
ミニスライドテーブル ETJ１00
組み立て＆取り扱い説明書

■組み立てに必要な工具：プラスドライバー、10mmスパナ（２本）、巻尺

■注意：この製品に含まれる部品の一部は、梱包の都合上インナートラックまたはアウタートラックの中に入っています。
　　　  詳細については、４ページのパーツリストをご覧ください。

この製品は、ワークセンター2000、ワークセンターMK3、コンパクトソーテーブル、新型ルータースタンド(RSJ300)に
取りつけて使用するスライドテーブルです。取り扱いが難しい長い材木や大きな加工材も、スライドテーブルを使用す
れば容易かつ安全に作業できます。

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。
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図３
ワークセンター2000（WCJ200）

図４
コンパクトソーテーブル（TCJ100）

図５
ルータースタンド（RSJ300）
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図6

図７ ワークセンター2000
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■テーブル＆リップフェンスの組み立て
ステップ１
小物部品袋1を使用します。４個のフランジナット（１）
を２本のテーブル枠（長）（２）にそれぞれ挿入します。

（図1－A参照）

２本のテーブル枠（長）と２本のテーブル枠（短）を図のよ
うに配置します。フランジナットが内側に向くようにし
てください。

テーブル枠（短）（３）両端のコーナーブロックにテーブル
枠（長）を差し込み、木槌などで軽く叩き込んで完全に挿
入します。

ステップ２
テーブルを裏返し、コーナーブラケット（４）をM6×10
なべ小ネジ（５）、M6ワッシャ（６）を用いてフランジナ
ットに取りつけます。フランジナットはドライバーなど
で位置を合わせます。２つのプリントされたコーナーブ
ラケットの位置に注意してください。（図1参照）

ブレースブラケット（７）をブレース（８）にM6×10なべ
小ネジ（５）、M６ワッシャ（６）、M６ナット（９）を使い仮
止めします。（図1－B参照）

ブレースを中心にセットします。M6×10なべ小ネジと
ワッシャを通してテーブル枠（長）内のフランジナットに
仮止めします。全てのネジは、まだこの段階では締めつけ
ません。

ステップ３
テーブルの表面を上に向けます。スケール（10）を取り付
けます。スケールは、テーブル枠（長）と、ブレース、コー
ナーブラケットの間に差し込みます。この時、スケール
の380mm側をオーストラリアの地図がプリントされた

コーナーブラケット側のテーブル枠（短）に密着させてく
ださい。スケールの凹部をテーブル枠の凸部に、パチン
と完全にはめ込んでください。（図1－C参照）

この時、必要であればブレース、コーナーブラケットを固
定しているネジを緩めて下さい。

再びテーブル面を下に向けます。コーナーブラケットを
完全に角に押しつけます。又、テーブル枠の端がコーナー
ブロックに完全に入っている事を確認してください。

コーナーブラケット仮止めしている８つのボルトを締め
つけます。締めすぎてネジを切らないよう注意してくだ
さい。ブラケットの縁が完全にテーブル枠に当るよう２
つのネジを交互に徐々に締めていきます。

次に、ブレースを仮止めしている4つのボルトを同様に
締めつけます。

ステップ４
2つのインナーベアリング（小）（11）を、スケール値
380mm側のコーナーブロックに皿ネジ（12）、ナット（９）
を使って向きに注意しながら取り付けます。もう一方の
側にインナーベアリング（大）（13）を同様に取り付けます。

ステップ５
フェンスボルト（14）、フェンススライダー（44）をフェ
ンス（15）に通して、ノブ（18）を取り付けます。

ノブを緩め、コーナーブロック部に四角いベアリング部
を挿入してフェンスをテーブルに取り付けます。

フェンスをいろんな向きにスライドさせてみます。潤滑
スプレー（シリコンスプレーなど）をスライド部分に噴い
てやると動きがよりスムーズになります。

パーツリスト※印のついた部品はインナー＆アウタートラックの中に入っています。
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■テーブル用部品
テーブル枠（長）（２）
テーブル枠（短）（２）
スケール（２）
ブレース（１）
コーナーブラケット（４）
インナーベアリング（小）（２）
アウターベアリング（大）（２）
フェンス（１）
◆小物部品袋１
ブレースブラケット（２）
M6フランジナット（８）
M6×10なべ小ネジ（14）
M6ナット（６）
M6ワッシャ（14）
M6×16皿ネジ（４）
フェンスボルト（２）
フェンススライダー（２）
ノブ（２）

