PUJ521

フィンガージョインター

FJJ300

組み立て＆取り扱い説明書

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。

この度は、
トリトンフィンガージョインター（FJJ300）をご購入いただきありがとうございます。この製品は、
トリトンルーターテーブル(RTJ300)にのみ取り付けて使用します。ルーターテーブル(RTJ300)をトリトン
ワークセンターかトリトンルータースタンドに取り付けてご使用下さい。
この製品には、刃径1/2インチ(12.7mm)軸径12mmの専用ビットが1本付属しています。
刃径1/2インチ(12.7mm)軸径6mmの専用ビット、刃径1/3インチ(6.35mm)軸径12mmと6mmのストレート
ビットを使用される場合は別途お買い求め下さい。
組み立てに必要な工具：10mmスパナ、プラスドライバー、クランプ、定規、サシガネ、木槌
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組み立て
ステップ２
（小物部品袋２を使用）

ステップ１
（小物部品袋１を使用)

ペグスペーサー
（10）
をスライダーに取り付けます。ペグス
ペーサーの突起部に
「Ｔ」
と記してある
（スムーズな）
面を上
に向けてスライダーの穴に取り付けます。
（図２参照）

アウターベアリング（１）をスライダー（２）に、M６ 10ス
クリュー
（３）
、
M６ナット
（４）
を用いて取り付けます。
（図１参照）
この時、ベアリングとスライダーの縁を平行に合わせてし
っかりと締め付けます。

固定フェンス
（９）
の４つの穴にペグスペーサーの突起部を
合わせます。Ｍ６ 65コーチボルト（11）、ワッシャ（12）、
Ｍ６ナイロンナット（13）を用いて取り付けます。あまり締
めすぎないでください。

インナーベアリング(５)をスライダーの先ほどとは反対側
に、M６ 30スクリュー（６）、M６フランジナット（７）を
用いて図のように取り付けます。
この時、
ベアリングの溝が
外側を向くように取り付けてください。

トラベルストップ
（17）
をフェンスの下に通します。
（図２参照）
この時、トラベルストップ先端についている丸い突起部が
上を向くようにしてください。

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
ベアリングの溝をルーターテーブル内側のアルミ製のイン
ナートラックにのせます。
この時、
スライダーが少しでもガ
タつくことの無いように、インナーベアリングを僅かに角
度をつけて取り付けてください。良ければ緩むことの無い
ようしっかりと締め付けます。

重要

アジャストスペーサー（19）の突起部のある面を下にして
スライダーの溝に入れて置きます。
アジャストフェンス（18）下面の穴にトラベルストップ先
端の丸い突起部を入れます。Ｍ６ 65コーチボルト（11）、
ノブ
（20）
を用いて締めておきます。

この調整は非常に重要です。ガタつきがある
と加工時に誤差が生じます。製品を組み上げ
た後では調整するのが困難です。スライドが
やや硬くなるくらいにセットします。

アウターブレース（14）をアジャストフェンスのもう一方
の端に取り付けます。Ｍ６ 65コーチボルト（11）をアウ
ターブレースの内側から溝に通しアジャストスペーサー
（19）
を取り付けた後、アジャストフェンスに通してノブ（20）で
締めます。
（図２参照）

ホールドダウンノブ(８)をインナーベアリングスクリュー
に、
右に回しながらゆるめに取り付けます。
※ノブの使い方について
作業する時は、スライダーが外れないようにノブの丸い部
分がインナートラックの下になるように回転します。取り
付け、取り外しの時にはノブの真っ直ぐな面をインナート
ラックに向けておこないます。

アウターブレースのもう一方の側にブレーススペーサー
（15）
をのせて、
Ｍ6 16コーチボルト
（16）
、
ワッシャ
（12）
、
Ｍ６
ナイロンナット
（13）
を用いて取り付けます。
アウターブレースの両側にキャップ（21）を軽く叩き込ん
で取り付けます。
３

集塵について

ステップ３（小物部品袋３を使用)

２つののフェンス上面の溝に、２本のＭ６ 50コーチボル
ト（22）とＭ６ 12コーチボルト（23）をそれぞれフェンス
の端から挿し込みます。
（図３参照）

フィンガージョインターに集塵機を接続するとクリーンで
快適な作業がおこなえます。

アジャストフェンスのノブは1つ取り外して

固定フェンスのフェンスキャップに、ルーターテーブルに
付属のダストホースを左回しに取り付け、集塵機に接続し
ます。

注意 挿し込みます。ボルトの順番に注意してくだ
さい。長- 短- 長の順です。

別売りオプションのトリトンダストコレクター
（DCJ300）
を使用すると、タンク容量が20リットルと大きく、半透明
な容器は塵の量が一目でわかり、家庭用の掃除機も使用で
きます。蓋の部分にフィルターがついており掃除機には塵
が入りません。

