
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）、13mmスパナ、巻尺、木槌、※6.5mmのドリル
　　　　　　　　　　　 （※旧型のワークセンターに取り付ける場合のみ）

■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、トリトンワークセンター2000、ワークセンターMK3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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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。

■テーブル＆リップフェンス用部品
  テーブル枠（長）（２）
  テーブル枠（短）（２）
  スケール（２）
  ※ブレース（２）
  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（４）
  Ｍ６フランジナット（１４）
  Ｍ６×10なべ小ネジ（２０）
  Ｍ６六角ナット（８）
  Ｍ６ワッシャ（２０）
  Ｍ６×16スクリュー（４）
  フェンスクランプ（２）

■アウタートラック用部品
  アウタートラック（１）
  ※レグ（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
  Ｍ６×４0六角ボルト（６）
  Ｍ６ナイロンナット（６）
  Ｍ４×10スクリュー（４）
  Ｍ４四角ナット（４）
  ハイストッパー（２）
  Ｍ６×20コーチボルト（２）
  ラウンドノブ（２）
  アングルキャップ（２）
  フラットキャップ（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）
  ◆小物部品袋 ３
  Ｍ６×20コーチボルト（２）
  ラウンドノブ（２）
  Ｍ６×12コーチボルト（４）
  Ｍ６ワッシャー（４）
  ロックラッチ（２）
  Ｍ６×45六角ボルト（２）
  Ｍ６ナイロンナット（６）
  Ｍ６×10スクリュー（２）
  Ｍ６フランジナット（２）
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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。６個のＭ６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１-１参照）

２本のテーブル枠（長）と２本のテーブル枠（短）を図１のよう
に配置します。この時、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）のコーナーブロックにテーブル枠（長）
を差し込み、木槌などで軽く叩いて完全に挿入します。

ステップ２
図２のようにテーブルを裏返し、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
ンジナットに軽く取り付けます。（フランジナットはドライ
バーなどを使って位置を合わせます。）

この時、印刷がされている２つのコーナーブラケットは正
しい位置に取り付けてください。同じ1つのテーブル枠（長）
の両端に付きます。（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）、ワッシャ（６）、六角ナット（９）を使って軽く取り
付けます。（図１-２参照）
　
ブレースをそれぞれのテーブル枠（短）の端から約315mm
の位置に、なべ小ネジ、ワッシャを使ってフランジナットに
仮止めします。ネジは締めないでください。

ここでM６フランジナットが２つ残るはずです。これは後
でジグなどの取り付けに使うことができます。（図９参照）

ステップ３
テーブルを反転して上に向け、スケール（10）をテーブル枠

（長）と、仮止めしているブレース、コーナーブラケットの間
に取り付けます。この時、380mmと1240mmの向きを間
違えないよう注意し、取り付けたスケールの面がテーブル
枠の面と揃うように正しく取り付けてください。（図１参照）

それぞれのスケールの380mm側の端をオーストラリア地

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）に密着させます。スケールの凹部をテーブル枠の凸部に
カチッと完全にはめ込んでください。（図１-３参照）

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
全に角に押し付け、また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ことを確認してください。

テーブルの対角線を測り、２つの対角線の長さを合わせて
角を直角にします。次にコーナーブラケットを仮止めして
いる８つのネジを締め付けます。締めすぎてネジを切らな
いように注意してください。ブラケットの縁が完全にテー
ブル枠に当たるように、２つのネジを交互に徐々に締めて
いきます。

次にブレースブラケット、ブレースの順にネジを締めます。 

ステップ４
２つのインナーベアリング（小）（11）を380mm側のコー
ナーブロックに差し込み、Ｍ６×16スクリュー（12）、ナット

（９）を用いて向きに注意しながら取り付けます。アウタ
ーベアリング（大）（13）を1240mm側に同様に取り付け
ます。（図１参照）

ステップ５
フェンスクランプ（14）をフェンス（15）の溝に取り付けま
す。（図１参照）

テーブルを再び上に向けてください。フェンスクランプの
ねじを緩め、コーナーブロックの部分に四角いベアリング
を挿入し取り付けます。フェンスをスライドさせてみます。
フェンスの動きがスムーズでない場合は、シリコンスプレ
ーなどの潤滑剤（潤滑油は不可）をスプレーすると動きがよ
りスムーズになります。

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）をレグ（20）の溝に差し込み、ハイストッ
パー（17）、ノブ（18）の順に取り付けます。（図３参照）

図のように、フィート（19）をＭ６×４0六角ボルト（22）、



テーブルをセットする際は、必ずインナーベア
リング（小）をインナートラックにかぶせてく
ださい。反対では使用できません。

ロックナット（23）、レグプレート（21）を用いて、レグ（20）
に取り付けます。この時、レグプレートの凸部が内側を向く
ように注意してください。（図３下方の挿入図参照）

また、フットはレグの溝の反対側に取り付けます。フットは
収納の時に折り畳めるようにデザインされていますので、
ボルトはフットがスムーズに折り畳める程度に締めてくだ
さい。

