WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
545024

WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
24”（61cm）￥6,200（税込￥6,820）
545036

WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
36”（91cm）￥7,000（税込￥7,700）
545050

WTX Clamp Edge™ルーラーガイド
50”（127cm）￥8,400（税込￥9,240）

545035

●任意の板にクランプで簡単に取付け可能なガイド

545060

WTX25” コネクタ

●各種オプションを使用し計測や切断などを容易に

WTX50” コネクタ

●耐久性のあるヘビーゲージアルミ製

BoraToolはプロフェッショナル向け電動工具アクセサリーのグローバルメーカーです。
より早く、正確、安全に電動工具の使用をサポートします。
特に独自のBora Centipede®ワークスタンドはアメリカを始め世界各国のコントラクター達の間でも
「ムカデ」の愛称で親しまれ、マストツールになっています。
日本初上陸！

￥3,800（税込￥4,180）
￥6,800（税込￥7,480）

●ルーラーガイド延長用コネクタ

Centipede® ワークベンチ / オプションアクセサリー
●生産国：中国

Centipede® センチピード ワークスタンドキット

CK6S 2'x4'

●BORACentipede® は素早くセットアップ可能なスチール製ワークスタンド

￥13,000（税込￥14,300）

●サイズ：61×122×Ｈ76cm ●折畳サイズ：15×23×96cm ●最大耐荷重 2500 lbs. (1133 kg)

●独自のフレーム構造を採用して、衝撃にも強い設計

●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプセット 2 個、キャリーバック付属

●コンパクトに折りたたみ可能でどのような場所でもすぐに利用可能

CTC6 2'x4'【Hi】 ￥16,000（税込￥17,600）

●オプションを利用して拡張可能

●サイズ：61×122×Ｈ91cm ●折畳サイズ：15×23×108cm ●最大耐荷重 2500 lbs. (1133 kg)

※天板や 2x4 木材などはキットには含まれません

542005

542011

542009

544006

WTX トラッククランプ（2PC）
￥2,800（税込￥3,080）

WTX ジグソーガイド
￥900（税込￥990）

WTX 丸鋸ガイド
￥4,400（税込￥4,840）

●入り数：2 ●材質：樹脂、ラバー

●材質：樹脂

●材質：樹脂

●Bora WTX Clamp Edge™専用クランプオプション

●Bora WTX Clamp Edge™専用ジグソーガイド

●Bora WTX Clamp Edge™専用丸鋸ガイド

WTX ルーターガイドプレート
￥7,400（税込￥8,140）
●材質：樹脂
●Bora WTX Clamp Edge™専用ルーターガイド

●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプセット 2 個、キャリーバック付属

CK9S 4'x4'

￥21,000（税込￥23,100）

●サイズ：122×122×Ｈ76cm ●折畳サイズ：22×23×96cm ●最大耐荷重 2500 lbs. (1133 kg)

ガイド

●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプセット 4 個、キャリーバック付属

CK12S 4'x6'

￥28,000（税込￥30,800）

●サイズ：122×183×Ｈ76cm ●折畳サイズ：22×30×96cm ●最大耐荷重 4500 lbs. (2401 kg)
●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプセット 4 個、キャリーバック付属

CK15S 4'x8'

￥32,000（税込￥35,200）

●サイズ：122×244×Ｈ76cm ●折畳サイズ：23×38×96cm ●最大耐荷重 6000 lbs. (2725 kg)
●X-CUP2ｘ4 ブラケット 4 個、クイッククランプセット 4 個、キャリーバック付属

530416

CK6S

Bora Quickcut™ ソーガイド
￥3,600（税込￥3,960）
●ルーラー：35cm、14 インチ ●材質：樹脂、アルミ
●最も一般的な角度 (22.5°45°60°90°) を正確にマーク、

使用例（オプション含む）

測定、切断する際に

530401

544008

Bora MiteriX アングルデュプリケーター
￥6,400（税込￥7,040）

ソープレートリップハンドル
￥7,000（税込￥7,700）
●材質：アルミ、樹脂 ●コンパネに沿っての平行カット
用ソープレート。
●ほとんどの右利きおよび左利きの丸鋸に適合

●折畳み時サイズ：28×4×4cm ●材質：アルミ、樹脂
●コーナー部の角度を測定し、スライド丸鋸などで任意の角度での
カットを容易にする角度複製ツール

クランプ

571124

24" パラレルクランプ
￥6,400（税込￥7,040）

CK12S

CTC6

●サイズ：61cm（24 インチ）

571131

Centipede® オプションアクセサリー

31" パラレルクランプ
￥6,900（税込￥7,590）

540520

スプリングクランプセット（20PC）
￥1,800（税込￥1,980）

CK22TM

●入り数：20 ●材質：樹脂 ●最大開口：1 インチ

Centipede® テーブルトップ 2”ｘ4”
￥11,000（税込￥12,100）

●丈夫なピボットクランプパッド採用

●サイズ：79cm（31 インチ）

571140

●狭い場所にも適したミニクランプ

40" パラレルクランプ
￥7,200（税込￥7,920）

●サイズ：61×121cm 厚さ：18mm●材質：MDF
●最大荷重：2000 ポンド（907kg）
●ドックホール径：
20mm ●ドックホール間隔：芯々 96mm
●Centipede® ワークスタンドに最適なドックホール天板
●折りたたみ可能で容易に持ち運び可能

●サイズ：102cm（40 インチ）

CA0606

Centipede® ノンスリップセット
（6PC）￥2,000（税込￥2,200）

CA0402

571150

Centipede® フックセット
（2PC）￥1,000（税込￥1,100）

●入り数：6 ●材質：樹脂、ラバー

●入り数：2 ●材質：樹脂 ●P トップに取付可能なフック

●本体 P トップ及び、オプションのテーブルトップで

●延長コード、エアホース、ロープなどの収納に最適

50" パラレルクランプ
￥8,000（税込￥8,800）
●サイズ：127cm（50 インチ）

使用可能な滑り止めチップ

●耐締圧力：500kg
●顎部はクッションパッド付き 9cm 幅

CT22N

Centipede®プレーンテーブルトップ
￥12,600（税込￥13,860）
●サイズ：61×121cm 厚さ：18mm●材質：MDF
●最大荷重：2000 ポンド（907kg）
●Centipede® ワークスタンドに最適なプレーン天板
●折りたたみ可能で容易に持ち運び可能

CA0302

Centipede® クイッククランプセット
（2PC）￥1,300（税込￥1,430）
●入り数：2 ●材質：樹脂 ●増設及び交換補修用

※テーブルトップはご利用の Centipede® ワークスタンドによって必要枚数をご購入ください

●P トップに取付可能な板固定用クランプ

CA0506

Centipede® ライザーセット
（6PC）￥4,200（税込￥4,620）
●入り数：6 ●材質：樹脂 ●本体 P トップに取付け
6 インチ（15cｍ）作業位置を高くするライザーセット

551027

ドリルプレスバイス
￥5,000（税込￥5,500）

551025

コーナークランプ
￥5,200（税込￥5,720）

●サイズ：W15×D33×H6cm ●最大口開：10cm（4 インチ）

●サイズ：25×25×H7cm ●最大口開：6cm（2.5 インチ）

●材質：アルミ、スチール ●ドリルプレス（ボール盤）などに最適なバイス

●材質：アルミ ●材料を 90 度で簡単に固定

●クイックリリースボタン付き

●クイックリリースボタン付き