フェンスクランプ（24）を、Ｍ６フランジナット（７）を用い
てそれぞれの長いボルトに取りつけます。
（図３参照）
フェンス端からほぼ100mmの位置にそれぞれのクランプ
を置き、向きを真っ直ぐにしてフランジナットを締め付け
ます。ノブ（20）を緩く取り付けます。

集塵をしない場合は、フェンス内に溜まった削り屑を取り
除きながら作業してください。加工材下の削り屑もブラシ
などで取り除きながら作業してください。

MDFサブフェンス（25）を取り付けます。隙間が空かない
ようにそれぞれのフェンスの面に押し付けながらクランプ
を締めつけて固定します。
（図３参照）

セットアップ

サポート
（26）
を短いボルトに通し、
Ｍ６フランジナット
（７）
を用いて、ほぼフェンス中央に取り付けておきます。取り付
ける位置については後で説明します。
１．ルーターに1/2インチまたは1/4インチのカッターを取
り 付 け ま す 。ル ー タ ー の 刃 の 高 さ を 木 材 の 厚 み よ り
右フェンスキャップ（27）と左フェンスキャップ（28）に、
0.5mm高くセットします。
リンクホース（29）を左に回しながら挿し込んでつなぎ合
わせます。ホースでつないだフェンスキャップをフェンス
本製品には、一般的な仕様の1/2インチストレート
に挿し込み、木のブロックなどで軽く叩き込んで取り付け
が付属しています。削り屑が大きくなり集塵を妨げ
ます。
（図３参照）

注意

必要であれば、フェンスとスライダーを取り

注意 付けているナイロンナットとノブを緩めてお
こないます。

残りのフェンスキャップをフェンスの反対側に取り付けま
す。３つのＭ６ 12コーチボルト（23）を固定フェンス右
下の溝に挿し入れます。
（図３参照）

る場合には、専用のストレートビットを別途お買い
求め下さい。1/4インチストレートビッドを使用する
場合は、加工材をゆっくりと押し出すことで削り屑が
小さくなり詰まりを防ぎます。

２．ルーターテーブルにフィンガージョインターをセットし
ます。いったんMDFサブフェンスを取り外します。

フィンガースペーサー（30）と、1/2インチフィンガー（31）
または1/4インチフィンガー（32）
（フィンガージョイント
のサイズにより選択）を真中のボルトに、ワッシャ（12）と
Ｍ6ナット（４）を用い取り付けます。
（図３右下参照）
フェンス裏のビットが通る切り欠きから約25mmアウター
ブレース寄りにセットしておきます。
両側のボルトに、
ワッシャ
（12）
、
Ｍ６ナット
（４）
を用いてフ
ィンガーストップ（33）を取り付けます。取り付ける位置に
ついては後で説明します。

３．アジャストフェンスの２つのノブをゆるめ、固定フェン
スから約10cmの位置に平行にセットし再びノブを締め
ます。
４．フィンガージョインターを手前(ワークセンターのスイ
ッチ側)に引きます。カッターが固定フェンスのカッター
サラウンドに触れていないか確認します。次に、フィンガ
ージョインターをテーブル後方に送り出して、同様にカ
ッターがアジャストフェンスカッターサラウンドに触れ
ていないかを確認します。
※もしも触れている場合は、本ページ左の「組み立て」ステッ
プ４をお読みくださり再度調整してください。

ステップ４（小物部品袋３を使用）
２つのカッターサラウンド（35）AとBの６角形の穴に、そ
れぞれＭ４ナイロンナット（34）を挿し込みます。Ｍ４
10スクリュー（36）を取り付けます。スクリューの頭下は
3mm程度の隙間をあけてください。
（図３左上参照）

５．カッターを２つのフェンスの中間におきます。MDFサブ
フェンスを取り付けます。ルーターのスイッチを入れて
フィンガージョインターを前後に送り、それぞれのMDF
サブフェンスを切削加工します。

1/2インチのフィンガージョイントをおこなう場合は、カ
ッターサラウンドAをフェンス（９）に、Ｂをアジャストフ
ェンス（18）に取り付けます。1/4インチフィンガージョイ
ントをおこなう場合は、1/2インチの場合とは反対に取り
つけます。本体を上下反転して、カッターサラウンドをフェ
ンス裏の切り欠きに奥まで挿し込んでネジを締めます。
（図３左上参照）

注意

４

フェンスのアルミ部分をわずかに削る場合があ
りますが、それによりカッターを傷めることは
ありません。セッティングを変えた後は、MDF
サブフェンスの位置を変えて再び切削してくだ
さい。そうすることで加工材がバリの無い、きれ
いな仕上がりになります。

