次世代のソーチェーン&ガイドバーが誕生！
軽さと強度を兼ね備え、作業時の負担を軽減。
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チェーン

ソーチェーン

オレゴン 史 上 最 高 の 切 れ 味 。

A BETTER SAW
STARTS HERE.

より軽く！

より強く！

より長持ち！

より早く！

よりシャープに！

より簡単に！

アルミニウム製コアの

航空宇宙産業の

新設計のノーズと

カッターデザインの改良により、

新デザインと

目立てが簡単なので、

採用により軽量化し、

接着技術により、

バーレールの強度アップにより

切削スピードがアップし、

研磨テクノロジーで実現した、

鋭い切れ味が持続し、

取り扱いやすさが向上。

比類ない強度を実現。

耐久性が向上。

作業時の疲労も軽減。

これまで以上のシャープな切れ味。

効率的な作業が可能。

すべてにおいて新設計のスピードカットバーは、軽量化と強度アップを同時に実現。耐久性もすぐれており、
プロのユーザーにトップパフォーマンスを約束します。
●ピッチ：.325

●ゲージ：.050

スピードカットチェーンは、カッターのデザインはもちろん、製造工程までを新たに見直して設計、開発されま
した。これまでのソーチェーンを超える、新時代のチェーンです。

●ノーズ径：大／小

アルミニウムのコアを採用した新設計のスピードカットガイドバー。
潤滑性が向上
Lubritec™ による
最適なオイル供給。

バーレールの耐久性向上＊
熱処理工程を改善。

ノーズの剛性向上
先端開きや摩耗への
耐性がアップ。

強度アップ＊
新接着技術を採用したバー貼り合わせ方法により、
バー曲がりが 20% 減少。

カッティングをスピードアップする新カッターデザイン。
UV 塗装工程を一新
●バー溝内側への塗料の侵入を防止。
●バーゲージの正確性を確保。

20% 軽量化＊
コア（中板）を軽量な
アルミニウム製に。

オレゴン プロ用軽量ガイドバー
スピードカット

コントロールカット

™

屑掃けを改善したことにより、
切断効率が向上＊。

＊オレゴン

＊オレゴン プロライトバーとの比較

切断面が狭いナローカーフ
のガイドバー。スピードカッ
トチェーンと組み合わせる
ことで、高いパフォーマンス
を発揮します。
●ピッチ：

.325
.050

● ゲージ：

●ノーズ径：大／小

12

11

先 端 の 径 が 小 さくキック
バックが少ないという特徴
を 持 つ、標 準 的 な ガ イド
バーです。

先端の径が大きい標準的な
ガ イド バ ー で、プ ロ ユ ー
ザーの幅広い用途にご使用
いただけます。

●ピッチ：

●ピッチ：

●ノーズ径：小

●ノーズ径：大

.325
● ゲージ：.050 ／.058 ／.063

.325 および3/8
● ゲージ：.050 ／.058 ／.063

エリック・ブラウムスター

（製品開発マネージャー）

一番すぐれたチェーンの、
さらに上を目指して…。

カッターのエッジの比較

ンピューターにより高度に制御、
管理。
多軸
研磨、
リアルタイム品質管理、CBNホイー
ルテクノロジーなどオレゴンならではの技

高いレベルで実現することでした。つまり、
10

95VPX チェーンとの比較

95TXLチェーンのカッター研磨工程は、コ

く、ガイドバーに求められるすべての要件を

12

目立て角度とカッターの寿命が
ひと目でわかるインジケーター。

コンピューター制御で正確に研磨したシャープなエッジ。

私たちが目指したのは、ただ軽いだけでな

10

新しいカッターデザインにより、
切削スピードが向上＊。

正確な目立てができるように
設計されたカッターとガレット。

ガイドバーに求められる
すべての要件を高いレベルで実現。

バーサカット

より正確な目立てが簡単にできるよう改良＊。

より高い剛性と頑丈さ、そして軽さを合わせ

術により、
上質なエッジの仕上がり精度、
品

持つバーの開発です。見た目はこれまでの

質安定性の向上などを実現しています。

バーとあまり変わりませんが、使用している

その他の改良ポイント

すべての素材やパーツが新開発です。まず、アルミ合金をコア素材とす
ることで軽量化し、ユーザーの負担を軽減しました。コア素材と外側のラ
ミネート板の接着には、特殊な接着剤を全面に塗布し、高い剛性と頑丈
さを実現しました。ノーズ部分も、ベアリングの素材や製造方法を見直す
ことで寿命を飛躍的に延ばしています。ぜひ試してみてください。
お 届 け す る の は 信 頼 で す。

