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プレーナーアタッチメントキット

トリトンプレーナーアタッチメントキットをご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書をよく読み、正しい組み立て方と使用
方法を学んでください。８ページの安全上の注意点を守って作業してください。第三者が使用する場合も、必ずこの取扱説明書をよく読んで
から作業してください。組み立て調整はやや複雑ですが、この取扱説明書にしたがって正しくおこなえば、高精度な加工が効率良くおこなえ
ます。また、電動カンナを手持ちで使用する場合の取り付け取り外しも簡単におこなえます。

組み立て＆取り扱い説明書
(ワークセンター2000用)

EPJ001

警告 ご使用の前に必ずこの組み立て＆取り扱い説明書を良くお読みになり、製品について
十分ご理解の上で、正しくご使用ください。

この「組み立て＆取り扱い説明書」では、
一部で電動カンナのことをプレーナー
と呼称していますのでご注意ください。

※ 注 意
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M６フランジナット
ハンドルクランプ
ナットキャリアー
M６×30mmコーチボルト（短）
ラウンドノブ
フロントテーブルブラケット
フロントピボットブラケット
リアテーブルブラケット
リアピボットブラケット
フロントハイブラケット
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M６×45mmコーチボルト（長）
ハイインディケータ
スケールラベル
プレッシャーフィンガー
スプリング
プレーナーガード
キャップ
スイッチボックス
M４×12mmタッピングスクリュー
トリガーストラップ
ダストホース
プラスチックチェーン
ダストバッグ
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トグル

※フロント側のブレースには
スイッチボックスへ取り付け
るための穴があります。

※リア側の部品
組み立て図



電気カンナをシャーシに取り付ける
アライメントプレート（1）をプレーナーシャーシ（2）にM４スク
リュー（3）、フランジナット（4）を用いて取り付けます。ドライバ
ーでしっかりと締めつけます。（図１参照）

フロントクランプ（5）をM６×20mmスクリュー（6）、ワッシャ
（小）（7）、ナット（8）を用いてシャーシに取り付けます。（ナット
はクランプのベース部に納まります。）（図２参照）まだ締め付け
ないでください。電気カンナ前方側面の穴に円錐状のクランプ
先端が入るようになります。（図３＆４参照）
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クランプは電気カンナ側面の穴の位置にあわせて移動させるので
まだ締め付けないでください。

梱包箱にあるミシン目の入っている部分を４つ切り離します。
４つの厚紙の上にシャーシを置きます。（図５参照）

この時、アライメントプレートを取り付けているスクリューネ
ジの頭は組み立てをしているテーブルの端に出して、テーブル
面に当らないようにします。

電気カンナの切削深さ目盛りを「0」に合わせ前後のベースを揃
えます。図５のように電気カンナを置きアライメントプレート
にリアベース側面をつけます。必要であればアライメントプレ
ートの位置を変えてください。

ウイングノブ（9）を、クランプボルト端の６角形部分に被せて軽
く叩き入れます。ウイングノブを、クランプ先端の円錐状の部分
が電動カンナ側面の穴に入るまで回します。（図５参照）

この時、クランプ先端が穴の中心になるように位置を正しく合
わせてください。そうしないと、クランプを締めつけた時、カン
ナの位置が動いてしまいます。

正しくセットできたらフロントクランプのネジを締め固定しま
す。電気カンナのリアベース側面をアライメントプレートにピ
ッタリとあてがいながらウイングノブを締めます。締め過ぎに
注意してください。

リアクランプ（10）をM６×20mmスクリュー（長）（６）、ワッシ
ャ（小）（７）、ナット（８）を用いて取り付けます。ウイングノブを
先程と同じように取りつけ、電気カンナのハンドルに軽くあた
る程度に締めます。締めすぎると位置がズレてしまうので注意
してください。（図６参照）

必要であれば、クランプを反転してください。電動カンナの形状
によりハンドルを押さえる場所が見つからない場合は、クラン
プを下側の溝に取りつけ、ハンドルのさらに下部を押さえます。

