
Vol.17
2011/10

期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格!!!!!!!!
フェルダー

ここにご案内する機械は｢｢｢｢名名名名古古古古屋屋屋屋展展展展出出出出品品品品予予予予定定定定機機機機ででででははははあああありりりりまままませせせせんんんん｣｣｣｣。。。。しかし、メーカーと交渉し、フェルダー製品の良さを、多く

のお客様に知っていただけるよう、｢｢｢｢期期期期間間間間限限限限定定定定特特特特別別別別価価価価格格格格｣｣｣｣を設定。

特に、｢｢｢｢オオオオププププシシシショョョョンンンンパパパパッッッッケケケケーーーージジジジ｣｣｣｣は、フェルダーの魅力をさらに引き上げる、便利なオプションを特価設定した特別モデルです。グレ

ードの高いオプションをご希望のお客様にはまたと無いチャンスです。

特別セール価格の期間は

Mokkitenなごや初日
（2011年11月2日)

今年中
(2011年末)～

第第第第２２２２弾弾弾弾!!!!!!!!

特価設定標準機特価設定標準機特価設定標準機特価設定標準機
FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KKKK700700700700型型型型

テーブルテーブルテーブルテーブル1300130013001300mmmmmmmm 国産横切り盤とほぼ同じ1300mmテーブル
角度切断定規　±45°　軸傾斜メカスケール式

4HP
手動（傾斜メカスケール付帯)
1300mm
±45°
微調整付

メインソー馬力：
軸傾斜、昇降：
テーブル長さ：
定規傾斜：
リップフェンス：

今まで日本で最も販売台数の多いベベベベスススストトトトセセセセララララーーーー機機機機です

\\\\1111,,,,666622220000,,,,888800000000→→→→111144445555万万万万円円円円\\\\1111,,,,666622220000,,,,888800000000→→→→111144445555万万万万円円円円
ケビキ付

\\\\1111,,,,444488885555,,,,111100000000→→→→111133333333万万万万円円円円\\\\1111,,,,444488885555,,,,111100000000→→→→111133333333万万万万円円円円
ケビキ無し

テーブルテーブルテーブルテーブル2050205020502050mmmmmmmm K700型とほぼ同じ機械サイズでテーブルは2050mm
角度切断定規　±45°　軸傾斜メカスケール式

4HP
手動（傾斜メカスケール付帯)
2050mm
±45°
微調整付

メインソー馬力：
軸傾斜、昇降：
テーブル長さ：
定規傾斜：
リップフェンス：

ベストセラーK700＋＋＋＋5555万万万万円円円円で2222000055550000mmmmmmmmテテテテーーーーブブブブルルルル機機機機に手が届く

\\\\1111,,,,666644443333,,,,111100000000→→→→111155550000万万万万円円円円\\\\1111,,,,666644443333,,,,111100000000→→→→111155550000万万万万円円円円
ケビキ付

FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KKKK700700700700PPPP型型型型

プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

テーブルテーブルテーブルテーブル2050205020502050mmmmmmmm 2050mmのスライドソーと縦軸の兼用機
切断、面取り、ホゾ取と何でもこなすマルチマシン

5.5HP
手動（傾斜メカスケール付帯)
手動（傾斜メカスケール付帯)
2050mm
±45°
微調整付

メインソー、縦軸馬力：
鋸軸傾斜、昇降：
縦軸傾斜、昇降：
テーブル長さ：
定規傾斜：
リップフェンス：

大人気のKKKK777700000000PPPPとFFFF777700000000ZZZZが1台の機械に!!

\\\\1111,,,,999944448888,,,,111100000000→→→→111188880000万万万万円円円円\\\\1111,,,,999944448888,,,,111100000000→→→→111188880000万万万万円円円円
ケビキ無し

FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KFKFKFKF700700700700PPPP型型型型

プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

テーブルテーブルテーブルテーブル2500250025002500mmmmmmmm 2500mmのスライドテーブルに1250mmの大きなリップ容量
｢長さ補正角度定規｣が付帯、定規の角度を変えても正確な
寸法を表示

5.5HP
1.5HP
電動（LEDデジタル表示、傾斜時高さ補正機能付帯)
2500mm
±45°（長さ補正角度定規)
1250mm　微調整付

メインソー馬力：
ケビキ馬力：
鋸軸傾斜、昇降：
テーブル長さ：
定規傾斜：
リップフェンス：

\\\\2222,,,,333333335555,,,,333300000000→→→→222211116666万万万万円円円円\\\\2222,,,,333333335555,,,,333300000000→→→→222211116666万万万万円円円円

FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KKKK915915915915PPPP型型型型

プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

パワードライブ
鋸ユニット：
電動昇降、電動傾斜　LEDデジタル表示
軸傾斜時、高さ表示補正機能付

長長長長ささささ補補補補正正正正式式式式角角角角度度度度定定定定規規規規

定規の角度を変更しても、ストッパー

が正確な長さを表示します。

5.625°(32角形)、11.25°(16角形)、

22.5°(8角形)、

15°,20°,25°,30°,35°,40°,45°

＊写真はイメージであり、実機のものではありません。 注１：上記価格に消費税は含んでおりません。
注２：上記価格に国内運賃、納入、据付試運転費用は含んでおりません。
注３：上記価格に刃物代、一次側電気工事費用、集塵工事費用等は含んでおりません。
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有限会社 ホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤ
愛知県犬山市下榎島59-1
TEL　0568-69-2881　FAX　0568-69-2884

有限会社 ホルツテクニカホルツテクニカホルツテクニカホルツテクニカ東京東京東京東京
東京都葛飾区青戸7丁目23番23号
TEL　03-6240-7721　FAX　03-6240-7734

URL:http://www.holzher.jp
　　　http://www.felder-tokyo.jp

URL:http://homepage3.nifty.com/holz/

期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格!!!!!!!!
特別セール価格の期間は

Mokkitenなごや初日
（2011年11月2日)

今年中
(2011年末)～

＊写真はイメージであり、実機のものではありません。 注１：上記価格に消費税は含んでおりません。
注２：上記価格に国内運賃、納入、据付試運転費用は含んでおりません。
注３：上記価格に刃物代、一次側電気工事費用、集塵工事費用等は含んでおりません。

テーブルテーブルテーブルテーブル2000200020002000mmmmmmmm 2000mmスライドソー、縦軸、手押し鉋、自動鉋
1台でほとんどの加工ができます。

4HP(ケビキ無し)
手動　45°
手動　傾斜無し
2000mm
300mm
225mm
±45°
微調整付

メインソー馬力：
鋸軸傾斜、昇降：
縦軸昇降：
テーブル長さ：
手押し、自動鉋幅：
自動鉋厚み：
定規傾斜：
リップフェンス：

ここここれれれれ1111台台台台ででででささささままままざざざざままままなななな加加加加工工工工がががが可可可可能能能能。。。。省省省省ススススペペペペーーーーススススでででで、、、、ししししかかかかもももも低低低低価価価価格格格格。。。。

　・これから木工所を始められる方に

　・機械を集約して、工場の省スペースをお考えの方に

　・教育機関の設備として

　・セミプロの方のアップグレードマシンとして
\\\\1111,,,,666611110000,,,,777700000000→→→→111155550000万万万万円円円円\\\\1111,,,,666611110000,,,,777700000000→→→→111155550000万万万万円円円円

300mm幅の手押し鉋　自動鉋として使用できます。
(加工高さは225mm)

軸傾斜鋸　45°まで
鋸の出 102mm(315mm鋸)

縦軸　軸傾斜無し
面取り、ホゾ取り加工

定規角度切断可能
特定の角度はピンで正確

にセット

さらに、後日オプションのモータイザーテーブルの

ご購入をいただけば、木口加工もできるように、モ

ータイザー用刃物チャックも装備しました。

（鉋ブロックの側面に、刃物がつくような仕様にな

っています)
＊モータイザーテーブルは別途ご購入ください。

鉋刃にはフェルダー式替え刃を

標準装備。

簡単に刃物交換ができ、セッティ

ングゲージ無しで正確なセッティ

ングが可能です。

FELDERFELDERFELDERFELDER
ハンディエッヂバンダー フォルカフォルカフォルカフォルカ

HAMMERHAMMERHAMMERHAMMER
万能機 CCCC3 313 313 313 31型型型型

コンフォート仕様

大型のテーブルトップな

どの重い材料の縁貼り

にとても便利です。もち

ろん、曲面にも貼れます

ので、さまざまなデザイ

ンに対応可能です。

小さな材料の場合は、フ

ォルカをテーブルに固定

し、材料を動かして使用す

ることも可能です。

\\\\555588880000,,,,000000000000→→→→55550000万万万万円円円円\\\\555588880000,,,,000000000000→→→→55550000万万万万円円円円

特価設定標準機特価設定標準機特価設定標準機特価設定標準機
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有限会社 ホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤ
愛知県犬山市下榎島59-1
TEL　0568-69-2881　FAX　0568-69-2884

