
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！

「こんなのあるんだ」「こんなことできるんだ」を、紹介！

補助金対象の機械を売るだけではありません！下記の補助金では代行申請まで行いました！

フォークリフトレンタル

2022.11月28⽇〜 申請受付開始︕順次交付決定
2022.12月23日 予算上限に達し次第、受付終了
2023.9月30⽇ 補助事業完了

～これは、誰もやってないだろうと思うことは、一度富士にご相談を。～

補助金・助成金のこと、「こんなものないかな？」など、一度ご相談ください！

ニッチなとこ、攻めています！！

➡挟む、つかむ、回転させる、投入する、様々な
アタッチメントを保有‼お気軽にご相談ください‼

天狗の鼻のようなこちらのアタッチメント、どう使うと思いますか︖
「刺さりそう」と思ったあなた、⼤正解︕穴の開いたドーナツ状で、特に
円筒型のものを運ぶために使います。例えば、⼟管。普通のフォーク
リフトだったらどう運びますか︖⽴てたら重⼼が上がって不安定ですし、
横にしたら転がりそうですよね。⻑い⼟管だったら横幅を取って狭い
通路を通れません。それに表⾯に傷もつきやすい。そこで「ラム」の出番︕
⼟管の穴に天狗の鼻部分を挿し込みます。するとしっかり引っ掛かって
安全ですよね。視界も良好︕他にもロール紙、コイル、ケーブルも
⼤得意︕穴のあるものを⾒たら「ラム」、思い出してください。

「岡山県中小企業省エネ設備更新補助金」編
補助金の話を聞いたけど

何からしたらよい…？

情報収集？どこに聞く？

なんか、いろいろ面倒くさいな！

事例紹介

対象設備!? 必要書類!?

Web申請!?

その面倒

くさいこと！

富士が

解決します！省エネ性能!? 条件!?

書類準備〜申請・実績報告までをオールサポート︕
質問事項を
事務局への問合せ

必要書類の
準備補助

申請書類の
作成サポート

省エネ効果
の計算

証明書類の作成 Web申請 実績報告資料の
準備・申請

対象機械・設備
ミニショベル 油圧ショベル フォークリフト 発電機 LED照明 エアコン設備

当社での取り扱い機械・設備は多数ありますので、

要望に応えることができました！

証明!?

そもそも補助⾦申請は、補助対象になるかを確認し、提出
書類の様式を集め、条件に沿うように書類を作成し、提出
書類を揃え......と、なかなか⼿間がかかります。補助⾦実
施団体との連絡も頻繁に必要で、補助⾦は⾯倒くさい、と
いうのが正直な印象ではないでしょうか。やはり補助⾦に関
して「ちょっと調べてみてほしい」「申請書類を作ってもらえな
いか」というお声はよく伺います。今後も富士グループでは
補助⾦や助成⾦を含む、お客様へお役⽴ち情報を発信し
てまいります。申請代⾏や申請サポートにあたっての費⽤は
頂きません。

～補助金・助成金のお悩み～

省エネ補助金
第2期募集決定!!!

岡⼭県中⼩企業省エネ設備更新⽀援事業（第2期）
【事業内容】
対象者︓県内に事業所等を有する中⼩企業者等
補助対象経費︓既存の⽣産設備やサービスを提供するために

必要な設備の更新に係る設備費及び⼯事費
補助率︓1／2（上限500万・下限50万）
事業スケジュール

予算︓15億円︕ 前回予算から
⼤幅に増額︕

へんな機械編

何に使う？

知っている人からしたら当然だけど、
知らない人が⾒たら⾯⽩い︕
使わないけど、話したくなる︕︖
そんな、製品のご紹介です︕

土管得意！

安全得意！

困った解決隊編
⼭での作業中、チェンソーはどこに置く︖

林業業者さんは、油圧ショベルに様々な道具を携帯して作業します。
中でも必ず必要なのが、チェンソーですが、油圧ショベルの作業中、どこかに
置こうと思ったらどこに置きます︖恐らく、油圧ショベルの座席、キャビンの中に
置こうか、と考えるのが普通です。でも、チェンソーはサイズ的にキャビンに
収まらないんです。なので、ある林業業者さんは鉄フックをチェンソーのチェーンに
引掛けて、油圧ショベルの外側に付けていたようです。ただ、それだと、バランス
が悪く安定しない、チェーンが擦れて切れ味が悪くなるなど、不満続出︕
さあ、どうする︖よい解決策がないか…という、注文が入りできたのがこちらです。

きちんと固定され、バーが傷まないチェンソー置場がほしい︕
当社、整備⼠が試⾏錯誤した
結果、出来上がったのがこちら︕
要望通りと満⾜して頂けました︕
これを何とか製品化できないか、
思案中です。。。

豊富なラインナップで、ご要望にお応えします

パレットがまちまちで作業の際に
リフトのフォーク巾を替えるのが⼤変

➡当社のフォークシフト付きレンタル機で解決‼
１

荷物の荷姿と重さで対応する
リフトを提案して欲しい

➡リフトのプロだから、安⼼安全な⾞両をご提案‼

2

⻑期で使⽤するので
⾦額をなるべく抑えたい

➡1年以上は⻑期レンタルプランもご⽤意‼
最適な⾞両を最適な価格でご⽤意します‼

３

4
➡当社は8t以上保有台数20台以上‼
⻄⽇本No.1の富士岡山に御相談下さい‼

⼤型リフトを探しているが
⾒当たらない。。。

5 特殊なアタッチメントのリフトだが、
持っていますか︖

まずは、⼀度お気軽にお問合せください︕
（レンタル担当内海︓080-1649-5976）

先着順︕

号外



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！

ロボット化 空調最適化

中古、得意です。富士。

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。

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♪

今回、文字ばかりで申し訳ありません。でも、お時間ある時に読んでみてください。けっこう、おもしろいかもしれませんよ。

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︕

こんな、お悩みありませんか︖
①冬場、暖房を付けても底冷えがキツイ…
②湿度が⾼くてカビ対策が⼿間…
③猛暑で作業員が熱中症になってしまった…

スマイルファンが解決します︕

腰痛対策など労働環境改善に！

パレタイザを導⼊することで、これまで連続して重量物を
運ぶなどしていた、作業員への負担を軽減することができます!

