
御理解を頂いて正しい
　御使用をお願い申し上げます。
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①　機械設置上の注意・並びに芯出し方法

注1

A　・機械を床の上や、2階に設置しないで下さい。　もしどうしても設置する時は、
　　 頑丈な物で補強してください。

B　・機械はコンクリート又はブロックの上に設置するのが最適です。

C　・機械荷造りの下枠は、必ず外して、機械を設置して下さい。
(芯がでません！)

上部ﾁｬｯｸが中心より 上部ﾁｬｯｸが中心より
左に寄っている。又は 右に寄っている。又は
下部ﾁｬｯｸが右に寄って 下部ﾁｬｯｸが左に寄って
いる。 いる。

テーブルを持って機械の搬入・移動は絶対にしないで下さい。

＊例2．3の状態で回転しますと、横振れし鋸刃が折れます！

芯出し方法 脚と地面の間に必ず付属品の鉄板を入れて、
調節ボルトを軽くきかして下さい。

正常
例2．例1． 例3．

○ × ×

床面の高さの不均等が
図のように上部チャック、
下部チャックの狂いと
なって現れます。

上部チャック

下部チャック
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②　芯出し方法手順

1. A図のように、下部チャックが直角になるように
　 前脚の調整ボルト(A1, A2)にて調整して下さい。

2. 下部チャックが直角になったら、テーブル上に、
　 何か定規になるものを置いて、鋸刃より1～2
　 ミリ開けておいて下さい。

3. ベルトカバーの外に出ているプーリーを手で
　 回して、鋸刃を上下させて下さい。

4. 鋸刃が上下した時、定規にした品と等しければ
　 機械の芯は出ております。

5. 後脚の調整ボルト(A3, A4)のダブルナットを
　 固定して下さい。

●　前ページ例1のようになった場合
A3の調整ボルトをしめつけていくと、例3のようになります。
それからA3, A4のダブルナットを固定して下さい。

●　前ページ例2のようになった場合
A4の調整ボルトをしめつけていくと、例3のようになります。
A3, A4ナットを固定してください。

③　本機の特徴

　新型油タンク内に内臓されたクランクロータリーシステムで磨耗はすべて焼入精密
加工でタンク内と油飛末給油にて、円滑に駆動します。
　精密加工を処し、頑丈なメカニズムとアイデアが、皆様の作業性・安全性を高めま
す。
　材料が跳ね上がらないように挽く材の少し上にセットして御使用下さい。
　上部チャックホルダーを取り付け穴4箇所上方に替えることにより、ロング刃が
取り付きます。その時、芯出しが狂わない様に、刻印、またはマーキング等をし
位置を同じ所で止めて下さい。
(発泡スチロール等の柔かい材料は、75ミリまで切削可能です)

(A図)

注2
芯出し不良のまま御使用になりますと、クランク部、上部チャック等が、激し
く損傷しますので、必ず芯出しをしてから御使用下さいます様、お願い申し
上げます。

ロング刃使用可能
(1300S・1500Sのみ)

駆動部

上部チャック及び上下機構

材料押え

定規となるもの

スキマ
1～2ミリ

下部チャック

油タンクベルトカバー

プーリー

(後脚)
A3

(前脚)
A1

(後脚)
A4

(前脚)
A2
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前ページの続き(②本機の特徴)
●鋸刃の調節(微調節)

　 　糸鋸刃の種類・切削材の厚さに適した張りに、
チャックスライドハンドルにて、調節して固定する。
(微調節がスライドハンドルにて可能です)
セットつまみにて固定。

●鋸刃修正(鋸刃の癖とり)
　左図のように材料を真っ直ぐに送り材料を切断して
いきますと、Aまたは、Bのように斜めに切断していく
鋸刃があります。その時は、上部チャックの下端の
蓋の部分を緩め、チャックシャフト全体を癖と反対の
方にふり、真っ直ぐ切断するようにして下さい。

●厚物スプリング
　厚い物・堅い物・切断面の直角度を要求する場合など上部チャック内のスプリングを
取替えてください。

(付属品在中)

●無段変速及び急制動ペダル
　前脚の中程下のペダルを踏んでいきますと、糸鋸刃のストーク数は、順次　1200
～0　S.P.M迄無段変速致します。
そして、下に踏み切ると、急停止します。

●テーブル傾斜

　テーブル中心丸木を傾斜時は、下からたたいて抜いて
から、テーブル下のハンドルを緩めると自在になります。
(1300S・1500Sの場合は2箇所にて止めてあります。)

チャックセットつまみ

チャック
スライド
ハンドル

A B

刃

材
料

丸木
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前ページの続き(③本機の特徴)

●フットスイッチ
　長物加工の時、ハンドスイッチ及び急制動ペダルが、1人では操作出来ないので、
フットスイッチを御使用下さい。

●照明ランプ
　球は普通の電球にて可。耐震電球が最良です。

●集塵口
　特別付属品として上部・下部より集塵出来ます。
(専用小型集塵機400W－100V　・　200V用有り)

