３社合同展示会

（株）前田製作所、双葉リース（株）、
福岡マシンテック（株）

最新機械
中古機
実演会
展示即売会
中古販売コーナー

0年

売5
発
ン
ー
レ
前田ク

NUL13SUJ

MC305C-2F

洗練されたシャープ & ス
クエアボディ

（分解仕様）

スピーディに 1t 未満に
分割可能（小型ヘリ対応）

MC815C
革新的な技術を取り入れ
た海外戦略機 【参考出品】

平素は格別のご厚情を賜り厚く
御礼申し上げます。
さてこの度、前田製作所、双葉リース、福岡マシ
ンテック３社合同による『最新機械実演会・中

CC423S-1

古機展示即売会』を開催致します。環境性能と

安全性に磨きをかけて
狭所作業向けに新登場

経済性・実用性を兼ね備えた最新機械、更には

20 21

日時：平成 30 年４月

金
日

9:30〜16:30

土
日

9:30〜16:00

会場：【福岡マシンテック
（株）】
福岡県筑紫野市大字山家 2868-1
☎092-927-3111 ※アクセスマップは裏面をご覧下さい

特選中古車などもご覧頂けるよう準備しており
ますので、お忙しいと存じますが、是非この機
会にご来場賜りますよう、お願い申し上げます。

４月５日木曜日 20 時 15 分
から NHK 総合 TV 所さん大変で
すよ。放送の収録が終わりました。
PIZZA BUS と店舗両方でます。
おみやげに頂いた どら焼き美味し
かった。

来場者へ粗品プレゼント

※当日ご来場者には揚げピザ引換券をお渡しします！

会場案内図
福岡マシンテック
（株）
至 筑紫野 IC.

筑紫野市大字山家 2868-1

鹿児島本線
JR

西鉄天神大牟田線

太宰府 IC.
3

至 久留米

☎092-927-3111

ゆめタウン筑紫野

至 福岡
至 太宰府天満宮
九州国立博物館
筑紫野 CC

386

筑紫駅

原田駅

山家道

3

JR 筑豊本線

朝日東
至 小郡 IC.

お車の場合

筑紫野 IC. から
太宰府 IC. から
小郡 IC. から

200

冷水峠→
77

冷水道路
至 朝倉

15 分
20 分
20 分

電車の場合

JR 原田駅 からタクシーで 15 分
西鉄筑紫駅からタクシーで 10 分

出展用品メーカー

多数のご来場お待ちしております！

ケルヒャージャパン株式会社

株式会社スーパーツール

バキュームクリーナー

マルチクレーン（200kg タイプ）
SMC2010H

圧倒的な吸引力とフィルターの自動チ
リ落とし機能で効率の良い清掃が可能

クレーン設備のない作業現場に最適な
移動式軽量型マルチクレーン！

株式会社鶴見製作所

デンヨー株式会社

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

水中ポンプ KRS2-8S

高性能ガソリンエンジン溶接機
GAW シリーズ

バッテリーシリーズ

様々な土木・建設工事現場で活躍する
ツルミのポンプ・システム商品。これ
で現場も納得。

溶接性能・経済性を極めた自動アイド
リングストップ機能のパイオニア。

北越工業株式会社

ボッシュ株式会社

三笠産業株式会社

リークガードエンジン発電機
SDG60S-5B1

インパクトレンチ＆ドライバー
GDX18V-EC6

プレートコンバクター MVC-F30

オイルフェンス搭載！全高 1350mm
で 2t ユニック車で簡単運搬！環境と利
便性に配慮！

インパクトレンチとドライバーが一体
の BOSCH 特許商品 6Ah と NO.1 高
容量バッテリー 2 個付。

軽量 ! コンパクト ! 持ち運びに便利な
取っ手付きの三笠最軽量モデルの
MVC-F30

株式会社明和製作所

やまびこジャパン株式会社

ユアサ商事株式会社

低騒音ランマ

マルチ発電機、ディーゼルウェルダー
DGM シリーズ、DGW310 シリーズ

ポリエチレン製安全敷板

誠 実・チ ャ レ ン ジ 精 神 を モ ッ ト ー に、
小型建設機械を通じて社会貢献を目指
します。

おかげさまで発売 10 周年！業界初の
マルチ発電機、使用率 100% のスー
パーウェルダー。

建設現場等における安全・環境対策製
品として、下地養生や地盤確保等の分
野にご活用頂けます

展示会価格で新品即売します！

「時代は電動だ！環境騒音対策だ！
グリーンメンテナンスはお任せだ！
それはハスクバーナだ！」

お問合せは下記まで
（株）前田製作所

双葉リース（株）

◆

西日本営業所

◆

福岡営業所

◆

九州事務所

◆

北九州営業所／機材センター

◆

松浦営業所

◆

佐世保営業所

〒567-0847 大阪府茨木市野々宮 1-9-31
☎072-638-7501 ●fax :072-636-7554
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 2-3-18
福岡マシンテック（株）内
☎092-411-7111 ●fax :092-233-1031

福岡マシンテック（株）
◆

福岡事業部

◆

本社／筑紫事業部

〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 2-3-18
☎092-411-7111 ●fax :092-474-0481
〒818-0003 福岡県筑紫野市大字山家 2868-1
☎092-927-3111 ●fax :092-927-2300

〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付 6-6-11
●fax :092-582-4562
☎092-501-9545

〒808-0109 福岡県北九州市若松区南二島 4-7-1
●fax :093-791-4711
☎093-791-0535
〒859-4507 長崎県松浦市志佐町庄野免 273-2
●fax :0956-73-0032
☎0956-73-0006
〒859-3241 長崎県佐世保市有福町 1299-24
●fax :0956-58-5899
☎0956-27-1955
福岡マシンテック株式会社