ステップ７
アングルキャップ（24）をレグの底に向きに注意しながら
差し込みます。フラットキャップ（25）をレグの上部に差し
込みます。

ステップ８
スクリュー（26）、四角ナット（27）をクランプ（28）の穴に
仮付けします。（図３参照）

レグクランプをアウタートラック（29）に、スクリューがト
ラックの凹みに合うように注意しながら軽く叩き入れます。

クランプのノブをゆるめ、四角い切り欠きの穴の位置を合わ
せます。レグをアウタートラックの穴に挿し込みクランプの
ノブを締め付けます。次に、キャップのスクリューを締めま
す。

レグストッパーをアウタートラックに当たるまで持ち上げ
ノブを締めます。レグストッパーは、高さを一度調整すれば
次回のセットアップがスピーディーにおこなえます。また、
アウタートラックが加工材の重みで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
サポートブラケット（32）をインナートラック（33）に、コ
ーチボルト（34）、ナイロンナット（９）、ワッシャ（６）を用
いて仮止めします。まだ締めないでください。（図４参照）

インナートラックの短く突き出た方をワークセンターのフ
ロント側（スイッチ側）に取り付けます。コーチボルト（16）
とノブ（18）を図のようにサポートブラケットに、緩く取り
付けます。（図４参照）

コーチボルトの頭を図のようにパネルブラケットの穴に確
実に挿し込み、ノブを締めます。次に、トラックをブラケッ
トに取り付けている4つのナット（９）を締めます。

スキッド（36）のノブをゆるめ（１回転のみ）、インナートラ
ックの端に差し込み、ノブを締めて確実に固定します。この
時、スキッドのプラスチック部分が上に向くように取り付
けてください。反対側も同様におこないます。

ステップ10
２つのロックラッチ（37）をM６×45六角ボルト（38）と
ナイロンナット（23）を用いてトラックのブラケットに取
り付けます。穴の空いた側が上部になるように向きに注意
してください。（図４参照）

ロックラッチが固く動く程度にボルトを締めます。

ステップ11
エンドパネルブラケット（30）（31）をワークセンターの左
側（スイッチボックスの付いている側から向かって）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、ナットを使って取り付けます。エンドパネ
ルブラケットには向きがあります。縁のある側が外に向く
ように取り付けてください。（図５参照）

スクリュー（39）とフランジナット（１）を使ってエンドパ
ネルブラケット下部を固定します。この時点では、まだ締め
ないでください。

注意：お手持ちのワークセンターに、エンドパネルブラケ
ット下部のネジを取り付ける穴が開いていない場合は、イ
ンナートラックを取り外し、エンドパネルブラケットを取
りつけた状態で穴の位置を確認し、ワークセンターのエ
ンドパネルに6.5mmの穴をドリルで開けてください。

（図５参照）

エンドパネルブラケットは、上下に高さを微調整するよ
うになっています。この事を考慮に入れて、パンチで印を
付けた後、正確な位置に穴を開けてください。

トラックのセッティング
ステップ12
まず、ワークセンターの脚がしっかり開いているかどうかを
確認してください。インナートラックをワークセンターに
取り付け、アウタートラックのフットを内側に向けて平行
に置きます。テーブルのインナーベアリングをインナート
ラックにかぶせます。

　

テーブルを前後いっぱいにスライドさせ、アウタートラッ
クを正しい位置にセットしてください。

ステップ13（インナートラックの高さ調整）
スライドテーブルの高さを調節します。スライドテーブル
フェンスをスライドテーブルに図12のように取り付けます。
手前側のベアリングチャンネルのボルトをゆるめ、フェン
スの下面がワークセンターのテーブル面より0.5～１mm
上にくるようにエンドパネルブラケットの高さを調節しま
す。フェンスがワークセンターのテーブルと水平になるよ
うにアウタートラックの高さを調節します。

次に、テーブルをスライドさせてリア側の高さを同様に調
整します。フェンスが水平になるように注意してください。

ステップ14（アウタートラックの高さ調整）
レグクランプノブを緩め、アウタートラックの高さを合わ
せます。フェンスをワークセンターのテーブルに水平にな
るように合わせます。
スライドテーブルをほ
ぼ中央にセットし、フ
ロントとリアのロック
ラッチをスライドテー
ブル裏のスクリューに
ロックさせます。

（図７参照）

スクリューの頭がロッ
クラッチの溝にはまり
テーブルを下方向にロ
ックするように、スク
リューの高さを調節し
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この場合、必ずフェンスはノコ刃に対して平行
にセットしてください。