ブラント・ジャパン株式会社 〒220 -6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2丁目3番5号 クイーンズタワー C 12F
オレゴン・カッティング・システムズ TEL
（045）682-4433 FAX（045）682-4434 http://www.oregonproducts.jp

スピードカットチェーンの開発にあたって私た
スピードカット用 95TXLチェーン

ちは、オレゴン製品の中でいちばんすぐれた
チェーンをベンチマークとして、それを上回
ることを目指しました。そのために、製造工程

95VPXチェーン（現行品）

切れ味がアップ

新研磨テクノロジーにより刃先のバリが減少し、面相度
が向上して切れ味がアップしました。

切れ味が持続

研磨テクノロジーの高度化により、エッジの仕上がり精
度とともに切れ味の持続性も向上しました。

仕上がり品質が向上

チェーンの品質安定性の向上により、チェーンの外れなど
のリスクが低減。ガイドバーの摩耗低減にもつながります。

サム・ハッツェル

（プロダクト・デザイン・エンジニア）

までも根本的に見直し、変革しています。
開発のポイントとなったのはカッターのデザ

イン変更です。切り屑を2度切りしないよう屑掃けを改善し、高い切削効
率と切れ味を実現しました。また、目立てのしやすさも追求し、切削角度
の変更により、目立て後も切れ味が落ちにくいよう工夫しています。
スピードカットチェーンは、プロのユーザーに自信を持っておすすめでき
る製品です。
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すべての素材やパーツが新開発です。まず、アルミ合金をコア素材とす
ることで軽量化し、ユーザーの負担を軽減しました。コア素材と外側のラ
ミネート板の接着には、特殊な接着剤を全面に塗布し、高い剛性と頑丈
さを実現しました。ノーズ部分も、ベアリングの素材や製造方法を見直す
ことで寿命を飛躍的に延ばしています。ぜひ試してみてください。
お 届 け す る の は 信 頼 で す。

ブラント・ジャパン株式会社 〒220 -6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2丁目3番5号 クイーンズタワー C 12F
オレゴン・カッティング・システムズ TEL
（045）682-4433 FAX（045）682-4434 http://www.oregonproducts.jp

スピードカットチェーンの開発にあたって私た
スピードカット用 95TXLチェーン

ちは、オレゴン製品の中でいちばんすぐれた
チェーンをベンチマークとして、それを上回
ることを目指しました。そのために、製造工程

95VPXチェーン（現行品）

切れ味がアップ

新研磨テクノロジーにより刃先のバリが減少し、面相度
が向上して切れ味がアップしました。

切れ味が持続

研磨テクノロジーの高度化により、エッジの仕上がり精
度とともに切れ味の持続性も向上しました。

仕上がり品質が向上

チェーンの品質安定性の向上により、チェーンの外れなど
のリスクが低減。ガイドバーの摩耗低減にもつながります。

サム・ハッツェル

（プロダクト・デザイン・エンジニア）

までも根本的に見直し、変革しています。
開発のポイントとなったのはカッターのデザ

イン変更です。切り屑を2度切りしないよう屑掃けを改善し、高い切削効
率と切れ味を実現しました。また、目立てのしやすさも追求し、切削角度
の変更により、目立て後も切れ味が落ちにくいよう工夫しています。
スピードカットチェーンは、プロのユーザーに自信を持っておすすめでき
る製品です。

NEW

スピードカットシステム
ソーチェーン&ガイドバー
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.325

ソーチェーン

精巧なバーのグルーブ（溝）によって
磨耗を減らしています。
熱処理工程を変更し、耐久性が
アップしています。

™

.325

オレゴンの
スピードカットシステムとは

システムでの使用により、
より高いパフォーマンスを発揮！

スピードカットシステムは、プロの過酷で高度なニーズに応え

より鋭く、スピーディーなカッティングを可能にするスピード

るため新たに設計、開発された、まったく新しいソーチェーン

カットチェーンと、軽 量 化・強 度 アップを 同 時 に実 現したス

＆ガイドバー。小型から中型まで（排気量 55ccまで）のチェン

ピードカットバー。これらの製品は、システムでご使用いただ

ソーに最適化されています。スピードカットチェーンとガイドバー

くことにより、その性能を最大限に発揮します。

を組 み 合わせることにより、正 確、スピーディーで効 率 的な
次世代のナローカーフシステム を体感できます。
※

グリースを精密に塗付しています。

※ナローカーフシステム：通常のスペックと比較してアサリ
（切り）幅を狭く

マキタ

ハスクバーナ

スチール

オイルを最適に供給し、ソーチェーンとガイドバーの摩耗を軽減。
スピードカットに搭載した次世代給油システム LubriTecTM。
LubriTec TMはオレゴンが開発した次世代給油システム。新設計のデザ