図１

アライメントプレートを真ん中の位置に取りつけます。電気カンナ
によって左右の穴の適した方を選択してください。

図２

電気カンナをセットして
から締めつけます。

図３

ほとんどの電気カンナの場合

クランプ先端を電気カンナ
側面の穴に差し込みます。

図４

高い位置に穴がある場合は、クラ
ンプを反転して取りつけます。

Black&Decker 
KW713の場合は、
ハンドル部分の穴
に取り付けます。
長方形の穴には取
りつけることはで
きません。

図５

図６

４枚の厚紙をシャーシの下に敷く。

アライメント
プレートを取
り付けている
ネジの頭をテ
ーブルの外に
出しておく。

アライメントプレ
ートにカンナベー
ス側面を当てる。

締め過ぎないように
してください。



ワークセンターへの取りつけ
ワークセンターのテーブルを取り外して
裏返します。

ハンドルブラケット（11）をM６×６mmスクリュー（12）、ワッシ
ャ（大）（13）、M６フランジナット（14）を用いて図のように取り付
けます。電気カンナのベースがテーブル面と平行であることを確
認し、ブラケットの下部をハンドルに押し当てながらドライバー
でネジを締めます。（図７参照）

ハンドルクランプ（15）をM６×６mmスクリュー（12）、ワッシャ
（小）（７）、M６フランジナット（14）を用いて取り付けます。ナット
はハンドルクランプの溝に収まります。ハンドルクランプを電気
カンナのハンドルに押し当てながらネジを締めます。（図８参照）

リアクランプを半回転～１回転締めます。ハンドルが確実に固
定されているか確認します。

電気カンナのリアベースに定規をあててシャーシまでの隙間を
確認します。（図９参照）

定規とシャーシの隙間は２～３mmにしてください。このとき
左右の隙間は同じ値になるよう、必要であればリア、フロントク
ランプを調整してください。

電気カンナのベースに定規をあて前後のベースが一直線である
ことを確認し、シャーシ両端の角パイプまでの長さを測り、カン
ナがシャーシに対して平行にセットされているか確認します。

（図10参照）

電気カンナ後方の隙間は前方に比べ同一もしくは１～２mm以
内で少なくしてください。決して後方が前方より高くならない
ように注意してください。ハンドルブラケット（図７＆８）で微
調整します。

※ポイント：作業中に材料が電気カンナのベースとフェンスの
間に挟まれる傾向があれば、リアベース側の隙間を1～2mm減
らすことで解決します。リアベースとシャーシの隙間を再度確
認してください。（図10参照）

M６フランジナット（14）を裏返して、ナットキャリアー（16）に
はめ込み、テーブル裏
の補強フレーム端にあ
る穴にそれぞれ差し込
みます。

（図11参照）

M６×30mmコーチボ
ルト（短）（17）とラウン
ドノブ（18）をフロント
＆リアテーブルブラケ
ット（19＆20）にそれ
ぞれ取りつけます。

（図12参照）
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図７

図８

図９

図10

図11

図12

ハンドルブラケット
を押し当てる。

クランプをハンドル
の横と下に押し当て
てネジを締める。

左右とも２～３mm隙間がある。

前後の隙間が等しい。

フランジナットの
向きに注意。

※テーブルブラケットとピボットブラケットがすでに組んである
場合は、スライドさせて分けてください。
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ナットを締めます。ラウンドノブ（18）を両方のハイブラケット
に取り付け、プレーナーシャーシを取り付けやすいように、わず
かに外側に傾けた位置でノブを締めます。（図18参照）

M６×16mmスクリュー（短）（12）、ワッシャ（小）（7）を用い、そ
れぞれのテーブルブラケットをナットキャリアーに取り付けま
す。ブラケットを内側に押してネジを締めつけます。（図13参照）

ブラケットの向きに注意してください。（切り欠きを外に、ラウン
ドノブを内側に向けます。）

フロント＆リアピボットブラケット（21＆22）をテーブルブラ
ケットのプラスチックと金属板の間に、切り欠きが噛み合うよ
うに奥まで差し込み、ノブを締めます。この時、プラスチックス
トップが内側に向くよう注意して取り付けてください。
（図14参照）

ブレース（25）とフロント＆リアハイブラケット（23＆24）を、M６
×16mmスクリュー（短）（12）、ナイロンナット（26）、ワッシャ
ー（小）（７）を用いてピボットブラケットの内側に取り付けます。

外側からM６×16mmスクリューをピボットブラケットの穴に
通します。ブレースのナイロンナットが付いている方をTスロッ
トの反対側に向くようにしてください。ワッシャーを通し、次にハ
イブラケットを通しますが穴が多くある方を外側に向けて取り
付けてください。最後にワッシャーとナイロンナットで軽く締
めておきます。

