
ビスケットジョイナー BJJ300

この製品は、トリトンルーターテーブル(RTJ300)に取り付けて使用します。その他のルーターテーブルでは使用できません。
専用カッターには12mmシャンクが取り付けてあります。小型のルーターを使用する場合は、付属の6mmシャンクに取り替え
て使用してください。

組み立てに必要な工具：プラスドライバー、10mmスパナ
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十分ご理解の上で正しくご使用ください。
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パーツリスト

アウターベアリング
M６×20スクリュー
M６ナット
インナーベアリング
M６×45スクリュー
M６フランジナット
インナークランプノブ
ボス
M６×30ボルト
ワッシャ
スライダー

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
１

スライドガイドクランプ
コーチボルト
ラウンドノブ
メインボディー
ビスケットカッター＋12mmシャンク
６mmシャンク
ノッチウインドウ
スロットウインドウ
スライドガイド
ビスケット50個

１
１
１
１
１
１
２
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組み立て
ステップ１
アウターベアリング（１）をM６×20スクリュー（４）、M６ナッ
ト（５）を用いてスライダー（３）に取り付けます。

インナーベアリング（６）をM６×45スクリュー（７）、M６フラ
ンジナット（８）を用いてスライダーに取り付けます。ネジはまだ
締めつけません。ベアリングの平らな部分をスライダーの縁と
平行に合わせておきます。

M６×30ボルト（12）をワッシャ（13）、ボス（11）に通し、スライ
ダー中央部の穴に裏から差し込み、メインボディー（10）裏に組
み込まれているナットに取り付けます。（メインボディー内のナ
ットが外れている場合は、メインボディーの蓋を外してナット
をそれにセットしておこなってください。）

スライダー裏の両端についているスライド幅調節のネジをゆるめ、
スライド幅がほぼ28mmになるように調整します。（図４参照）

ステップ２
メインボディー裏のロックピンを中央にスライドしてロックし
ます。スライダーをルーターテーブルにセットします。インナー
ベアリングの溝を内側のトラック（インナートラック）にのせます。

インナーベアリングのネジを締めて、スライダーを前後に動か
しスムーズにスライドするか確認します。横に揺すってがたつ
きがあれば、ネジを緩めてインナーベアリングに僅かに角度を
つけてネジを締めます。

メインボディー裏のロックピンはルータープレートの穴に入り
ロックされます。

ポイント：安全ガードが押されるとロックピンが持ちあが
ってロックが外れ、左右に振ることができます。フェンスは
スライダー両端のバネの力で中央に戻ります。（図２参照）

　

ステップ３
インナークランプノブ（９）を、インナーベアリングを固定してい
るネジに締めこんで取り付けます。クランプノブは、クランプの
平らな面をインナーベアリングに向けると取り外しできます。
クランプの丸い側をインナーベアリングに向けて作業をおこな
います。ノブを締めすぎるとスライダーが動かなくなります。ス
ライダーが浮き上がらず、しかも動きを妨げない程度にノブを
締めてください。

ビスケットジョイナー本体がテーブル面と同じ高さか、もしく
は僅かに高くなるように、必要であればインナートラックをテ
ーブルに取り付けているネジを緩めて高さを微調整してください。

ステップ4
ビスケットカッター（14）をメインボディーから取り外します。
軸径6mmのシャンクで使用する場合は、ボルトをゆるめて
12mmシャンクをカッターディスクから外し、6mmシャンクに
取り替えます。強く締めすぎてネジを切らないよう注意してく
ださい。使用しないシャンクは、無くさないようにメインボディ
ー端の収納場所に挿し込んでおきます。

ビスケットジョイナーをテーブルから取り外します。ルーター
テーブル付属のインサートリング（大）をルータープレートに取
り付けます。ビスケットカッターをルーターのチャックに確実
に締めつけます。

ビスケットカッター下面が、テーブル面より5～7mmの高さにな
るよう調整して確実にロックします。使用する時は、必ずルータ
ーの高さ調節機構が確実にロックされていることを確認してく
ださい。

ステップ5
２種類のウインドウ（16＆17）について説明します。

ウインドウを本体に取り付けることで、手がカッターに誤って
触れる危険を減らし、集塵効率を高めます。これらウインドウは
反転して使用することで5mm～25mmの高さに対応します。