インによりオイルの潤滑効率を高め、ソーチェーンとガイドバー両方の
寿命をより長く保って、スピードカットシステムの性能を支えます。
ソーチェーン

ガイドバー

●ドライブリンク

オイル穴

①

ダム

②

①

④
③
④

オイルが供給されるオイル穴（①）のすぐ後ろにダム（②）のよう
にオイルを溜めておくことで、オイルの潤滑効率を高めていま
す。また、オイル 穴に角 度をつけることで、バ ーレー ル 上 面 部
とノーズ方向へオイルが流入するように導き、オイル穴の詰ま
りも防いでいます。
さらに、オイル穴の径を従来よりも小さくすることにより、オイ
ルの流入スピードを上げ、広範囲へ行き渡りやすくしています。

Lubritec™ の

Lubri Tec 機構により

チェーンとガイドバーへの
オイル供給が安定するので、
磨耗が減少し、
寿命も延びます。
新しい UV 塗装によりバーグルーブ内側への

塗料の付着を防止します。
現在の軽量バーと比べて
また、使用時に、より正確なチェーンの
より硬く強い設計です。
ガイディング（ガイドバー上の）を可能にしました。

新しい特殊鋼材を使用したベアリングと
スプロケットノーズアッセンブリーが、
ガイドバーを先端の開きや磨耗から守ります。

品番

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

15"(38)

.325"

.050"

95TXL064EJ

150TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

MS271, MS280, MS291

16"(40)

.325"

.050"

95TXL067EJ

160TXLGD025

MS260, MS261

18"(45)

.325"

.050"

95TXL074EJ

180TXLGD025

G4211,G4501

DCS430, DCS520, DCS540

246XP, 339XP,346XP, 543XP

ドライブリンクとタイストラップ の オイ ル 溜 まり
（①②）を新たに設 計し、よりオイル が 溜まりやす
い形状としたことにより、チェーンの全周にわたっ
てオイルの供給効率が向上しました。
また、ドライブリンクのオイルチャネル（③）は、特
に摩 擦 係 数 が 高 い 箇 所（④）へ 適 切にオイル が 供
給される設 計とすることで、ソーチェーンの 動き
をスムーズにして摩耗を防いでいます。

オイル潤滑の
しくみ

スチール

13インチ/33cm

15インチ/38cm

16インチ/40cm

18インチ/45cm

÷2

チェーン
タイプ

コントロールカット
品番

バーサカット
品番

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

20インチ/50cm

バー長さ
インチ
（センチ）

ピッチ

ゲージ

CS-3600,CS-3900,CS-4000,CS-4500

16"(40)

.325"

CSVE397,CSV3900/40CL-95,

18"(45)

.325"

CSV3900H/40CL-95

20"(50)

E1039, E1045, E1048
E1038S-400TVP,393

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

G4211,G4501

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

―

＊

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

―

＊

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

―

＊

共立エコー

ハスクバーナ

②

タイプ

型式名

マキタ

③

●タイストラップ

ゲージ

メーカー名

ゼノア

スピードカットバー

ピッチ

型式名

コントロールカット・
バーサカット

新ダイワ

チェーン

バー長さ
インチ
（センチ）

メーカー名
ゼノア

ループチェーン
品番

標準小売価格

品番

長さ

標準小売価格

130TXLBD025
130TXLBK095
130TXLBK041＊
150TXLBK095
150TXLBK041＊
150TXLGD025
160TXLBK095
160TXLGK095
160TXLBK041＊
160TXLGD025
160TXLGK041＊
180TXLBK095
180TXLGK095
180TXLBK041＊
180TXLGD025
180TXLGK041＊
200TXLBK095

¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥10,500（税別）

95TXL060EJ
95TXL064EJ
95TXL066EJ
95TXL067EJ
95TXL068EJ
95TXL072EJ
95TXL074EJ
95TXL080EJ

60コマ
64コマ
66コマ
67コマ
68コマ
72コマ
74コマ
80コマ

¥4,720（税別）
¥4,930（税別）
¥5,040（税別）
¥5,140（税別）
¥5,250（税別）
¥5,460（税別）
¥5,570（税別）
¥5,990（税別）