穴の開いているブレースはテーブルTスロットの反対側に取り
つけます。この時、ブレース先端に付いているトグル（プラスチ
ックのフック）の向きを間違えないように注意してください。
（図15参照）

テーブルをワークセンターに取り付ける
テーブルブラケットのノブがゆるんでいないことを確認します。
ブレース先端のトグルをワークセンターのベースチャンネルの
上にのせます。（図17参照）

ナットを緩めてトグルがカクンと外れる位置に調整します。
（図17の挿入図参照）テーブルを持ち上げることなく、確実に支
える位置に合わせてください。

図13

図14

押す

切り欠きを外側に、ラウンドノブを
内側に向けて取りつける。

ピボットブラケットをプラスチッ
クと金属板の間に差し込む

プラスチックストップ
は内側を向く

切り欠きを噛み
合わせる

図15

Tスロット

ピボットブラケットの内側に取りつけ、
ボルトを溝に入れる

向きに注意する

穴の開いているブレースは
フロントに取りつける
（Tスロットの反対側）

図16

図17

図18

1枚のワッシャはナットの下に
もう1枚のワッシャはハイブラ
ケットとブレースの間に取り
付ける

テーブルブラケットに
奥まで差し込みノブを
締める。

トグルの位置を調整

カクンと外れる

わずかに傾けてノブを締める。



リア（REAR）シールも同様に貼りつけます。

電気カンナを上までいっぱいに持ち上げます。

プレッシャーフィンガー（30）をハイブラケットにM６×30mm
コーチボルト（短）（17）、スプリング（31）、ワッシャ（小）（７）（※
スプリングの両側に入れる）、M６ナイロンナット（26）を用いて
取り付けます。（図25参照）

両方のプレッシャーフィンガーを内側に向けます。

プレッシャーフィンガーは４段階に高さを変えたり、使用しな
い時は向きを変えることができます。

プレッシャーフィンガーを手前に起こして突起部を穴から外し
て高さ、向きを変えます。（図26参照）

プレーナーシャーシを手で支
えながらセットし、M６×45
mmコーチボルト（長）（27）を
差し込みます。（図19参照）

ハイインディケータ（28）を
通した後、ラウンドノブ（18）
を取り付けます。
（図20参照）

シャーシをいっぱいに持ち
上げノブを締めます。ピボッ
トノブを緩め、シャーシをテ
ーブル面に対して垂直に起
こし、ノブを締めます。（図
21参照）

直角定規をあてプレーナー
ベースがテーブル面に対し
て直角であるか確認します。

プレーナーベースが垂直の
位置で止まるように、フロン
ト・リアのアングルストップ
のネジをゆるめ上下に移動
して位置を合わせ、ネジを締
めておきます。

高さ調節のノブをゆるめ、カ
ンナ刃の上部先端とテーブ
ル面を揃えます。

平らな板をテーブルに置き、
カンナ刃の先端が板の裏面
にあたる位置でノブを締め
ます。
（図22参照）

左右のシャーシ角パイプか
らハイブラケット先端まで
の長さを合わせて水平に調
整します。
（図23参照）

再度、カンナ刃先端とテーブル面が揃っていることを確認し、必
要であれば再度調整をしてください。

スケールラベル（29）をハイブ
ラケットに貼りつけます。

「FRONT」と記してあるラベル
の裏紙をはがして、スケールの
「0」目盛りをフロント（電気カ
ンナ先端側）のハイインディケ
ータの上端に合わせ貼りつけ
ます。

この時、ミリの目盛りがハイイ
ンディケータの面になるよう
に貼りつけてください。
（図24参照）

図19

図20

高さ調節ノブ

ピボット
ノブ

プレーナーベースがテ
ーブル面と垂直になる
ようにアングルストッ
プの位置を調節図21

図22

高さ調整
ノブ

図23 カンナ刃が板の裏にあたる位置に合わせる

上端にスケールの
「０」を合わせる。

図24

図25

スプリング
の両端にワ
　ッシャを
入れる

プレッシャーフィン
ガーを内側に向ける

図26

６



プレーナーガード（32）の蝶ネジをゆるめ、シャーシ手前の角パ
イプに奥まで差し込みます。ガードを手で支えながら蝶ネジを
締め固定します。（図27参照）

シャーシ後方の角パイプにキャップ（33）を取りつけます。

スイッチボックス（34）を、手前のブレースにM６×12mmタッ
ピングスクリュー（35）を用いて取り付けます。スイッチボック
ス裏の下２つの穴に締め込んで固定します。（図28参照）