■アウタートラック用部品
アウタートラック（１）
※脚（２）
フット（２）
レグプレート（４）
レグクランプ（２）
◆小物部品袋２
M6×40ボルト（６）
M6ナイロンナット（６）
M4×10小ネジ（４）
M4角ナット（４）
ハイストップ（２）
M6×20コーチボルト（２）
ノブ（２）
アングルキャップ（２）
フラットキャップ（４）
◆小物部品袋４
シム（２）
M6×50コーチボルト（４）
M6ワッシャ（４）
M6ナイロンナット（４）

■インナートラック用部品
インナートラック（１）
サポートブラケット（２）
スキッド（２）
※フロントパネルブラケット（１）
※リアパネルブラケット（１）
TCA／RSAブラケット（２）
スペーサーブロック（２）
◆小物部品袋３
M6×20コーチボルト（長）（２）
ノブ（２）
M6×12コーチボルト（短）
M6ワッシャ（４）
ロックラッチ（２）
M6×45ボルト（２）
M6ナイロンナット（６）
M6×10ネジ（２）
M6フランジナット（２）
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■アウタートラックの組み立て
ステップ６
コーチボルト（16）を脚（20）の溝に差し込み、ハイスト
ップ（17）、ノブ（18）の順に取り付けます。（図２参照）

フット（19）をレグプレート（21）、ボルト（22）、ナイロン
ナット（23）を用いて脚に取り付けます。この時、レグプ
レートの凸面が内側を向くよう注意してください。また
フットは脚の溝の反対面に取り付けます。（図２参照）

脚に通した方のボルトは、フットがスムーズに折りたた
める程度に軽く締めてください。

ステップ７
アングルキャップ（24）を向きに注意して脚の底に取り
付けます。フラットキャップ（25）を脚の上部に取り付け
ます。フット（19）の先端にもフラットキャップを取り付
けます。

ステップ８
レグクランプ（28）の穴に、小ネジ（26）、角ナット（27）を
図のように緩く取りつけます。次に、アウタートラック（29）
の両端に、小ネジがトラック端の窪みに合うよう注意し
ながら軽く叩き入れます。小ネジを締めて固定します。

レグクランプのノブを緩め、四角い切り欠きの穴の位置
を合わせます。脚をアウタートラックの穴に挿し込みノ
ブを締めつけます。ハイストップをアウタートラックに
当るまで持ち上げてノブを締めます。ハイストップは高
さを1度調節すれば、次回からのセットが短時間でおこ
なえます。またアウタートラックが下がるのを防止します。

■インナートラックの組み立て
ステップ９
スキッド（36）のノブを1回転緩めてインナートラック

（33）の両端に挿し込み、ノブをしっかり締めて固定しま
す。(図３、4、5参照)

ロックラッチ（37）をボルト（38）、ナイロンナット（23）
を使ってブラケット部に取りつけます。ロックラッチの
穴の空いた側が上に向くよう、図を見ながら注意して取
りつけてください。ロックラッチがかたく動く程度にボ
ルトを締めます。

※ここからは、取りつける機種によってそれぞれのス
テップに進んでください。

ワークセンター → ステップ10W～15W（６ページ）
コンパクトソーテーブル → ステップ10C～15C（７ページ）
ルータースタンド → ステップ10R～15R（８ページ）

■ワークセンターへの取りつけ
ステップ10W
サポートブラケット（32）をインナートラック（33）の外
側のブラケットにコーチボルト（短）（34）、ワッシャ（６）、
ナイロンナット（23）を用いて仮止めします。まだ締めつ
けません。

この時、インナートラックの向きは長く突き出た側が後
方（図７のX）です。向きに注意してください。コーチボル
ト（長）（16）、ノブ（18）を図のようにサポートブラケッ
トに取り付けます。

ステップ11W
フロントとリアそれぞれのパネルブラケット（30）、（31）
をワークセンターの左側（ワークセンター正面から向か
って）に、ワークセンターのベアリングチャンネルを取り
付けているボルト、ワッシャを使って取りつけます。この
時、縁が折れ曲がっている側が外に向くように注意して
ください。（図６参照）

