応しま
す︕中古⼯具も多数取り扱いあり︕

フォークリフト
資格不要！！！

￥7,700,000 ￥12,100,000

￥7,150,000 ￥12,628,000

￥7,480,000 ￥14,080,000

￥12,100,000 ￥14,630,000

￥15,950,000

￥15,620,000