電源からプラグが抜けていることを確認し、電気カンナのスイ
ッチを引きトリガーストラップ（36）を取り付けます。

（図29参照）

その日の作業が終われば、必ずトリガーストラップをゆるめて、
電気カンナのスイッチを戻して、中のバネをリラックスさせて
ください。

赤いストッププレートを押してスイッチが切れていることを確
認し（図31参照）、電気カンナのプラグをスイッチボックスに差
し込みます。延長コード（10アンペア以上のもの）を用いてスイ
ッチボックスに電源を引きます。

指でスイッチを押すと電源が入り（図30参照）、ストッププレー
トを押すとスイッチが切れます。（図31参照）

ダストホースを差し込み、曲げて、プレーナーシャーシの溝にプ
ラスチックチェーン（38）を差し込んで回し、しっかりと固定し
ます。（図32参照）

ダストホースにダストバッグ（39）を被せ、口を絞って取りつけ
ます。（図33参照）

作業するとバッグは削り屑でいっぱいになるので、バッグ底が
地面に着くようにセットします。

後ろの角パイプ
にはキャップを
取り付ける

プレッシャーフィン
ガーは内側に向ける

図27

図28

図29

図30 図31

図32

図33

７



プレーナーアタッチメントキットの能力を最大限に引き出すため、ガイドとしてワークセンターのリップフェンスを利用することを
お勧めします。フリーハンド（材料を手でプレーナーベースに押し当てながらの作業）でおこなっても、削り深さが不正確になりがちで
す。可能な限り、ワークセンターのリップフェンスを併用して作業することをお勧めします。
丸ノコや電気カンナを使った作業で、ワークセンターのリップフェンスを利用し、正確に、途中で止まらず一気に作業するためには、こ
れから説明するジグを作ることをお勧めします。ベニヤ板などの薄い加工材の縁の処理には、これらのジグをより簡単にしたもので大
丈夫ですが、厚みのある加工材で２回に分けて削る場合は、強くてがっしりしたハイフェンスジグをお勧めします。

シンプルジグの製作
327×1000mmの板を切り出します。（厚さ19mm程度のMDF
材、ベニヤ板など）丸ノコをいっぱいに下げてノコ刃をテーブル
下に収め、透明安全カバーを取り外します。

リップフェンスを「0」に合わせ、リップフェンスと電気カンナの
リアベースにピッタリとジグが収まるよう必要であれば製材し
ます。ジグがワークセンターに固定するよう25×25mm程度の
角材を両端に取りつけます。

図に点線で示している500×250mmの部分を切り抜くと、丸ノ
コと透明安全ガードのセッティングを変えることなく作業でき
ます。

ハイフェイスジグの製作
図２のようなジグを作ります。フェンスの高さは80～150mmと
しテーブル面に対し垂直になるように正確に作ってください。

ワークセンターに固定するよう外足の両端に角材をストッパー
として取りつけます。

ストッパーを取り付ける前に、ワークセンターのリップフェンス
を「0」にセットし、ワークセンターのリップフェンスに、ジグのフ
ェンスをあてがいながら外足を電気カンナで削り、正確な幅に製
材します。

※ポイント：外足はネジで止め
ておくと、電気カンナの角度を
微調整したときなどにも対応
できます。

● 必ずプレーナーガードを取り付けて作業してください。
● 作業中は絶対に手をカンナ刃に近づけないでください。
● 細い材料を加工する場合、右図のように押し棒を使っておこなって下さい。
● あらゆる調整、整備をおこなうときは、必ずメインスイッチを切り、電気カンナ

のスイッチを戻してからおこなって下さい。
● 材料は、常にフロント側（スイッチがついている側）から送ってください。

作業手順
● 不要な材でテストカットをおこなって電気カンナが90°に立ち上がっているか確認します。必要
　であれば電気カンナシャーシの角度調整をおこなって下さい。（図21参照）
● 手だけで材料を誘導して作業するとき以外は、電気カンナの切削深さを最大にセットしておこな
　って下さい。
● 電気カンナのモーターに負荷を掛け過ぎないよう、材料を送り出すスピードやリップフェンスで
　削り深さを調整して作業してください。
● プレッシャーフィンガーは、手持ちで作業する時、または段欠き加工の時以外は、必ずセットして
　おこなって下さい。シンプルジグを使う場合は、いつもプレッシャーフィンガーは最も低い位置に
　セットしてください。ハイフェイスジグを使う場合は、材料のほぼ半分を削る位置に高さを合わせ
　てください。
● 高く長い加工材や幅の狭い加工材を削る場合は、ハイフェイスジグを使用してください。
● 板などを削るときは、電気カンナの高さを時々変えて使用する刃の位置を変えるとカンナ刃の寿
　命が伸びます。（右図参照）