④　注油・給油場所とその方法

〔1〕　上部チャック

○　左図イの蓋を外し、油さしにて注油し蓋をして機械を1～2分程度
　ならし運転をして下さい。そして、余分にこぼれ落ちた油をぬぐって
　から作業を始めて下さい。

始業前・午前・午後…各1回数滴注油して下さい。

油質…マシン油

〔2〕　油タンク

○　油タンク前面オイルゲージの目盛りがL近くなったら、
　給油口ボルトを緩めて、目盛りがHになるまで補給して
　下さい。

○　タンク内の油が汚れてきたら、油抜き口の蓋をゆるめ
　油を入れ替えて下さい。

油質…マシン油

〔3〕  モートルベース・ペダル連結部等、随時注油して下さい。　

イ

給油口ボルト

油抜き口

オイルゲージ
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⑤　配線図(概略)

　3相の場合、スイッチ、モートル、電源球が3相となり
ライト(照明用)は、単相(100V)となりますので、コンセ
ントより別に電源を取って下さい。

フットスイッチ

電源コンセント

ライト

スイッチ

電源球

(100V用配線)

注3.
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⑥　故障時の症状とその対策

①「糸鋸刃の折損が今迄より急に激しくなり、回転音が高くなっている。」

〔原因〕 ①　油タンク内にゴミその他不純物が混入して、タンク内の部品が損傷した。

②　油タンク内の油切れによる故障。

〔対策法〕

○油タンク左側のベルトカバーを外しその後
　メタルを外すと、メタルにクランク部がセット
　してあります。ベアリング・ピン等よく点検
　して下さい。

○油タンク右側のフレ止め付
　蓋を外して下部チャックとのセットボルトを
緩め下部チャックを上に抜きクランク外部を
取り出して下さい。スライド面の磨耗を点検
して下さい。

　クランク部の2300ベアリングが損傷した時は、ピンも損傷しています
ので、クランク部全体を取り替えて下さい。弊社にて修理致しますので
ご連絡ください。

メタル

ピン

ベアリング(2300)

ベアリング(6202V V)クランクシャフト

クランクシャフト部

クランク外部

下部チャック取付穴

スライド溝(2300ベアリング)

注4.
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②「糸鋸刃の損傷が序々に激しくなっているが、回転音は変わりなく静かである。」

〔原因〕
①　機械の設置場所が狂っている。
②　上部チャックシャフトが損傷している。(注油不足による)
③　糸鋸刃の張り加減が適当でなく、強く張りすぎている。
　　 バネとバネの底がついている。
④　上部チャック内スプリングが損傷している。

〔対策法〕
①　芯出しの再度実施して下さい。(3ページ「①芯出し方法手順」を参照下さい。)
②　上部チャックシャフトを取り替えて下さい。
③　鋸刃の張り加減を調節して下さい。(4ページ上部「●鋸刃の調節(微調節)」を参照下さい。)
④　上部チャック内のスプリングを取り替えて下さい。

③「機械の回転音が今までより大きくなっている。(鋸刃は折れていない)」

〔原因〕
油タンク内のオイルが少なくなっている。

〔対策法〕
油タンクへ給油して下さい。

④「糸鋸刃を鋸刃止めにして、完全に挟みつけても、すぐに抜けてしまう。」

〔原因〕
①　鋸刃止めが磨耗している。
②　チャック自体が磨耗している。

〔対策法〕

①　Aの箇所をヤスリ等で平らにして
　　から締め付けて下さい。

②　Bの箇所をヤスリ等でチャック部全体
　手直し、又は新品と取り替えて下さい。

A

鋸刃止め図

チャック図
B
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⑤「機械全体が振動横振れする。」

〔原因〕
①　機械設置の基礎が不十分である。
②　芯出しが完全に出来ていない。

〔対策法〕
　2, 3ページを参照して、機械設置及び再度芯出しの実施を
して下さい。

⑥「メタル部及びプーリーからの油漏れ」

〔原因〕
①　メタル内、オイルシートの磨耗
②　クランクシャフトの磨耗

〔対策法〕
①, ②の部品の交換をして下さい。

始動時、回転音が少し大きくなりますが、油タンク内にて油が
潤滑して、1分位で静かな回転音となります。

　スイッチを入れても機械が起動しない場合があります。
その時は、ペダルを踏んでからスイッチを離して下さい。
タンク内の部品がしっくりしている為で、少したつとなじみ
ますので、ペダルにて助けて御使用下さい。

⑦　本機の安全性

　スプリングシステム・急制動ペダル・フットスイッチ・ベルトカバー・パイロットランプ
材料押さえ等、数々の安全対策を施しており、特に安全性の高い機械である。

⑧　用途

　木・プラスチック・ダンボール・金属(鉄板・銅板・鉛・アルミニウム板・薄いステンレス板)
等、全ゆる加工材に使用。大きな能力を発揮します。

　　 厚物加工

木材で　50～140mmの厚物を加工するときは

をご利用ください。ランマ等の横に長いものの加工にも最適です。

注5.

注6.

トランサー　JFM1000
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⑨　糸鋸刃

糸鋸刃は良質のものを御使用下さい。機械と共に当社ブランド・
手づくり鋸刃をご愛用下さい。

●糸鋸刃サイズ表

その他
　金属用スリ目・アサリ付・木工用アサリ付
　ステンレス刃・トムソン専用刃等ございます。
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⑩　仕様

不明なことがありましたら、気軽にご連絡下さい。

〒671-2122
兵庫県姫路市夢前町置本71-1

TEL: 079-337-3670
FAX: 079-337-3660
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