６

します。スクリューの高さを調整するには、テーブルを外し
ておこなう必要があります。スライドテーブルをスライド
させながら、がたつきがないことを確認してください。

ステップ15（インナートラックの微調整）
次に、インナートラックの位置を微調整して、スライドテー
ブルのスケールが正確に使用できるようにします。

ワークセンター2000に取り付ける場合：スライドテーブル
を取り付けてロックします。ワークセンターのリップフェン
スを取り付けて500mmにセットします。インナートラッ
ク、サポートブラケット下部の４つのナットをゆるめ、ワー
クセンターのリップフェンスとスライドテーブルのフロン
ト、リアのスケールを正確に500mmに合わせます。４つの
ナットを締め付け、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に取り付ける場合：スライドテー
ブルのフェンス先端をワークセンターのノコ刃が出てい
る溝の内側に合わせます。インナートラック、サポートブ
ラケット下部の４つのナットをゆるめ、スライドテーブ
ルを前後に動かしワークセンターに対し、インナートラ
ックを平行にセットします。

スケールを使って、ノコ刃の刃からの距離（スケールの目盛
り）とスライドテーブルのフロントスケールの目盛りが完
全に合うようにインナートラックの位置を調節します。
先ほどの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、距離と平行が出たら４つのナットを
締め付けます。テストカットをおこないチェックします。

以上で、マキシスライドテーブルの組み立て＆調整は終了
です。次の使用方法を良くお読みください。

ホールドダウンクランプの使用方法
大きな板などを
裁断する場合、
ホールドダウン
ク ラ ン プ を 使
って安全で正確
な 加 工 が お こ
なえます。

フェンスクラン
プをゆるめてホ
ールドダウンク
ラ ン プ の 脚 を
板 の 上 に セ ッ
トし、ホイール
を回して板を固定します。（図８参照）

サブフェンスを取り付ける
小物部品袋１に入っていた２つの予備のフランジナットは、
リップフェンスにサブフェンスやジグを取り付ける際に使
用できます。（図９参照）

フェンスクランプを回して、取り付けるサブフェンスの背
面をリップフェンスのフロント側に合わせます。フランジ
ナットを図９のように取り付け、M６ボルトでサブフェン
スを固定します。（※６mmボルトは製品には含まれていま
せん。ナットに合うボルトで取り付けてください。）

 

テーブルをロックしての作業方法
フロントとリア
のロックラッチ
でテーブルを固
定し、リップフ
ェンスを図10
のようにセット
します。ホール
ドダウンクラン
プは使用しない
ので脚はフェン
スの中に入れて
おきます。フロ
ントとリアのス
ケールを使って
リップフェンス
を固定します。

ワークセンターの透明安全ガードの高さを板に合わせて調
節します。板を常にフェンスに押し付けながら裁断してい
きます。非常に大きな板材を加工する場合は、トリトンマル
チスタンド（図11の右端で板をサポートしている）または自
作の補助スタンドを使用するか、他の人の助けを借りてく
ださい。

薄い板材を裁断する場合、エッジサポート（６mm程度の板
が適当）を取り付けるとテーブルに落ち込むのを防ぎます。

（図11参照）

ワークセンターMK３の場合：260～380mmをカット
する場合、1200×200mmの板をスライドテーブルフェ
ンスにホールドダウンクランプを用いて取り付けて作業
してください。

図８

図９

図10

図11
エッジサポート



●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に接触しな
いか、またスムーズにスライドするかを確認してください。

●可能な限りホールドダウンクランプを使用して作業をお
こなってください。

テーブルをスライドさせての作業

クロスカット
フェンスを図12のようにセットして作業をおこないます。
この時、角度の誤差を無くすためにフェンスを手前に引い
てクランプを締め付けてください。

最大1220mm幅までスライドテーブルの目盛りでスケー
ル合わせがおこなえます。さらに長い木材をカットする場
合、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。

フェンスの端が徐々に切断されるのを防ぎたい場合は、フ
ェンス先端部分に木片を木ネジで取り付けておくと良いで
しょう。

パネルソー
パネルソーモードでは、最大1220～1230mm幅（丸ノコの
サイズによって異なる）の板が裁断できます。

図13のようにセットします。この時、角度の誤差を無くす
ためにフェンスを奥側に押した上でクランプを締め付けて
ください。

 

マイターカット（角度切り）
マイターカットは、
図14、図15のどち
らのセッティング
でもおこなえます。

図15のようにワー
クセンターのマイ
ターゲージを使っ
て角度を調整する
こともできます。

まず、ワークセン
ターのマイターゲ
ージを取り付けて

希望する角度にセ
ットし、フェンス
をそれにあてて角
度を合わせクラン
プを締めます。作
業時には、マイタ
ーゲージを取り外
して作業します。

特にマイターカッ
ティングでは加工
材がズレやすいの
で、ホールドダウ

ンクランプで確実に
固定してください。

角度をつけた裁断
角度をつけて裁断したい時（たとえば戸の下部分など）、フ
ェンスに適当な物をはさんでおこないます。（図16参照）

また､図17のようにフェ
ンスに角度をつけてもお
こなえます。この場合、必
ずホールドダウンクラン
プで板材を確実に固定し
て加工してください。

また、ホールドダウンク
ランプだけでは十分に固
定できない場合は、別の
クランプなどで確実にテ
ーブルに固定した上でお
こなってください。
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