作業の前に

8

警告 - 安全上の注意

高さ調節ノブ
を緩めカンナ
刃の高さを変
えると刃の持
ちが良くなる

図１

ストッパーとなる
板材を付ける

ストッパーとなる
板材を付ける

25×25mmの角材

図２



作　業

フリーハンド作業
フリーハンド（材料を手でプレーナーベースに押し当てながら
の作業）でおこなっても、きれいな木肌を削り出すことはできま
すが、削り深さが不正確になりがちです。可能な限り、ワークセ
ンターのリップフェンスを併用して作業することをお勧めしま
す。

フリーハンドで作業する場合は、特に手をカンナ刃に近づけな
いように常に注意を払いながら作業してください。

一定の切削深さに加工する

ステップ3 ： 材料を電気カンナのリアベースとワークセンターの
                  リップフェンスの間に置きます。隙間ができないよ
                  うにリップフェンスを寄せ、ロックレバーで固定し
                  ます。
※注意：この時、前後の目盛りは同じ値にしてください。

ステップ4 ： 一旦材料を取り外し、削り取る幅だけフェンスを狭
                  めて固定します。（例えば1mm）
ステップ5 : プレッシャーフィンガーをセットします。
ステップ6 : スイッチを入れ、材料を止めることなくゆっくりと
                  送り出して削っていきます。

ジグを使って一定の切削深さに仕上げる
ステップ1 ： ワークセンターを使って必要な幅より1辺に付き
                  1～2 mm（カンナの切削幅）広く切り出します。
                  （プレーナーアタッチメントキットが邪魔になる
                  場合は、ピボットノブをゆるめて外側に倒します。
                  （上図参照）
ステップ2 ： 材料を削り出す幅にリップフェンススケールの値
                  を合わせ、ジグをセットします。必要であれば丸ノ
                  コを下げて透明安全ガードは取り外しておきます。
ステップ3 ： スイッチを入れ、材料を止めることなくゆっくりと
                  送り出して削っていきます。

ステップ1 ： プレッシャーフィンガーは使用しません。
　　　　      （６ページ図26参照）
ステップ2 ： 電気カンナのフロントベースを調節し切削深さを調
　　　　　　節します。（電気カンナのフロントベースを利用する
　　　　　　作業方法の１つです。）
ステップ3 ： 材料をプレーナーベースに押し当てながらまっすぐ
　　　　　   送り出します。

ステップ1 ： プレッシャーフィンガーを一旦材料から外します。
                  （６ページの図26参照）
ステップ2 ： 250～940mmの板の場合、ワークセンターのフェ
                  ンスを通常通り左にセットしておこないます。幅が
                  250mm以下の場合は、フェンスのスケール部を反
                  対側に折り、ワークセンター左から差し込んでセッ
                  トします。

※注意：この場合、スケールの目盛りは正しくないので、ジグを
作ることをお勧めします。
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一度では削れない高さの加工材の場合
材料を反転して再度削ることで、カンナ切削幅のほぼ２倍の幅
まで削ることができます。８ページで紹介した「ハイフェイスジ
グ」を取り付けておこないます。

この加工では、ごくわずかな誤差でも、切削面に段差が生じてし
まいます。不要な材でテストカットをおこない、十分な微調整を
してください。（６ページ参照）

美しい仕上がりには真っ直ぐで質の良い木材を選ぶことも重要
です。曲がったり、ねじれたり、へこんだりした木材は修正でき
ない場合があります。へこんだ部分のある木材を加工する時は、
ジグのフェイスの高さが少なくとも加工材と同じ高さであるよ
うにし、まず木材の出っ張った部分を削るようにしてください。