それぞれのブラケットの下穴にネジ（39）、フランジナッ
ト（１）を用いて取り付けます。

※注意：ワークセンターＭＫ3又は製造番号305000
以前のワークセンター2000に取り付ける場合、ワー
クセンターのエンドパネル側面にパネルブラケット
下部にネジを通すための穴(直径6.5mm)をドリルで
開けてください。パネルブラケットは上下に高さを微
調整するように設計されています。それを考慮に入れ、
パネルブラケットの下穴の位置にドリルの刃がずれ
ないようにパンチなどで印を付けた後、穴を開けてく
ださい。

コーチボルトの頭をパネルブラケットの穴に差し込み、
インナートラックをワークセンターに取り付けます。サ
ポートブラケット下の突き出た部分をパネルブラケット
の穴に完全に入れてノブを締め付けます。4つのナイロ
ンナット（23）を仮締めしてインナートラックをブラケ
ットに固定します。（図７参照）

トラックのセッティング
ステップ12W
ワークセンター2000は、脚の下部を外側に軽く蹴って
完全に広げます。

アウタートラックをインナートラックから約70cm離し
た位置に平行に置きます。インナーベアリング（小）をイ
ンナートラックの上に置いてテーブルをセットします。
テーブルは常にこのようにセットします。逆では使用で
きません。スライドテーブルを前後いっぱいに動かして
アウタートラックの位置を合わせます。
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図10

ステップ13W
次に、インナートラックの高さを微調整します。スライド
テーブルにフェンスを横に取り付け、ワークセンターの
テーブルの上を横切るようにしてノブを締めます。

ワークセンターのエンドパネル横の、2つのサポートブ
ラケットを締めつけているボルトとネジを緩め、スライ
ドテーブルのフェンス下面とワークセンターのテーブル
面の間隔が0.5mm～1mmになるよう前後それぞれ高さ
を調整します。調整が終わればサポートブラケットのネ
ジとボルトを締めます。

ステップ14W
次に、スライドテーブルのリップフェンスがワークセンタ
ーのテーブル面と平行になるようにアウタートラックの
高さを合わせます。調整後はハイストップを持ち上げノ
ブを締めておきます。

スライドテーブルを
中央部にセットし、
前後２つのロックラ
ッチでスライドテー
ブルを固定します。
（図10参照）

インナーベアリン
グ裏のネジの頭で
ロックラッチ溝を
確実に固定するよ
うネジを回して高
さを調整します。

ステップ15W
最後にワークセンターとの間隔を調整します。

※ワークセンター2000の場合：スライドテーブルをロッ
クラッチで固定し、フェンスは取り外します。次に、ワー
クセンターのリップフェンスをセットし500mmに合わ
せます。インナートラックをサポートブラケットに固定
している４つのナットを緩め、インナートラックを横方
向に動かして、スライドテーブル前後の500mmの目盛り
にリップフェンスを真上から見て正確に合わせます。
４つのナットを締めつけ、ワークセンターのリップフェ
ンスを取り外します。

※ワークセンターMK3の場合：スライドテーブルの
フェンス先端をノコ刃が出ている溝の内側に合わせ
ます。インナートラック下部の4つのナットを緩めス
ライドテーブルを前後にスライドさせて、ワークセン
ターに対してインナートラックを平行にセットします。
定規を使ってノコ刃左端からの距離とスライドテー
ブルの目盛りの値が完全に合うようにインナートラ

ックの位置を調整します。先ほどと同じ方法でワーク
センターとの平行をチェックします。以上を繰り返し、
正しくセットできたら4つのナットを締めつけます。
テストカットをおこなって下さい。

以上でワークセンターへの取り付け調整は終了です。
使用方法のページ（９ページ）に進んでください。

■コンパクトソーテーブルへの取りつけ
ステップ10C
TCA／RSAブラケットをインナートラックの外側のブ
ラケットに、コーチボルト（短）（34）、ワッシャ（６）、ナイ
ロンナット（23）を用いて緩く取り付けます。（図４参照)

※注意：インナートラックの向きは長く突き出た側が後
方（図８のX）です。向きに注意してください。

ステップ11C
インナートラックをコンパクトの左側に取りつけます。
コンパクト本体左側のフレームに図８のように取り付け
ます。

前後ともブラケットを閉じ、クランプノブを回して締め
つけます。外すときはクランプノブを半回転緩め、平ら
な面をフレーム側に向けてブラケットを開きます。

トラックのセッティング
ステップ12C
アウタートラックをインナートラックから約70cm離し
た位置に平行に置きます。インナーベアリング（小）をイ
ンナートラックの上に置いてテーブルをセットします。
テーブルは常にこのようにセットします。逆では使用で
きません。スライドテーブルを前後いっぱいに動かして
アウタートラックの位置を合わせます。