バーの長さ

したことにより、少ないパワーで効率的に切断できるチェーンとバーの
組み合わせ。

ガイドバー

微小な屑の進入を防止することによって、
厳しい状況下でより耐久性を発揮します。

ガイドバー

÷2

スピードカットバー

ナローカーフのアイコンで、ガイドバーとソーチェーンの互換性を確認できます。

コア（中板）にアルミニウムを使用し、
20 ％の軽量化を実現しました。

スピードカットシステム

ガイドバー適用表

DCS430, DCS520, DCS540

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

339XP, 246XP, 346XP,

13"(33)

.325"

.058"

21BPX056EJ

138PXLBK095

―

543XP

15"(38)

.325"

.058"

21BPX064EJ

158PXLBK095

158VXLGK095

＊発売予定

チェーン＆バーコンボ
品番

ガイドバー

チェーン

標準小売価格

578482
578764
580863

160TXLBK095
180TXLBK095
180TXLGD025
160TXLGD025
160TXLGK041
180TXLGK041

95TXL066E
95TXL072E
95TXL074E
95TXL067E
95TXL066E
95TXL072E

¥11,000（税別）
¥12,000（税別）
¥12,000（税別）
¥11,000（税別）
¥11,000（税別）
¥12,000（税別）

リールチェーン
品番

長さ

標準小売価格

95TXL100RJ
95TXL025RJ

100フィート
25フィート

¥114,700（税別）
¥29,200（税別）

100フィート

＊発売予定

25フィート

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

MS260, MS261, MS271,

15"(38)

.325"

.063"

22BPX063EJ

―

153VXLGD025

コンストラクションキット

MS280, MS291,

16"(40)

.325"

.063"

22BPX067EJ

―

163VXLGD025

左カッター

MS361, MS362

18"(45)

.325"

.063"

22BPX074EJ

―

183VXLGD025

右カッター

チェーンパーツ

タイストラップ
リベット付きタイストラップ
ドライブリンク
バンパードライブリンク

パーツ品番

標準小売価格

576688
P584531
P584532
P571847
P576686
P576808
P571846

非売品

¥3,100（税別）
¥3,100（税別）
¥650（税別）
¥1,300（税別）
¥780（税別）
¥650（税別）

大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。
私ども熊倉林業は主に大径木の伐採を専門とし、その中でも特に広葉樹の伐出が業務の大半を占めています。
広葉樹は針葉樹と比較してクセが強く硬い材質のため、チェンソーで伐採する際には、その切れ味の善し悪しが

ガイドバ ー の オイ ル 穴 か
ら 供 給 さ れ た オ イ ル は、
穴 の すぐ後ろのダム部 分
に溜まり、ソーチェーンの
ドライブリンクやタイスト
ラップを 経 由して 効 率 よ
く広範囲に行き渡ります。

最も重要視されます。

スピードカットシステムを動画でチェック！
http://www.oregonproducts.com/speedcut/

また、最高級木材を扱う際には
「造材」
という作業があります。木材の価値をさらに高めるために美しく切り直す、
いわば木のお化粧です。このとき、従来のソーチェーンでは、切り口にガタつきが出てしまい、再度切り直すこと
になるほか、目立てをやり直すことになるなど余計な手間と時間がかかっていました。
オレゴンの95TXLチェーンなら、硬い広葉樹であっても、まるで軟らかい木を切っているかのようにスムーズに
ストレスなくカット、切り口もきれい。大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。専用のガイドバー
とセットで使えば、軽く取り回しもよくなり、作業効率も格段に向上します。林業、木材業など、伐木にかかわるす
空師 熊倉純一氏（株式会社 熊倉林業 代表）

べての方に試していただきたい製品です。

OregonSpeedCut.com

スピードカット開発担当者の
インタビュー動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=YY-ifX3YSC0
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スピードカットシステム
ソーチェーン&ガイドバー
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.325

ソーチェーン

精巧なバーのグルーブ（溝）によって
磨耗を減らしています。
熱処理工程を変更し、耐久性が
アップしています。

™

.325

オレゴンの
スピードカットシステムとは

システムでの使用により、
より高いパフォーマンスを発揮！

スピードカットシステムは、プロの過酷で高度なニーズに応え

より鋭く、スピーディーなカッティングを可能にするスピード

るため新たに設計、開発された、まったく新しいソーチェーン

カットチェーンと、軽 量 化・強 度 アップを 同 時 に実 現したス

＆ガイドバー。小型から中型まで（排気量 55ccまで）のチェン

ピードカットバー。これらの製品は、システムでご使用いただ

ソーに最適化されています。スピードカットチェーンとガイドバー

くことにより、その性能を最大限に発揮します。

を組 み 合わせることにより、正 確、スピーディーで効 率 的な
次世代のナローカーフシステム を体感できます。
※

グリースを精密に塗付しています。

※ナローカーフシステム：通常のスペックと比較してアサリ
（切り）幅を狭く

マキタ

ハスクバーナ

スチール

オイルを最適に供給し、ソーチェーンとガイドバーの摩耗を軽減。
スピードカットに搭載した次世代給油システム LubriTecTM。
LubriTec TMはオレゴンが開発した次世代給油システム。新設計のデザ