有限会社 ホルツテクニカホルツテクニカホルツテクニカホルツテクニカ東京東京東京東京
東京都葛飾区青戸7丁目23番23号
TEL　03-6240-7721　FAX　03-6240-7734

URL:http://www.holzher.jp
　　　http://www.felder-tokyo.jp

URL:http://homepage3.nifty.com/holz/

期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格!!!!!!!!
特別セール価格の期間は

Mokkitenなごや初日
（2011年11月2日)

今年中
(2011年末)～

＊写真はイメージであり、実機のものではありません。 注１：上記価格に消費税は含んでおりません。
注２：上記価格に国内運賃、納入、据付試運転費用は含んでおりません。
注３：上記価格に刃物代、一次側電気工事費用、集塵工事費用等は含んでおりません。

オプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージ 便利なオプションをセットにして、特別価格を設定

テーブルテーブルテーブルテーブル2050205020502050mmmmmmmm 長さ補正式角度定規と1300mmアウトリガーのセット
角度切断時にストッパーが正確な角度を表示します

FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KKKK700700700700PPPP型型型型

プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

＋ 長さ補正式角度定規
(1300mアウトリガー付)

例えばこんな仕様で・・・ オプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージ１１１１値引値引値引値引きききき

22222222....6666万万万万円円円円 OFF!!OFF!!OFF!!OFF!!

\\\\1111,,,,777766665555,,,,111100000000→→→→\\\\1111,,,,555533339999,,,,111100000000\\\\1111,,,,777766665555,,,,111100000000→→→→\\\\1111,,,,555533339999,,,,111100000000

オプションパッケージ1・・・大人気の機種K700Pに角度切断を正確に行うオプションをセット

オプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージ２２２２値引値引値引値引きききき

テーブルテーブルテーブルテーブル2500250025002500mmmmmmmm 長さ補正式角度定規、フェンスデジタル表示などのセット
正確な寸法が簡単にセットできます

FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KKKK915915915915PPPP型型型型

プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

＋

＋ ＋

長さ補正式角度定規
クロスカット定規を
2600mm～3200mmへ変更

クロスカットフェンスデジタル表示
（1900mmまで、
1900～3200mは目盛り式)

33331111....5555万万万万円円円円 OFF!!OFF!!OFF!!OFF!!

例えばこんな仕様で・・・

\\\\2222,,,,888899994444,,,,222200000000→→→→\\\\2222,,,,555577779999,,,,222200000000\\\\2222,,,,888899994444,,,,222200000000→→→→\\\\2222,,,,555577779999,,,,222200000000

オプションパッケージ２・・・K915Pに快適な作業と正確さをサポートするオプションをセット

リップフェンスデジタル表示

メインソー馬力：

ケビキソー：

軸傾斜、昇降：

テーブル長さ：

定規傾斜：

リップフェンス：

長長長長ささささ補補補補正正正正式式式式角角角角度度度度定定定定規規規規：：：：

(1300mmアウトリガー付)

4HP

1HP

手動（傾斜メカスケール付帯)

2050mm

±45°

微調整付

付付付付帯帯帯帯

オーバーヘッド鋸カバー

＋

メインソー馬力：

ケビキ馬力：

鋸軸傾斜、昇降：

テーブル長さ：

定規傾斜：

リップフェンス：

長長長長ささささ補補補補正正正正式式式式角角角角度度度度定定定定規規規規：：：：

ククククロロロロススススカカカカッッッットトトトフフフフェェェェンンンンスススス長長長長ささささ：：：：

オオオオーーーーババババーーーーヘヘヘヘッッッッドドドド鋸鋸鋸鋸カカカカババババーーーー：：：：

リリリリッッッッププププ定定定定規規規規デデデデジジジジタタタタルルルル表表表表示示示示：：：：

ククククロロロロスススス定定定定規規規規デデデデジジジジタタタタルルルル表表表表示示示示：：：：

5.5HP

1.5HP

電動（LEDデジタル表示、傾斜時高さ補正機能付帯)

2500mm

±45°

1250mm　微調整付

付付付付帯帯帯帯

3333222200000000mmmmmmmm

付付付付帯帯帯帯

付付付付帯帯帯帯

付付付付帯帯帯帯((((1111999900000000mmmmmmmmままままでででで、、、、1111999900000000～～～～3333222200000000mmmmmmmmはははは目目目目盛盛盛盛りりりり式式式式))))