ステップ13C
スライドテーブルのフェンスを横にセットしてノブを締
め、コンパクトのテーブル面と水平になるようにアウタ
ートラックの高さを調整します。調整後はハイストップ
を持ち上げノブを締めておきます。

スライドテーブルのフェンス下面がコンパクトのテーブ
ル面より0.5mm～1mm水平に浮いている状態になるか
確認してください。スライドテーブルを前後にスライド
して全体を見てください。必要であればシム（42）を
TCA/RSAブラケットの上部に挟んでインナートラック
を持ち上げます。ここではまだブラケットを取り付けて
いるボルトとナットは緩く締めた状態です。
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ステップ14C
スライドテーブルを中央部にセットし前後２つのロッ
クラッチでスライドテーブルを固定します。（図10参照）

インナーベアリング裏のネジの頭でロックラッチ溝を
確実に固定するようネジを回して高さを調整します。

ステップ15C
最後にインナートラックとコンパクトの間隔を調整し
ます。

スライドテーブルをロックラッチで固定し、フェンスは
取り外します。次に、コンパクトのリップフェンスをセ
ットし400mmに合わせます。（図11参照）

インナートラックを横方向に動かして、スライドテーブ
ル前後の400mmの目盛りにリップフェンスを真上から
見て正確に合わせます。

調整が終われば4つのナットを締めつけ、コンパクトの
リップフェンスを取り外します。

以上でコンパクトソーテーブルへの取り付け調整は終
了です。使用方法のページ（９ページ）に進んでください。

■ルータースタンド（RSJ300）への取りつけ

TCA/RSAブラケット（40）、スペーサーブロック（41）、
シム（42）をインナートラックの内側のブラケットに、コ
ーチボルト（43）、ワッシャ（６）、ナイロンナット（23）を
使って緩く取りつけます。（図５参照)

※注意：インナートラックの向きは長く突き出た側が後
方（図９のX）です。向きに注意してください。

ステップ11R
インナートラックをルータースタンドの左側に取りつけ
ます。スタンド本体左側のフレームに図９のように取り
つけます。

前後ともブラケットを閉じ、クランプノブを回して締め
つけます。外すときはクランプノブを半回転緩め、平らな
面をフレーム側に向けてブラケットを開きます。

■トラックのセッティング

ステップ12R
アウタートラックをインナートラックから約70cm離し
た位置に平行に置きます。インナーベアリング（小）をイ
ンナートラックの上に置いてテーブルをセットします。
テーブルは常にこのようにセットします。逆では使用で
きません。スライドテーブルを前後いっぱいに動かして
アウタートラックの位置を合わせます。

ステップ13R
スライドテーブルのフェンスを横にセットしてノブを締
め、ルーターテーブルのテーブル面と水平になるように
アウタートラックの高さを調整します。調整後はハイス
トップを持ち上げノブを締めておきます。

スライドテーブルのフェンス下面がルーターテーブルの
テーブル面より0.5mm～1mm水平に浮いている状態に
なるか確認してください。スライドテーブルを前後にス
ライドして全体を見てください。必要であればシム（42）
を取り外し、インナートラックの高さを調整します。ここ
ではまだブラケットを取りつけているボルトとナットは
緩く締めた状態です。

図11

図12
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ステップ14R
スライドテーブルを中央部にセットし前後2つのロックラ
ッチでスライドテーブルを固定します。（図10参照）

インナーベアリング裏のネジの頭でロックラッチ溝を確実
に固定するようネジを回して高さを調整します。

ステップ15R
最後にインナートラックとルータースタンドの間隔を調整
します。

※ルーターテーブルRTJ300を使用する場合：スライド
テーブルの目盛りをそのまま読んで加工できます。
12mm（または12.7mm）のストレートビットを取りつ
けます。例えば幅400mmの両辺が平行な板を用意します。
スライドテーブルのフェンスを板の幅と同じ値の目盛
りに合わせます。(図12のA参照）

