
Kreg ポケットホールジグ

720Pro
T_23410 T_23411 T_23415 T_2346 T_2347

商品名
オフの店 webShop 商品コード

デスクトップ デスクトップ※1 ポータブル※2 ポータブル ポータブルタイプ

加工できる板厚

Kreg ポケットホールジグ

720
Kreg ポケットホールジグ

520
Kreg ポケットホールジグ

320
Kreg ポケットホールジグ

310

13mm～38mm 13mm～※3

ジグの設定 無段階

２本 (152mm・76mm) 1 本 (152mm)

３段階 (13/19/38)

調整のしやすさ

穴あけ用内蔵クランプ

ジョイント用クランプ

あり

付属しません 付属しません付属 (2”フェイスクランプ ×１)

ドリルガイドの穴数 ３ 2※4

19mm/38mm※414mm/23mm/36mm

1※4

なし

ドリルガイドの距離 ー※4

組み立て後 / 据え付け後の家具修理

イージセットドリル

スクエアドライブビット

( 集じん機の接続可能 )

L 型フレーム ( スチール製 )

木くずの排出

収納・保管

( 排出口からの自然排出 )

背面リブ ( スチール製 )

ワンアクション式加工材の固定 トリガー式 クランプの仕様による

ー

ー

ー

ー

Kreg
ドッキング

ステーション
(T_23428)

本体の補強

サポートウィング
( ストレージ )

×２
使用不可

①ジグ背面の小物ストレージ
②サポートウィング内ストレージ
③サポートウィングの折りたたみ可能

ジグ背面の小物ストレージ
(※1)

収納ケース付き

スタンダード
ポケットホールの加工

製品に
標準付属 別売 / 使用可能

使用不可製品に
標準付属 別売 / 使用可能

使用不可製品に
標準付属 別売 / 使用可能

加工 OK

加工できません※5

マイクロ
ポケットホールの加工

加工 OK
別途 T_23423
マイクロポケットドリルガイドキット
(720 用 ) をご用意ください

加工 OK
別途 T_23424
マイクロポケットドリルガイドキット
(520 用 ) をご用意ください

加工できません

①ポケットホールジグ 720 本体
②サポートウィング ×2
③サポートウィング連結コネクター ×2
④集じんアタッチメント (2 個１組 )
⑤ポケットホールジグクランプ
⑥イージーセットドリル + ドリルカラー
⑦シックネスゲージ
⑧スクエアドライブビット 2 本　　
　(76mm+152mm)
⑨サンプルスクリュー
⑩日本語取扱説明書
⑪Kreg ポケットホールガイドブック

※１( 別売 ) ドッキングステーションを追加することで「720Pro」にバージョンアップすることが可能です。※２：( 別売 ) ドッキングステーションを追加することでデスクトップタイプにバージョンアップす
ることが可能です。※３：材料の片側方向からのジョイントの場合は最大 38mm となります。※４：( 別売 )300 シリーズ用エクスパンションキットやスペーサーを追加することで穴数 / ドリルガイド間の距離
を変更することができます。※５：クレッグジグ HD をご使用ください。※６：スタンダードタイプのプラグづくりができます。マイクロ用 /HD 用のプラグ製作は別途プラグカッターが必要です。　商品の仕
様は予告なく変更することがございます。

①ポケットホールジグ 520 本体
③イージーセットドリル + ドリルカラー
④シックネスゲージ
⑤スクエアドライブビット (152mm)
⑥2" フェイスクランプ
⑦サンプルスクリュー
⑧日本語取扱説明書
⑨Kreg ポケットホールガイドブック

①ドリルガイド ×２
②スペーサー ×１
③イージセットドリル + ドリルカラー
④シックネスゲージ
⑤スクエアドライブビット (152mm)
⑥収納ケース
⑦サンプルスクリュー
⑧日本語取扱説明書
⑨Kreg ポケットホールガイドブック

①ドリルガイド ×1
②スペーサー ×１
③イージセットドリル + ドリルカラー
④シックネスゲージ
⑤スクエアドライブビット (152mm)
⑥日本語取扱説明書

製品内容

幅       ： 約 000mm
奥行き：約 000mm
高さ    ：約 000mm

ジグ外形寸法
幅       ： 約 114mm
奥行き：約 315mm
高さ    ：約 118mm

幅       ： 約 114mm
奥行き：約 315mm
高さ    ：約 118mm

幅       ： 約 82mm
奥行き：約 270mm
高さ    ：約 150mm

幅       ： 約 63mm
奥行き：約 180mm
高さ    ：約 30mm

幅       ： 約 25mm
奥行き：約 180mm
高さ    ：約 30mm

ジグ本体の重量 約 2.3kg 約 2.3ｋg 約 900g 約 135g 約 70g

加工 OK
別途 T_23420
カスタムプラグカッタードリルガイド
キット (720 用 ) をご用意ください※6

加工できません

HD
ポケットホールの加工

カスタムポケットホールの製作

アジャスタブル
ストップ

ポケットホールジグ
クランプ

①ポケットホールジグ 720 本体
②集じんアタッチメント (2 個１組 )
③イージーセットドリル + ドリルカラー
④シックネスゲージ
⑤スクエアドライブビット 2 本
  (76mm+152mm)
⑥サンプルスクリュー
⑦日本語取扱説明書
⑧Kreg ポケットホールガイドブック

ポケットホール
ジグ一覧
(2021.2)