カッターは必ずテーブル面より25mm以下にセットしてください。
25mm以上では使用できません。（図1参照）

ウインドウは内側から外に押すようにすると外れます。最初は
硬くても、使用していく内に簡単に外れるようになります。

ウインドウを取りつけるときは安全ガードで押し込みます。
（図２参照）
使用しないウインドウは、無くさないようにスライドガイドに
取り付けておきます。

ノッチウインドウ（5 -10）を取り付けます。（図１左上参照）

ステップ6
ビスケットジョイナーをルーターテーブルにセットします。電
源からプラグが抜いてあるのを確認し、安全ガードを押さえて
カッターがガードとウインドウに当らないことを確認します。

ドライバーでスライダー裏の両端についているスライド幅調節
のネジを回し、カッターがボディー側面より13mm出るように調
整します。（図３、図４参照）

図３

ポイント：細い部材をジョイント加工する場合などは、スライ
ド幅を少なくし、幅を削ったビスケットを使用します。

安全ガード

リミットストップ
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図７

図６

ステップ７
スライドガイドクランプ（18）をスライドガイド（19）にコーチ
ボルト（20）、ラウンドノブ（21）を用いて取り付けます。

ノブをゆるめてメインボディー端より差し込みます。ノブを締
めるとガイドはボディーに固定されます。（図５参照）

集塵について
ビスケットジョイナーは木屑を吸い取ることができるよう集塵
機が接続できるようにデザインされています。集塵機を使用し
ない場合は、20～30カットごとにメインボディーをたてて、中
にたまった木屑を取り出してやる必要があります。

一般的な掃除機を使用すると、タンクの容量が小さいため木屑
ですぐいっぱいになってしまいます。別売りのトリトンダスト
コレクター（DCJ300）を併用することをお勧めします。ルーター
テーブルに付属の集塵ホースをメインボディー後方の取付口に
左回しに取り付け、集塵機のパイプをホースアダプターにしっ
かり挿し込みます。（８ページの写真参照）

電源に接続する時の注意
ルーターと集塵機の消費電力が合わさると延長コードやコンセ
ントの容量を越える場合があります。その場合、別々のコードと
コンセントを使用してください。特にモーター起動時には瞬間
的に非常に多くの電流が流れます。必ずルーターと集塵機のス
イッチは別々に入れてください。決して1つのスイッチボックス
で２つのモーターを１度に起動するような事はしないでください。

図５

作業方法
ビスケットジョイナーBJJ300は、スライドガイドを取りつけて
も、外した状態でも使用できます。スライドガイドは反転して取
り付けることで、45°と90°のジョイント加工がおこなえます。

カッターの高さ調節
ビスケットカッターの高さ調節は、ルーターの高さ調節機構で
おこないます。必ずしも加工材の中心にカッターの高さを合わ
せる必要はありませんが、少なくとも3mm以上の厚みは残して
ください。（図７参照）

加工材のきれいな（平らな）面を下にして作業すると、溝の高さが
揃い、ズレのないジョイントになります。

線を合わせる
加工材のビスケットを入れる位置に線を入れ、それをウインド
ウまたはメインボディー上面の線に合わせます。（図８参照）　

カッターで切り出した溝はビスケットより多少長くなっています。
横方向への多少のズレは問題ありません。他社製のビスケット
を使用する場合は、溝を延長することもできます。

（８ページの「他社製のビスケットを使用する場合」の項を参照）

X

X

3mm以上の厚みを残す

図８

　警告
安全のため以下の注意事項は必ず守ってください。

● 整理整頓された明るい場所で作業をおこなってください。
● 作業時は必ず保護メガネを使用してください。防塵マスク、

耳栓の使用をお勧めします。
● ルーターテーブルがワークセンター、またはルータースタ

ンドに確実に固定されていることを確認してください。
● 刃の交換やあらゆる調整、またメインボディーを持ち上げ

る時は、必ずルーターのスイッチを切り、電源からプラグを
抜いておこなってください。

● 作業中は絶対に手をカッターに近づけないでください。必
ずノッチウインドウまたはスロットウインドウを正しく
取り付けておこなってください。

● 作業をおこなう前に、電源を切った状態でカッターが安全
ガード、ウインドウに接触しないことを確認してください。

● 電源にプラグを挿し込んだ状態では、絶対に安全ガードを
手で押さえないでください。

● 幅14mm以下の材は加工しないでください。カッターが材
料を貫通し、大変危険です。

● 使用しない時は、工具のスイッチを切り、スイッチボックス
からプラグを抜いてください。

● お子様を作業場に近づけないでください。
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図９

90°ジョイント　
ビスケットを入れる位置の中心に印をつけ、メインボディーの
中心線に合わせます。スライドガイドを加工材にあててノブを
締め固定します。スイッチを入れ加工材で安全ガードを押して
メインボディーをスライドし溝を切り出します。メインボディ
ーを中央に戻し、もう一方の部材をボディー反対側にセットし
同様に加工します。