図 ４A

図 ４B

1/2インチ

図 ５A

1/4インチ

図 ５B

1/2インチ

※図5A＆5Bはスイッチボックス側から見た状態

６．必ず正しいサイズのフィンガーを取り付けてください。
1/2インチのカッターには1/2インチのフィンガーを、
1/4インチのカッターには1/4インチのフィンガーを
取り付けておこなってください。

1/4インチ

ーストップに当てるだけで正確な位置にフィンガーを
セットできます。
７．最初のカットは、
カットストップ
（38）
を取り付けておこ
ないます。
片側は1/4インチ、
もう一方は1/2インチです。
カットストップを取り付けておこなうことで、最初のフ
ィンガーの位置が決定されます。
（図５A＆５B参照)

フィンガーとフィンガーストップを止めているナット
をゆるめます。アウターブレース寄りに、カッターと同
じ幅
（1/2インチ＝12.7mmまたは1/4インチ＝6.35mm）
だけ、
カッターからフィンガーの間隔を開けます。
この時、
カッターの刃の向きに注意してください。ナットを締め
ます。
（図４A&４B参照）

サポートの上にカットストップの溝を入れて置きます。
サポートのナットをゆるめ、カットストップの端をカッ
ターの中心に合わせます。
（図５A＆５Bの ！ 参照）
この時、MDFサブフェンスとカットストップの端は、正
確に90 になるよう直角定規で合わせてください。テス
トカットをおこなった後、必要であれば微調整をおこな
います。

フィンガーストップをそれぞれのフィンガーに当てて
ナットを締めます。この時、1/2インチフィンガーには
スイッチ側から見て右側(アウターブレース側)のフィ
ンガーストップを、1/4インチフィンガーには左側(ス
ライダー側)のフィンガーストップを当ててナットを締
めます。
（図４A＆４B参照）

※ポイント：MDFサブフェンスのカッターの中心がく
る位置に印をつけ、それに合わせて直角定規をテーブル
面に当ててMDFサブフェンスの上部に印をつけます。
２枚のMDFサブフェンスを合わせて、もう一方のサブ
フェンスにも印をつけます。カットストップの端を印に
合わせます。

※使い方について
フィンガーストップは、一度正しく位置を決めて固定す
れば、次からフィンガーのサイズを変える時に、
フィンガ
５

調整方法

警告−安全上の注意
●
●

●

●

決して手をカッターに近づけないでください。削り屑を
取り除く時もブラシなどを使用してください。
電動工具を扱う時は、必ず保護メガネを着用してくださ
い。
また、
防塵マスクやイヤマフ
（耳栓）
の使用をお勧めし
ます。
だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻
き込まれる恐れがあるので着用しないでください。長い
髪は、帽子やヘアーカバー等で覆うか後ろで束ねてくだ
さい。
カッターの交換やあらゆる調整時には、必ず電源からプ
ラグを抜いておこなってください。

１．加工したジョイントを組んでみます。木工ボンドのため
のごく僅かな隙間があるのが理想的です。ゆるすぎたり
きつすぎる場合は、以下の解説に従い、フィンガーの位
置を微調整してください。
フィンガー（31または32）と、フィンガーストップ（33）
の間に隙間がないか確認し、隙間があればフィンガース
トップをフィンガーにつけておきます。

1/2インチジョイント

２枚ずつ加工する方法

ジョイントがきつすぎる場合：
フィンガーをカッターに寄せます。
フィンガーのナット
をゆるめ、ストップとの間にスペーサー(スキマゲージ
か紙など)を入れてナットを締めます。ストップをフィ
ンガーにつけてナットを締めます。

●

※これから加工方法を説明します。実際に製作する前に、
不要な木材で加工の練習をしてください。

ジョイントがゆるすぎる場合：
フィンガーをカッターから離します。
ストップのナット
をゆるめ、フィンガーとの間にスペーサー(スキマゲー
ジか紙など)を入れてナットを締めます。フィンガーを
ストップにつけてナットを締めます。

●

１．２枚の板は、同じ幅、同じ厚さで、角は直角に仕上げた物
を使用します。
２．アジャストフェンスのノブをゆるめ、２つのフェンスで
２枚の板を挟みノブを締めます。この時、MDFサブフェ
ンスと２枚の板は、隙間が無いようにしてください。

1/4インチジョイント

３．フィンガージョインターを手前いっぱいに引きます。

● ジョイントがきつすぎる場合：
フィンガーをカッターに寄せます。
ストップのナットを
ゆるめ、フィンガーとの間にスペーサー(スキマゲージ
か紙など)を入れてナットを締めます。フィンガーをス
トップにつけてナットを締めます。

４．カットストップを取りつけます。
（図５A＆５B参照）
５．２枚の板をずらしてカットストップに押し当ててセッ
トし、クランプなどで固定します。最初のカットの時だ
けは、さらにもう１つのクランプで２枚の板とMDFサブ
フェンスを、決して横方向にずれないように固定してく
ださい。
（図６参照）

