
※平日9：00～18：00
（土・日・祝・年末年始・弊社休日除く）

この一台ですべての作業が行えます

デモ動画配信中！
スマートフォン

鉄材・アルミ・木材



エボリューションプロジェクト“FURY(フューリー)”として展開し
ている商品です。
FURY(フューリー)はDIY/一般ユーザー向け電動工具で、日常
のあらゆる作業をサポートします。
“万能切断”をコンセプトとした切断工具は、１台であらゆる部
材の切断作業が行えます。
FURY(フューリー)専用のチップソーが1枚あれば
鉄材・アルミ・木材・プラスチックなど、あらゆる部材を切断する
ことができます。

鮮やかな緑を基調としたFURY(フューリー)シリーズは
あなたの要望に応え
進化(エボリューション)し続けて行きます。



JANコード:0849713035004付属品
・190ｍｍ万能切断チップソー
・Ｔ型ソーガイド　・六角レンチ

これ一台で鉄材・アルミ・木材を切ることができます。（釘ビス入り木材もＯＫ）

多目的用途：鉄材・アルミ・木材



チップソー１枚で切断砥石約20枚に匹敵する
パフォーマンス。

JANコード:0849713035035付属品
・355ｍｍ万能切断チップソー
・交換用カーボンブラシ　・ゴーグル　・Ｌ型レンチ

ＦＵＲＹ2万能切断機でらくらく切断。耐久性も抜群。

FURY2万能切断機は、専用チップソーにより、一台で鉄材・アルミ・木材を
切ることができます(釘ビス入り木材もOK) 。鉄材切断時においても、
激しい火花を飛散させることもなく、またバリを残すことなく、
きれいに素早く的確に切断します。最大120ｍｍ×180ｍｍまでの角材
切断を可能にしました。1450Wハイトルクモーターを搭載したFURY2
はどんなタフな切断にも耐えうることができます。

多目的用途：鉄材・アルミ・木材



今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフ
オームなどの軽作業者向けに、低価格・高性能でご提供しております。
もちろん専用チップソー 1 枚で鉄材・アルミ・木材を切ることができます
(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して
お使い頂けるツインクランプを搭載。さらに、右手でも左手でも掴める
グリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイ－ルを
取り付けることによってブロック・レンガ・石材等の切断も
可能にしました。

さらにレベルアップした機能で本格作業もお手のもの

JANコード:0849713035066
付属品
・210ｍｍ万能切断チップソー　・ダストバック　・ゴーグル
・耳栓　・縦型/横型クランプ　・サイドホルダー　・六角レンチ

多目的用途：鉄材・アルミ・木材



JANコード:0849713035103付属品
・210㎜万能切断チップソー　・ダストバッグ
・六角レンチ　・固定クランプ

ＦＵＲＹ3-Ｂ万能切断マルノコ、釘ビス入り木材を切断

FURY3Bは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を
実現したホ－ム－ユ－ザ－向けの卓上マルノコです。これ一台で鉄材・
アルミ・木材を切ることができます（釘ビス入り木材もＯＫ）。
また、ダイヤモンドホイール（別売）を取り付けることにより
ブロック・レンガなど石材等の切断も可能となりました。
軽量化で持運び簡単のFURY3Bはハウスリフォ－ム・
ＤＩＹにまさしく理想的な電動工具です。

多目的用途：鉄材・アルミ・木材



この専用スタンドはエボリューションのスライドマルノコをより一層使いやすくするために発売されま
した。
組み立ては簡単手間要らず、持ち運びもスムーズに行え収納場所も小さなスペースでOKです。
調整可能な作業補助アームを使えば長い材料も安心ラクラクで作業が行えます。