未来の工場！？

人手不足の緩和

生産性の向上

体感温度が変わる！
空気の流れが変われば、職場が変わる︕︖
工場・畜舎・作業場と巨⼤ファンで温度も湿度も快適に︕

スマイルファン

ビフォー ビフォーアフター アフター

夏場は
正回転

冬場は
逆回転

「お客様の声」

「倉庫全体に風が回るから、
どこにいても快適です︕」

「梅雨はじめじめして
ますが、常に空気が巡
るので、カラッとして、
カビ防止もでき助かっ
てます︕」

労働環境改善

カビ対策
「倉庫では窓を自由に
開けにくいけれど、風
を感じるだけでとても
涼しくなりました」

風がくる

畜産 餌やりの見える化

フィーダーホッパー

⾊で分ければ⼀目瞭然︕間違いなし︕

号外

「大人の工場見学」富士パレット

～パレット出荷前点検編～

油圧ショベル、フォークリフトはもちろん、パレットや電動⼯具にも「中古」があるん
です。業種に特化した各アタッチメントも取り扱えます。中古は安いだけではなく、
「すぐ使える」というメリットもあります。
自分にとっては「要らないもの」も、誰かにとっては「欲しい」ものかもしれません。
欲しいものがあるときも、要らないものがあるときも、「中古」⼤注目です︕︕

すぐに使える中古在庫は常時90台以上!
機械の買取・販売は運搬機にお任せ!!!

BIG LEMON

1年を通して約700台仕入れて、650台以上販売しています。
技術⼒抜群の整備⼠と業界知識豊富な営業マンが機械の価値
を高めます。在庫している機械は、当社HPや中古重機販売・
購入サイト「BIG LEMON」に掲載中︕全国のお客様から、
お問合せを頂いています︕「BIG LEMON」では2022年10月、
ついに出品者ランキング1位になりました︕
ランキングは取引実績、単価など様々な基準から総合的に算出
されるようです︕当社HP・BIGLEMON是非⾒てみてください︕

機械・⾞両など

パレット
中古パレット

一覧

中古パレットことなら、富⼠パレットまで︕
お気軽にお問合せを︕

すぐに使いたい、できるだけ安く買いたい、
新品じゃなくてもいい・・・そんな方には
中古パレットがおすすめです︕1枚から
でも購⼊OK︕HPにて最新の在庫情報を公開中︕

ヤフオク電動工具など 使わずに眠っている、
工具などありませんか︖

店頭・出張・宅配と、お客様のニーズに合わせた買取を⾏って
います︕また、販売も店頭だけでなく、ヤフオクにも多数の
商品を出品中︕一度、覗いてみてください︕

品質管理

富士パレットでは、出荷前に2人一組になってパレットの最終
チェックしています。まず、表面に割れやカビがないかを目視
で確認。次にパレットを⽴て、裏面もチェック。聞いてみると、
特に釘を打った箇所は割れやすいので、注意深く⾒るそうです。
問題なければ点検完了︕持ち上げ、隣に重ねていきます。
1枚にかかる時間は約10秒。その間にササクレをサッと取り除
く。まさに職人技。素早く、けれど丁寧に、次々にパレットを
⽴て、持ち上げ、重ねる。あまりに洗練された動作に、思わず
重さを確認すると1枚あたり約25kg。息の合ったコンビネーシ
ョンでパレットは減っていき......その日の出荷前点検は無事終
了︕出荷枚数にもよりますが、1〜2時間かかることもあるとい
う「出荷前点検」。あまり目⽴たない作業ですが、お客様に
良い製品をお届けするために、⽋かせない⼤切な作業です︕

毎⽇、1,000枚以上のパレットを製造・出荷︕

製造レーンで遂に商品が完成︕ その次は出荷のためにパレットへ積んでいきます。
その作業をお願いできるロボットがいるんです。その名も「パレタイザー」︕
なんだかカッコイイですね。人間がすると腰にも膝にも負担大なこの作業。ロボット
はお手の物です。UFOキャッチャーのように商品を掴み、パレットに積んでいきます。
ただ、UFOキャッチャーと違って降ろす時もとっても丁寧です。決められた通りに
綺麗に積み上げます。動いているところは近未来感たっぷりですが、もちろん今存在
しています。もう未来はすぐそこですよ︕

ニッチなとこ、極めています！！
～まだまだ、伝えきれていないことをまとめたら、こうなりました。～

在庫機械
一覧

ここで、ご紹介するのは、フォークリフト
やホイルローダに付けて、畜舎での餌やり
に使うフィーダーホッパーです。使用する
中で、牛の種類や月齢によって餌を使い分
けている方も多いかと思います。でも、間
違えてしまうことや、餌の入替を手間に感
じることもあるのではないでしょうか。そ
こで、こちらの牧場さんは、餌によって
ホッパーの色を分けているんです。この様
に⾒える化することで、ミスも防げますし、
餌を入れ替える手間も減るので、⽣産性向
上に繋がっています︕ホッパーの指定色塗
装も対応しますので、お問合せを︕