● ジョイントがゆるすぎる場合：
フィンガーをカッターから離します。
フィンガーのナッ
トをゆるめ、ストップとの間にスペーサー(スキマゲー
ジか紙など)を入れてナットを締めます。ストップをフ
ィンガーにつけてナットを締めます。

６．集塵に使用する掃除機または集塵機のスイッチを入れ、
次にルーターのスイッチを入れます。板をカットストッ
プとテーブル面に押し当てながら、フィンガージョイン
ターをゆっくりとトラベルストップが当るまで前方に
送り出します。次にゆっくりと手前に引いて最初の位置
に戻します。

２．この設定では最初のフィンガーは半分の幅になっていま
す。
カットストップの位置を変えることで、
最初と最後の
フィンガーの幅を変更できます。カットストップを右に
移動すると最初のフィンガーの幅が広くなり、左に移動
すると狭くなります。
※カットストップの位置は、必ず図７A＆７Bの Ｘ の範
囲内でおこなってください。

７．板を外し、２つのフェンス内に出た削り屑を取り除きま
す。この作業は最初と最後のカット時のみおこないます。
８．カットストップを取り外し、最初の切り込みにフィンガ
ーを入れます。２回目以降のカットを繰り返します。板
がテーブル面より浮くことの無いよう、奥までしっかり
とフィンガーに押しつけてください。特に1/4インチフ
ィンガージョイントなどは、フィンガーが小さくもろい
ので、ゆっくりと少しずつ送り出していきます。

３．フィンガーは板厚より、0.5mm程度長くすると良いです。
箱を作った後で、サンダーをかけるかフラッシュビット
で仕上げると、より美しいジョイントになります。

最初のカットの時だけは、
この辺りをクランプで固
定する

フィンガーの長さが足りない場合は、カッターの高さを
上げる必要があります。
４．組み合わせた板の上下が揃わない場合、以下の項目を確
認してください。
● カットストップがフェンスに対して直角であるか。
● 板同士が、
加工中にずれないようクランプで確実に固
定されているか。
● それぞれの加工材の幅が同じであるか、
また角は直角
であるか。

図６
６

図８

５．先ほどと同じようにフィンガーを加工します。
６．クランプをゆるめる前に片側に印をつけておきます。組
む時は同じ側同士を組み合わせます。

Fig.
7a 1/2インチ
図 ７A

７．フィンガーを組み合わせます。問題がなければ、全ての
ジョイントに薄く接着剤を塗って組み合わせます。この
時、角が直角になっているかを確認してください。
８．接着剤が完全に乾いた後で、サンダーをかけるかフラッ
シュビットで仕上げます。フラッシュビットで仕上げる
場合は、後ろに木片を押しつけておこなうと、最後のフ
ィンガーの損傷を防ぐことができます。

箱を作る
フィンガージョインターを使うと、
見栄えのよい箱が簡単に作れます。
基本的な手順を説明します。
１．フィンガージョイント加工を
おこない接着剤で組み合わせ、
4つの角は面取りをしておき
ます。

Fig.
7b 1/4インチ
図 ７B

２．
蓋と底の板を実際のサイズより少し大きく切り出します。
板の一部を枠内に落とし込むために、段欠きをおこな
います。接着剤をつけ固定します。

４枚を一度に加工する方法

３．サンダーかフラッシュビットを使って蓋と底板の余っ
た部分を削り取ります。

１．４枚の板を同じ幅に切り出します。２組の異なった長さか、
4枚同一の長さにします。必ず幅は平行に、角は直角に切り
出してください。

４．必要であれば、好みの装飾ビット(丸面ビット、サジ面ビ
ット、
45 角面ビットなど)を使って箱の角を仕上げます。

２．フェンスに４枚の板をセットします。カットストップに同
じ長さ同士の板を組みにしてずらしてセットします。板同
士がずれないようにクランプなどで確実に固定します。
（図８参照）

５．最後にテーブルソーを使って、箱から蓋の部分を切り
離します。ノコ刃の高さを板の厚さより1mm高くセッ
トします。切り出したい蓋の高さになるようにリップ
フェンスをセットします。箱の底板をリップフェンス
にあてがい注意して４面を切り離します。

３．６ページの「2枚ずつ加工する方法」と同じ要領で片側を加
工します。
４．カットストップを取りつけます。カットストップは、最初と
同じ向きに取り付けると左右のジョイントの位置が変わり
(8ページの箱を参照)、裏返して取り付けると左右のジョイ
ントが対称になります。好みに応じて使い分けてください。

警告

この作業ではテーブルソーの透明安全ガードを取り外
して作業することになります。手をノコ刃に近づけな
いよう細心の注意を払って安全に作業してください。

加工材を上下反転します。テーブル面とカットストップに
加工材を押し当てクランプで締めます。

７