付属品
・エンドストップ付補助ローラ×2　・アジャスタブル作業補助アーム×2
・クイックリリースブラケット×2

エボリューション以外のスライドマルノコにも使用可能

スライドマルノコをより使いやすく！

両アームを最大まで引き出すと、1870ｍｍまで
ひろがります。

750mm×1100ｍｍ×620ｍｍ

JANコード:0849713035134



軽量化されたこの切断機は持ち運びカンタンで、専用チップソーにより鉄材・アルミ・木材、そしてプラスチ
ックをすべて1台で切ることができます(もちろん釘が入った木材もラクラク切断できます)。鉄材切断にお
いても、バリを残すことなく、また火花を激しく飛散させることなく、きれいに素早く切ることができます。
45°まで動くクランプ採用で、角度切断も可能にしました。狭くてあまり幅がとれない作業場所にまさにう
ってつけの切断機です。

小型でもしっかり切断。耐久性も抜群。
JANコード:0849713035097付属品

・185ｍｍ万能切断チップソー
・交換用カーボンブラシ　・六角レンチ

ＦＵＲＹ4万能切断マルノコ、釘ビス入り木材を切断

多目的用途：鉄材・アルミ・木材



クロスカット・リップカット・マイターカット・傾斜カット・直線カットと多様性に優れており、さらに大
きいプレート材料の切断も可能です。またコンセプトにある万能切断により多目的にご使用が可能で
すのであらゆる作業場で重宝されます。 頑丈なリップフェンス・クランプおよび切断時の材料の跳ね
返りを防ぐチップソーカバーはより安全性に配慮しています。

JANコード:0849713035158
付属品
・255ｍｍ万能切断チップソー　・レッグスタンド　・プッシュスティック
・補助板（右/左）　・拡張テーブル　・マイターゲージ　・固定クランプ
・リップフェンス ほか

鉄板



穴あけ加工

“FURYツイン”は鉄材・アルミ・木材・プラスチック・そして銅などあらゆる切断用途で使えるよ
うに設計されております。そのパフォーマンスはスピーディーでらくらく簡単、直進性にも優れ
ています。特徴でもある二枚刃システムはお互いの刃が逆方向に回転し切断時に起こりやすい部
材からの反発を抑えます。これは安全性を高めるだけでなく部材の中心部からの切断や狭い場所
での切断、さらにバリの出ない切断面を約束します。まさにあなたが探していた万能切断工具で
す。

JANコード:0849713035189
※ 注意：ブロック・レンガなどの石材は切断できません。付属品

・125mm万能切断チップソー2枚　・補助ハンドル
・キャリーケース　・レンチ　・スティックワックス

3ｍｍの鉄板も切断

125ｍｍのコンパクトサイズ！



FURY HDG200は、
あらゆる熱処理作業時間を大幅に
短縮し、作業効率が飛躍的に
アップします。
例えば、1～2日かかっていた塗料の
乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・
プラスチックの曲げ加工などでも吐出温度が
50℃～550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要な
あらゆる加工に便利に使用していただけます。
また、デジタル・操作ボタンを1か所に集約していますので、
指1本での操作が可能となっており、加工状態を見ながら
作業していただけます。

付属品
・ノズル4種類（へら型・扇型・スポット型・熱反射型）
・スクレーパー　・キャリーケース

乾燥作業

剥離作業

付属品5点とともに保管
持ち運びに便利な専用ケース入りデジタル表示で作業効率UP。加熱作業に最適です。

HDG200 デジタルヒートガン
乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に

特徴：デジタル表示・スムーズな温度調整
JANコード:0849713053947

消費電力：1400Ｗ
吐出温度:50℃～550℃
吐出流量:150ℓ～450ℓ/min
表示方式:デジタル表示（LCD)
本体質量:0.62㎏

はっきり見やすいデジタル表示



アクセサリー

FURYTWIN 125mm

サイズ:185mm
RPM:3900
中穴:20mm
刃数:16

対応機種 FURY4
JANコード
0849713011442

FURY 190mm

FURY 185mm
サイズ:200mm
RPM:8000
中穴:25.4mm

対応機種 FURY3-B
　　　　 FURY3
　　　　 RAGE3-s300
JANコード
0849713035080

DIAMOND 200mm

サイズ:185mm
RPM:8000
中穴:20mm

対応機種 FURY
　　　　 FURY4
JANコード
0849713035028

DIAMOND 185mm

サイズ:210mm
RPM:4000
中穴:25.4mm
刃数:20

対応機種 FURY3-B
　　　　 FURY3
JANコード
0849713035073

FURY 210mm

適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断 適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断