材の端と端のジョイント
スライドガイドをセットし、一方の端に溝を切り出します。つな
ぎ合わせる加工材の端をメインボディー反対側にセットし同様
溝を切り出します。

溝が完璧に中心にあり、加工材の厚さが同一の場合に限り、メイ
ンボディーの一方に加工材をセットしておこなうことができま
す。

45°マイタージョイント
スライドガイドを逆にセットし、45°に切断した面を内側に向け
ておきます。スイッチは切った状態で加工材を押しつけて安全
ガードを押し込み、正しい位置に加工できるようスライドガイ
ドの位置を調整して溝を切り出します。

加工材をそれぞれ左右にセットして加工します。溝が完璧に中
心にあり、加工材の厚さが同一の場合に限り、メインボディー
の一方に加工材をセットしておこなうことができます。

材の縁と縁のジョイント
平らな面を下にしてつなぎ合わせる板を合わせます。ビスケッ
トを入れる位置に印をつけます。

　
テーブルの正面に立ち、加工材を置いて正しく位置を合わせ、
加工材をしっかりとメインボディーに固定して溝を切り出し
ます。

ポイント：板が反っている場合は、板をテーブルにしっか
りと押さえつけて加工してください。

図10

図11

図12
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図13

図14

図16

図15

図17

Min.
18mm

Min.
18mm

材の縁とパネル面とのジョイント　
つなぎ合わせる部材を合わせてビスケットを入れる位置に印を
つけます。印を合わせることができるよう、縦板には5cmくらい
の長さの印が必要です。縦板を加工する時は必ず手をカッターか
ら離れた位置に置いてください。板は貫通を防ぐためにも最低
18mmの厚さが必要です。薄い板を使用する場合は、リミットスト
ップ（３ページの図４参照）で溝の深さを調節し、ビスケットを削
って加工します。

ベベルジョイント
つなぎ合わせる部材を合わせ、図のようにビスケットを入れる
位置に印をつけます。加工材をメインボディーにしっかり押し
当てます。この時、手の位置はカッターから充分離してください。
加工材がぶれないようにしっかりと固定しておこないます。ぶ
れると溝が大きくなってしまいます。

45°ベベルジョイントでは、厚さが18mm以上の板が必要です。

また、貫通を防ぐため、カッターの高さを上げる必要があります。
(図16参照)

左右の加工を一度におこなう
ビスケットジョイナーの取り扱いに慣れれば、両側に加工材を
セットし、左右一度に加工できます。スライドガイドを正しくセ
ットします。加工材を左右に置いてスライドガイドにしっかり
固定しておこないます。手をカッターに近づけることのないよ
う手の位置に充分注意してください。
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図18

図19

図16

複数のビスケットを使ったジョイント　
ジョイントの強度を高めるには、複数のビスケットを使用します。
最初の溝を切った後、加工材を裏返し、左右逆にセットして同様
に加工します。これで２つのビスケットジョイントができます。
さらにスライドガイドを少なくとも45mm移動してセットし、同
様におこなえば４つのビスケットジョイントができます。ビス
ケットを並列に２個使ったジョイントでは、18mm以上の厚さが
必要です。

加工材の厚さが18mm以上あれば２つのビスケット45°マイタ
ージョイントが簡単にできます。最初の溝を切った後、加工材を
裏返し、左右逆にセットして同様に加工します。45°以外の角度は、
必要な角度に切った木材をスライドガイドに木ネジで取りつけ
ておこないます。

インセットジョイント
厚さの違う材料の場合
は、薄い加工材の下に
必要な厚さの板を敷き、
持ち上げておこないま
す。

ジグの製作
大きな部材を45°につなぐ場合、ジグを製作することをお勧めし
ます。正確な加工が効率良くおこなえます。MDFスライダーに穴
を開け、大きなワッシャとボルトを用いてジグを固定します。
1辺が約200mm程度の二等辺三角形の大きさが良いでしょう。
安全ガードの部分は、動きを妨げないよう切り欠いておきます。

（図21参照）

細い材、薄い材を垂直や45°に支える場合、木片で押さえておこ
ないます。カッターが加工材を貫通する可能性があるので、絶対
に手をカッター付近に近づけないでください。（図22参照）
幅のせまい材をジョイントする場合、ビスケットがはみ出てし
まいます。木工用接着剤で貼り合わせ、乾いた後ではみ出た余分
な部分を削り取ります。コントラストが粋なアクセントになり
ます。
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図21

40mm以下の
場合

図22