ビットの刃を真横にした状態で板をフェンスとストレ
ートビットの間に入れて隙間無く合わさるようにイン
ナートラックの位置を合わせます。(図11参照）

また、板とルーターテーブル右端を平行にしてください。
調整が終わればナイロンナットを締めます。(図11参照）

※旧型ルーター＆ジグソーテーブル2000を使用する場合：
スライドテーブルをロックし、目盛りを合わせてフェンス
を平行にセットします。インナートラックを調整して、フェ
ンスとルーターテーブル右端までの距離を同じにします。
(図12のB参照）

調整が終わればナイロンナットを締めつけます。

以上でルータースタンドへの取り付け調整は終了です。
ルーターテーブルの使用方法のページ（11ページ）に進ん
でください。

■ワークセンター＆コンパクトソーテーブル
　で使用する方法

パネルソー
前後のロックラッチでテーブルがスライドしないように
固定してフェンスを縦にセットし、前後２つの目盛りを
同一に合わせます。（図13参照）

パネルソーモードでは常にフェンスをノコ
刃に対して平行にセットします。

必ず透明安全ガード（ノコ刃カバー）の高さを板に合わせ
てセットしてください。板を常にフェンスに押し付けな
がら裁断していきます。

大きな板材を加工する場合はトリトン社のマルチスタン
ド（または自作のスタンド）を使用してください。
（図14参照）

薄い板材を裁断する場合、エッジサポートを取り付け、部
材の落ち込みを防いでください。（図14の吹き出し参照）

図13

図14

エッジサポート

警告
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図15

※ワークセンターMK3で使用する場合：260～
380mmをカットする場合は、1200×200mmの
板をフェンスにクランプで取り付けて作業してく
ださい。

■テーブルをスライドさせての作業方法
※注意：以下に紹介する作業は、テーブルをスライドさ
せて行う作業方法です。実際の作業に入る前に、必ずス
ライドテーブルを前後いっぱいにスライドさせて、フェ
ンスがノコ刃やテーブル面に接触しないか、スムーズに
スライドするかを確認してください。

クロスカッティング（図15参照）
フェンスを図15のようにセットして作業をおこないます。
この時、フェンスの角度誤差を無くすためにフェンスを
手前に引いて２つのノブを締め付けてください。

376mm～最大1040mm幅までスライドテーブルの目
盛りで合わせる事ができます。さらに長い木材をカット
する場合は、フェンスの先端をノコ刃に軽く触れる位置
にセットし切断線をフェンス先端に合わせてカットし
ます。

フェンス先端のプラスチック部分に木片を木ネジで取
り付けると先端部を削ってしまう事がありません。

パネルソー（図16参照）
このモードでは、ほぼ610mm幅の板が裁断できます。た
だし、切断できる板の大きさは丸ノコのサイズによって
異なります。フェンスを図16のようにセットします。

この時、フェンスの角度誤差を無くすためにフェンスを
奥側に押した上で２つのノブを締め付けてください。

図16

マイターカット（角度切り）
角度切りは図17、18のどちらのセッティングでもおこな
えます。

図17

ワークセンター（またはコンパクトソーテーブル）のマイ
ターゲージを取り付けて必要な角度に合わせ、フェンス
をそれにあてて角度を合わせてノブを締め、フェンスを
固定します。（11ページの図18参照）

作業する前にマイターゲージを取り外します。

特にマイターカットでは加工材がズレやすいので、必要
であればクランプなどで加工材を確実に固定しておこな
って下さい。
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テーパーリッピング
わずかに角度をつけて裁断したい時（たとえば戸の下部
分など）、フェンスに適当な厚さのスペーサーをはさんで
おこないます。（図19参照）

また、フェンスに角度をつけてもおこなえます。
（図20参照）

マイターゲージでフェンスの角度を合わせる場合、両端
が平行な板をその間にあてがっておこないます。

Gクランプなどで加工材を確実にスライドテーブルに固
定した上でおこなってください。

■ルーターテーブルで使用する方法
ルーターテーブルをワークセンターまたは新型ルーター
スタンド（RSJ300）にセットしておこないます。

板の縁を滑らかに削る加工
最大幅1000mmまでエッジプレイニング（縁を滑らかに
削る作業）がおこなえます。（図21参照）

スライドテーブルのフェンスを必要な幅にセットします。

※旧型のルーター＆ジグソーテーブル2000（RTJ200）
で使用する場合：ルーターテーブルのリアフェンスをス
トレートビットの側面に合わせ、フロントサブフェンス
をいっぱいに下げてセットします。

図18

図19

図20

図21