パワードライブ
鋸ユニット：
電動昇降、電動傾斜　LEDデジタル表示
軸傾斜時、高さ表示補正機能付
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有限会社 ホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤホルツテクニカナゴヤ
愛知県犬山市下榎島59-1
TEL　0568-69-2881　FAX　0568-69-2884

有限会社 ホルツテクニカホルツテクニカホルツテクニカホルツテクニカ東京東京東京東京
東京都葛飾区青戸7丁目23番23号
TEL　03-6240-7721　FAX　03-6240-7734

URL:http://www.holzher.jp
　　　http://www.felder-tokyo.jp

URL:http://homepage3.nifty.com/holz/

期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格期間限定特別価格!!!!!!!!
特別セール価格の期間は

Mokkitenなごや初日
（2011年11月2日)

今年中
(2011年末)～

＊写真はイメージであり、実機のものではありません。 注１：上記価格に消費税は含んでおりません。
注２：上記価格に国内運賃、納入、据付試運転費用は含んでおりません。
注３：上記価格に刃物代、一次側電気工事費用、集塵工事費用等は含んでおりません。

オプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージ 便利なオプションをセットにして、特別価格を設定

オプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージオプションパッケージ３３３３値引値引値引値引きききき

テーブルテーブルテーブルテーブル2500250025002500mmmmmmmm K915Pの上位機種K975Pに便利なオプションをセット
K975P専用鋸ユニットで強力な切断が可能

FELDERFELDERFELDERFELDER
スライドソー KKKK975975975975PPPP型型型型

プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

＋

＋ ＋

長さ補正式角度定規
クロスカット定規を
2600mm～3200mmへ変更

クロスカットフェンスデジタル表示
（1900mmまで、
1900～3200mは目盛り式)

33337777....7777万万万万円円円円 OFF!!OFF!!OFF!!OFF!!

例えばこんな仕様で・・・

\\\\3333,,,,000022225555,,,,555500000000→→→→\\\\2222,,,,666644448888,,,,555500000000\\\\3333,,,,000022225555,,,,555500000000→→→→\\\\2222,,,,666644448888,,,,555500000000

オプションパッケージ３・・・上位機種K975Pをさらに便利にするオプションをセット

リップフェンスデジタル表示

パワードライブ
鋸ユニット：
電動昇降、電動傾斜　LEDデジタル表示
軸傾斜時、高さ表示補正機能付

メインソー馬力：

回転数：

ケビキ馬力：

鋸軸傾斜、昇降：

テーブル長さ：

定規傾斜：

リップフェンス：

長長長長ささささ補補補補正正正正式式式式角角角角度度度度定定定定規規規規：：：：

ククククロロロロススススカカカカッッッットトトトフフフフェェェェンンンンスススス長長長長ささささ：：：：

リリリリッッッッププププ定定定定規規規規デデデデジジジジタタタタルルルル表表表表示示示示：：：：

ククククロロロロスススス定定定定規規規規デデデデジジジジタタタタルルルル表表表表示示示示：：：：

5.5HP

3500/4500/5500

1.5HP

電動（LEDデジタル表示、傾斜時高さ補正機能付帯)

2500mm

±45°

1250mm　微調整付

付付付付帯帯帯帯

3333222200000000mmmmmmmm

付付付付帯帯帯帯

付付付付帯帯帯帯((((1111999900000000mmmmmmmmままままでででで、、、、1111999900000000～～～～3333222200000000mmmmmmmmはははは目目目目盛盛盛盛りりりり式式式式))))

各各各各オプションオプションオプションオプションのののの内容内容内容内容

①①①①長長長長ささささ補補補補正正正正式式式式角角角角度度度度定定定定規規規規
特定の重要な角度が正確にセットでき、さらに

その角度のときに、長さ決めのストッパーの

目盛りが正確な寸法を表示します。

設設設設定定定定ででででききききるるるる角角角角度度度度
5.625°(32角形)、11.25°(16角形)、22.5°(8角形)

15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°

②②②②ククククロロロロススススカカカカッッッットトトト定定定定規規規規デデデデジジジジタタタタルルルル表表表表示示示示
クロスカット定規の位置をデジタル表示。

より正確な寸法を簡単にセットできます。

(デジタル表示は1900mmまで表示可能。

1900mm～3200mmは目盛り式)

①①①①

②②②②

③③③③

③③③③リリリリッッッッププププ定定定定規規規規デデデデジジジジタタタタルルルル表表表表示示示示
リップ定規の位置をデジタル表示。

より正確な寸法を簡単にセットできます。
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