適合材料：石材・ブロック・タイル切断

適合材料：石材・ブロック・タイル切断

サイズ:190mm
RPM:3900
中穴:20mm
刃数:16

対応機種 FURY
JANコード
0849713035011

適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断

サイズ:125mm
RPM:5500
中穴:28mm
刃数:32

対応機種
FURYTWIN125
JANコード
0849713035196
適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断



アクセサリー

FURY 255mm
サイズ:255mm
RPM:2500
中穴:25.4mm
刃数:24

対応機種 FURY5
JANコード
0849713035165

サイズ:355mm
RPM:1600
中穴:25.4mm
刃数:36

対応機種 FURY2
JANコード
0849713035042

FURY 355mm
サイズ:210mm
RPM:5000
中穴:25.4mm
刃数:60
対応機種 FURY3
　　　　 FURY3-B
　　　　 RAGE3-s300
JANコード
0849713035110
(木工専用チップソー）

WOOD 210mm

サイズ:255mm
RPM:5200
中穴:25.4mm
刃数:80

対応機種 FURY5
JANコード
0849713035172
(木工専用チップソー）

WOOD 255mm

適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断

適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断

サイズ:355mm
RPM:4400
中穴:25.4mm

対応機種 FURY2
JANコード
0849713035059

DIAMOND 355mm

適合材料：石材・ブロック・タイル切断

ＲＡＧＥ 210mm

適合材料：鉄・アルミ・木材・プラスチック切断

サイズ:210mm
RPM:4000
中穴:25.4mm
刃数:2４

対応機種 RAGE3-s300
JANコード
0849713035141



エボリューションビルド“RAGE(レイジ)”として展開している
商品です。
RAGE(レイジ)はヘビーユーザー向け電動工具で、あなたの
本格的な切断作業をサポートします。
“万能切断”をコンセプトとした切断工具は、１台であらゆる
部材の切断作業が行えます。
RAGE(レイジ)専用のチップソーが1枚あれば
鉄材・アルミ・木材・プラスチックなど、あらゆる部材を切断す
ることができます。

鮮やかなオレンジを基調としたRAGE(レイジ)シリーズはあ
なたの要望に応え
進化(エボリューション)し続けて行きます。



今までになかった万能切断スライドマルノコを
ヘビーユース向けに、低価格・高性能でご提供しております。
もちろん専用チップソー 1 枚で鉄材・アルミ・木材を
切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツイン
クランプを搭載。さらに、右手でも左手でも
掴めるグリップ&トリガーを採用して
います。
またダイヤモンドホイ－ルを取り
付けることによってブロック・レンガ・石材等の
切断も可能にしました。

JANコード:0849713035127
付属品
・210ｍｍ万能切断チップソー　・ダストバック　・ゴーグル
・耳栓　・縦型/横型クランプ　・サイドホルダー　・六角レンチ

消費電力：1500Ｗ
最大切断深さ(90°)：60㎜
最大切断幅(90°)：305㎜
回転数：3000
質量：11.8ｋｇ

レ           イ           ジ

スライド幅は305ｍｍ。レーザーマーカも標準装備。

耐久性抜群！あらゆる切断作業に最適です。

210ｍｍ ヘビ－ユ－ス用
万能切断スライドマルノコ

アルミ材切断

鉄材切断

石材切断(別売り専用刃装着時)

多目的用途：鉄材・アルミ・木材



エボリューション万能切断シリーズは あらゆる部材を簡単に切断することができます。

エボリューションFURY、
RAGE万能切断シリーズ