インによりオイルの潤滑効率を高め、ソーチェーンとガイドバー両方の
寿命をより長く保って、スピードカットシステムの性能を支えます。
ソーチェーン

ガイドバー

●ドライブリンク

オイル穴

①

ダム

②

①

④
③
④

オイルが供給されるオイル穴（①）のすぐ後ろにダム（②）のよう
にオイルを溜めておくことで、オイルの潤滑効率を高めていま
す。また、オイル 穴に角 度をつけることで、バ ーレー ル 上 面 部
とノーズ方向へオイルが流入するように導き、オイル穴の詰ま
りも防いでいます。
さらに、オイル穴の径を従来よりも小さくすることにより、オイ
ルの流入スピードを上げ、広範囲へ行き渡りやすくしています。

Lubritec™ の

Lubri Tec 機構により

チェーンとガイドバーへの
オイル供給が安定するので、
磨耗が減少し、
寿命も延びます。
新しい UV 塗装によりバーグルーブ内側への

塗料の付着を防止します。
現在の軽量バーと比べて
また、使用時に、より正確なチェーンの
より硬く強い設計です。
ガイディング（ガイドバー上の）を可能にしました。

新しい特殊鋼材を使用したベアリングと
スプロケットノーズアッセンブリーが、
ガイドバーを先端の開きや磨耗から守ります。

品番

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

15"(38)

.325"

.050"

95TXL064EJ

150TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

MS271, MS280, MS291

16"(40)

.325"

.050"

95TXL067EJ

160TXLGD025

MS260, MS261

18"(45)

.325"

.050"

95TXL074EJ

180TXLGD025

G4211,G4501

DCS430, DCS520, DCS540

246XP, 339XP,346XP, 543XP

ドライブリンクとタイストラップ の オイ ル 溜 まり
（①②）を新たに設 計し、よりオイル が 溜まりやす
い形状としたことにより、チェーンの全周にわたっ
てオイルの供給効率が向上しました。
また、ドライブリンクのオイルチャネル（③）は、特
に摩 擦 係 数 が 高 い 箇 所（④）へ 適 切にオイル が 供
給される設 計とすることで、ソーチェーンの 動き
をスムーズにして摩耗を防いでいます。

オイル潤滑の
しくみ

スチール

13インチ/33cm

15インチ/38cm

16インチ/40cm

18インチ/45cm

÷2

チェーン
タイプ

コントロールカット
品番

バーサカット
品番

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

20インチ/50cm

バー長さ
インチ
（センチ）

ピッチ

ゲージ

CS-3600,CS-3900,CS-4000,CS-4500

16"(40)

.325"

CSVE397,CSV3900/40CL-95,

18"(45)

.325"

CSV3900H/40CL-95

20"(50)

E1039, E1045, E1048
E1038S-400TVP,393

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

G4211,G4501

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

―

＊

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

―

＊

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

―

＊

共立エコー

ハスクバーナ

②

タイプ

型式名

マキタ

③

●タイストラップ

ゲージ

メーカー名

ゼノア

スピードカットバー

ピッチ

型式名

コントロールカット・
バーサカット

新ダイワ

チェーン

バー長さ
インチ
（センチ）

メーカー名
ゼノア

ループチェーン
品番

標準小売価格

品番

長さ

標準小売価格

130TXLBD025
130TXLBK095
130TXLBK041＊
150TXLBK095
150TXLBK041＊
150TXLGD025
160TXLBK095
160TXLGK095
160TXLBK041＊
160TXLGD025
160TXLGK041＊
180TXLBK095
180TXLGK095
180TXLBK041＊
180TXLGD025
180TXLGK041＊
200TXLBK095

¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥10,500（税別）

95TXL060EJ
95TXL064EJ
95TXL066EJ
95TXL067EJ
95TXL068EJ
95TXL072EJ
95TXL074EJ
95TXL080EJ

60コマ
64コマ
66コマ
67コマ
68コマ
72コマ
74コマ
80コマ

¥4,720（税別）
¥4,930（税別）
¥5,040（税別）
¥5,140（税別）
¥5,250（税別）
¥5,460（税別）
¥5,570（税別）
¥5,990（税別）

バーの長さ

したことにより、少ないパワーで効率的に切断できるチェーンとバーの
組み合わせ。

ガイドバー

微小な屑の進入を防止することによって、
厳しい状況下でより耐久性を発揮します。

ガイドバー

÷2

スピードカットバー

ナローカーフのアイコンで、ガイドバーとソーチェーンの互換性を確認できます。

コア（中板）にアルミニウムを使用し、
20 ％の軽量化を実現しました。

スピードカットシステム

ガイドバー適用表

DCS430, DCS520, DCS540

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

339XP, 246XP, 346XP,

13"(33)

.325"

.058"

21BPX056EJ

138PXLBK095

―

543XP

15"(38)

.325"

.058"

21BPX064EJ

158PXLBK095

158VXLGK095

＊発売予定

チェーン＆バーコンボ
品番

ガイドバー

チェーン

標準小売価格

578482
578764
580863

160TXLBK095
180TXLBK095
180TXLGD025
160TXLGD025
160TXLGK041
180TXLGK041

95TXL066E
95TXL072E
95TXL074E
95TXL067E
95TXL066E
95TXL072E

¥11,000（税別）
¥12,000（税別）
¥12,000（税別）
¥11,000（税別）
¥11,000（税別）
¥12,000（税別）

リールチェーン
品番

長さ

標準小売価格

95TXL100RJ
95TXL025RJ

100フィート
25フィート

¥114,700（税別）
¥29,200（税別）

100フィート

＊発売予定

25フィート

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

MS260, MS261, MS271,

15"(38)

.325"

.063"

22BPX063EJ

―

153VXLGD025

コンストラクションキット

MS280, MS291,

16"(40)

.325"

.063"

22BPX067EJ

―

163VXLGD025

左カッター

MS361, MS362

18"(45)

.325"

.063"

22BPX074EJ

―

183VXLGD025

右カッター

チェーンパーツ

タイストラップ
リベット付きタイストラップ
ドライブリンク
バンパードライブリンク

パーツ品番

標準小売価格

576688
P584531
P584532
P571847
P576686
P576808
P571846

非売品

¥3,100（税別）
¥3,100（税別）
¥650（税別）
¥1,300（税別）
¥780（税別）
¥650（税別）

大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。
私ども熊倉林業は主に大径木の伐採を専門とし、その中でも特に広葉樹の伐出が業務の大半を占めています。
広葉樹は針葉樹と比較してクセが強く硬い材質のため、チェンソーで伐採する際には、その切れ味の善し悪しが

ガイドバ ー の オイ ル 穴 か
ら 供 給 さ れ た オ イ ル は、
穴 の すぐ後ろのダム部 分
に溜まり、ソーチェーンの
ドライブリンクやタイスト
ラップを 経 由して 効 率 よ
く広範囲に行き渡ります。

最も重要視されます。

スピードカットシステムを動画でチェック！
http://www.oregonproducts.com/speedcut/

また、最高級木材を扱う際には
「造材」
という作業があります。木材の価値をさらに高めるために美しく切り直す、
いわば木のお化粧です。このとき、従来のソーチェーンでは、切り口にガタつきが出てしまい、再度切り直すこと
になるほか、目立てをやり直すことになるなど余計な手間と時間がかかっていました。
オレゴンの95TXLチェーンなら、硬い広葉樹であっても、まるで軟らかい木を切っているかのようにスムーズに
ストレスなくカット、切り口もきれい。大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。専用のガイドバー
とセットで使えば、軽く取り回しもよくなり、作業効率も格段に向上します。林業、木材業など、伐木にかかわるす
空師 熊倉純一氏（株式会社 熊倉林業 代表）

べての方に試していただきたい製品です。

OregonSpeedCut.com

スピードカット開発担当者の
インタビュー動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=YY-ifX3YSC0

NEW

スピードカットシステム
ソーチェーン&ガイドバー

！
応
対
に
ズ
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ニ
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プ
な
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実
り
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に
化
ム
。
システ
ス
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マ
ー
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フ
パ
な
的
圧倒スピー
ドカット
スピードカット
™