カンナだけで45°の角度に仕上げることもできますが、より効率
良く作業するには、ノコで45°に加工した後、電気カンナで仕上
げ加工をします。

小さな材料を加工する場合、手をカンナ刃に近づけないように
十分注意しておこなってください。可能な限り、押し棒、ジグな
どを使用して、安全に作業してください。

ステップ1 ：

ステップ2 ：

ステップ3 ：

ハイフェイスジグをセットし、ワークセンターのリ
ップフェンスを必要な幅に合わせてロックします。
プレッシャーフィンガーの位置を合わせ最初の切
削をおこないます。
材料を反転して２度目の切削をおこないます。

（上図参照）
材料を送る手がカンナ刃に近づかないように注意
して作業してください。

段欠き
使用するプレーナーの最大切削深さまで段欠きがおこなえます。
深い段差を削り出すときは数回に分けておこないます。

プレッシャーフィンガーは使用しません。
（6ページの図26参照）
必要な切削幅に、ハイブラケットのスケールを使
って高さを合わせます。
ワークセンターのリップフェンスまたはジグをセ
ットして必要な深さまで切削加工を繰り返します。
段欠き加工をする時は、プレッシャーフィンガー
は使用できませんので、必ず加工材をリップフェ
ンスやジグのフェイスに押し当てるように注意し
て作業をしてください。

ステップ1 ：

ステップ2 ：

ステップ3 ：

あらかじめワークセンターで1～2mm広く45°に
加工しておきます。
プレッシャーフィンガーを邪魔にならない位置に
移動します。（6ページの図26参照）
ワークセンターの丸ノコを下げ、透明安全ガード
を取り外します。リップフェンスの45°面を電気
カンナ側に向けて取り付けます。
材料を置き、電気カンナのリアベースと材料の隙
間が無くなるようにリップフェンスの位置を調整
してロックします。
プレッシャーフィンガーをセットします。
最初の切削加工をおこないます。
フェンスの位置を必要な切削深さ分だけ移動し再
度おこないます。（例えば0.5mm～１mm程度）
ステップ７を繰り返します。

ステップ1 ：

ステップ2 ：

ステップ3 ：

ステップ4 ：

ステップ5 ：
ステップ6 ：
ステップ7 ：

ステップ8 ：
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ステップ１ ：

ステップ２ ：

ステップ３ ：

ステップ４ ：

ステップ５ ：
ステップ６ ：
ステップ７ ：

ステップ８ ：

ベベルリッピングガイドを使った角度仕上げ
効率の良い作業をするために、丸ノコで角度切りをした後、プレ
ーナーアタッチメントキットで仕上の加工をおこないます。

小さい材料を加工する場合は特に、手をカンナ刃に近づけない
ように十分注意しておこなって下さい。ベベルリッピングガイ
ドの取扱説明書で説明しているように、サンドペーパーを貼り
つけた板などを使い安全に作業してください。

ワークセンターとベベルリッピングガイドで、材
料を必要な角度に１～２mm広く切り出します。
プレッシャーフィンガーを邪魔にならない位置に
移動します。（６ページの図26参照）
ワークセンターの丸ノコを下げ、オーバーヘッド
ガードを取り外します。ベベルリッピングガイド
をセットします。
材料を置き、電気カンナのリアベースと材料の隙
間が無くなるようにリップフェンスの位置を調整
してロックします。
ワークセンターのパネルとベベルリッピングガイ
ドの目盛りの位置を確かめ、ベベルリッピングガ
イドが平行になっていることを再度確認した上で
ガイドのトラック上に印を付けておけば、今後の
目印となり便利です。
プレッシャーフィンガーをセットします。
最初の切削加工をおこないます。
フェンスの位置を必要な切削深さ分だけ移動し再
度おこないます。
ステップ７を繰り返します。

ワークセンターMK3を使った作業
下図のようなジグをセットして作業します。

スライドテーブルを使った作業
リップソーモード
スライドテーブルをロックしておこないます。ワークセンター
のリップフェンスを使った場合と作業方法は同じです。

フェンスを必要な幅にセットし、ジグをスライドテーブルのホ
ールドダウンクランプまたはCクランプで固定しておこないま
す。（下図参照）

パネルソーモード
テーブルをスライドしておこなう場合は、プレッシャーフィン
ガーは使用しません。電気カンナの切削深さを調整し、材料をフ
ロントベースに当てます。ずれないようにホールドダウンクラ
ンプまたはCクランプで固定しておこないます。

角が直角でない板を、パネルソーモードで直角に仕上げる場合、
90°未満の角を前方にセットしておこないます。
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プレッシャーフィン
ガーは使用しない

ホールドダウン
クランプで加工
材を固定する