.325

ソーチェーン

精巧なバーのグルーブ（溝）によって
磨耗を減らしています。
熱処理工程を変更し、耐久性が
アップしています。

™

.325

オレゴンの
スピードカットシステムとは

システムでの使用により、
より高いパフォーマンスを発揮！

スピードカットシステムは、プロの過酷で高度なニーズに応え

より鋭く、スピーディーなカッティングを可能にするスピード

るため新たに設計、開発された、まったく新しいソーチェーン

カットチェーンと、軽 量 化・強 度 アップを 同 時 に実 現したス

＆ガイドバー。小型から中型まで（排気量 55ccまで）のチェン

ピードカットバー。これらの製品は、システムでご使用いただ

ソーに最適化されています。スピードカットチェーンとガイドバー

くことにより、その性能を最大限に発揮します。

を組 み 合わせることにより、正 確、スピーディーで効 率 的な
次世代のナローカーフシステム を体感できます。
※

グリースを精密に塗付しています。

※ナローカーフシステム：通常のスペックと比較してアサリ
（切り）幅を狭く

マキタ

ハスクバーナ

スチール

オイルを最適に供給し、ソーチェーンとガイドバーの摩耗を軽減。
スピードカットに搭載した次世代給油システム LubriTecTM。
LubriTec TMはオレゴンが開発した次世代給油システム。新設計のデザ

インによりオイルの潤滑効率を高め、ソーチェーンとガイドバー両方の
寿命をより長く保って、スピードカットシステムの性能を支えます。
ソーチェーン

ガイドバー

●ドライブリンク

オイル穴

①

ダム

②

①

④
③
④

オイルが供給されるオイル穴（①）のすぐ後ろにダム（②）のよう
にオイルを溜めておくことで、オイルの潤滑効率を高めていま
す。また、オイル 穴に角 度をつけることで、バ ーレー ル 上 面 部
とノーズ方向へオイルが流入するように導き、オイル穴の詰ま
りも防いでいます。
さらに、オイル穴の径を従来よりも小さくすることにより、オイ
ルの流入スピードを上げ、広範囲へ行き渡りやすくしています。

Lubritec™ の

Lubri Tec 機構により

チェーンとガイドバーへの
オイル供給が安定するので、
磨耗が減少し、
寿命も延びます。
新しい UV 塗装によりバーグルーブ内側への

塗料の付着を防止します。
現在の軽量バーと比べて
また、使用時に、より正確なチェーンの
より硬く強い設計です。
ガイディング（ガイドバー上の）を可能にしました。

新しい特殊鋼材を使用したベアリングと
スプロケットノーズアッセンブリーが、
ガイドバーを先端の開きや磨耗から守ります。

品番

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

15"(38)

.325"

.050"

95TXL064EJ

150TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

MS271, MS280, MS291

16"(40)

.325"

.050"

95TXL067EJ

160TXLGD025

MS260, MS261

18"(45)

.325"

.050"

95TXL074EJ

180TXLGD025

G4211,G4501

DCS430, DCS520, DCS540

246XP, 339XP,346XP, 543XP

ドライブリンクとタイストラップ の オイ ル 溜 まり
（①②）を新たに設 計し、よりオイル が 溜まりやす
い形状としたことにより、チェーンの全周にわたっ
てオイルの供給効率が向上しました。
また、ドライブリンクのオイルチャネル（③）は、特
に摩 擦 係 数 が 高 い 箇 所（④）へ 適 切にオイル が 供
給される設 計とすることで、ソーチェーンの 動き
をスムーズにして摩耗を防いでいます。

オイル潤滑の
しくみ

スチール

13インチ/33cm

15インチ/38cm

16インチ/40cm

18インチ/45cm

÷2

チェーン
タイプ

コントロールカット
品番

バーサカット
品番

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

20インチ/50cm

バー長さ
インチ
（センチ）

ピッチ

ゲージ

CS-3600,CS-3900,CS-4000,CS-4500

16"(40)

.325"

CSVE397,CSV3900/40CL-95,

18"(45)

.325"

CSV3900H/40CL-95

20"(50)

E1039, E1045, E1048
E1038S-400TVP,393

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

G4211,G4501

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

―

＊

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

―

＊

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

―

＊

共立エコー

ハスクバーナ

②

タイプ

型式名

マキタ

③

●タイストラップ

ゲージ

メーカー名

ゼノア

スピードカットバー

ピッチ

型式名

コントロールカット・
バーサカット

新ダイワ

チェーン

バー長さ
インチ
（センチ）

メーカー名
ゼノア

ループチェーン
品番

標準小売価格

品番

長さ

標準小売価格

130TXLBD025
130TXLBK095
130TXLBK041＊
150TXLBK095
150TXLBK041＊
150TXLGD025
160TXLBK095
160TXLGK095
160TXLBK041＊
160TXLGD025
160TXLGK041＊
180TXLBK095
180TXLGK095
180TXLBK041＊
180TXLGD025
180TXLGK041＊
200TXLBK095

¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥10,500（税別）

95TXL060EJ
95TXL064EJ
95TXL066EJ
95TXL067EJ
95TXL068EJ
95TXL072EJ
95TXL074EJ
95TXL080EJ

60コマ
64コマ
66コマ
67コマ
68コマ
72コマ
74コマ
80コマ

¥4,720（税別）
¥4,930（税別）
¥5,040（税別）
¥5,140（税別）
¥5,250（税別）
¥5,460（税別）
¥5,570（税別）
¥5,990（税別）

バーの長さ

したことにより、少ないパワーで効率的に切断できるチェーンとバーの
組み合わせ。

ガイドバー

微小な屑の進入を防止することによって、
厳しい状況下でより耐久性を発揮します。

ガイドバー

÷2

スピードカットバー

ナローカーフのアイコンで、ガイドバーとソーチェーンの互換性を確認できます。

コア（中板）にアルミニウムを使用し、
20 ％の軽量化を実現しました。

スピードカットシステム

ガイドバー適用表

DCS430, DCS520, DCS540

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

339XP, 246XP, 346XP,

13"(33)

.325"

.058"

21BPX056EJ

138PXLBK095

―

543XP

15"(38)

.325"

.058"

21BPX064EJ

158PXLBK095

158VXLGK095

＊発売予定

チェーン＆バーコンボ
品番

ガイドバー

チェーン

標準小売価格

578482
578764
580863

160TXLBK095
180TXLBK095
180TXLGD025
160TXLGD025
160TXLGK041
180TXLGK041

95TXL066E
95TXL072E
95TXL074E
95TXL067E
95TXL066E
95TXL072E

¥11,000（税別）
¥12,000（税別）
¥12,000（税別）
¥11,000（税別）
¥11,000（税別）
¥12,000（税別）

リールチェーン
品番

長さ

標準小売価格

95TXL100RJ
95TXL025RJ

100フィート
25フィート

¥114,700（税別）
¥29,200（税別）

100フィート

＊発売予定

25フィート

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

MS260, MS261, MS271,

15"(38)

.325"

.063"

22BPX063EJ

―

153VXLGD025

コンストラクションキット

MS280, MS291,

16"(40)

.325"

.063"

22BPX067EJ

―

163VXLGD025

左カッター

MS361, MS362

18"(45)

.325"

.063"

22BPX074EJ

―

183VXLGD025

右カッター

チェーンパーツ

タイストラップ
リベット付きタイストラップ
ドライブリンク
バンパードライブリンク

パーツ品番

標準小売価格

576688
P584531
P584532
P571847
P576686
P576808
P571846

非売品

¥3,100（税別）
¥3,100（税別）
¥650（税別）
¥1,300（税別）
¥780（税別）
¥650（税別）

大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。
私ども熊倉林業は主に大径木の伐採を専門とし、その中でも特に広葉樹の伐出が業務の大半を占めています。
広葉樹は針葉樹と比較してクセが強く硬い材質のため、チェンソーで伐採する際には、その切れ味の善し悪しが

ガイドバ ー の オイ ル 穴 か
ら 供 給 さ れ た オ イ ル は、
穴 の すぐ後ろのダム部 分
に溜まり、ソーチェーンの
ドライブリンクやタイスト
ラップを 経 由して 効 率 よ
く広範囲に行き渡ります。

最も重要視されます。

スピードカットシステムを動画でチェック！
http://www.oregonproducts.com/speedcut/

また、最高級木材を扱う際には
「造材」
という作業があります。木材の価値をさらに高めるために美しく切り直す、
いわば木のお化粧です。このとき、従来のソーチェーンでは、切り口にガタつきが出てしまい、再度切り直すこと
になるほか、目立てをやり直すことになるなど余計な手間と時間がかかっていました。
オレゴンの95TXLチェーンなら、硬い広葉樹であっても、まるで軟らかい木を切っているかのようにスムーズに
ストレスなくカット、切り口もきれい。大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。専用のガイドバー
とセットで使えば、軽く取り回しもよくなり、作業効率も格段に向上します。林業、木材業など、伐木にかかわるす
空師 熊倉純一氏（株式会社 熊倉林業 代表）

べての方に試していただきたい製品です。

OregonSpeedCut.com

スピードカット開発担当者の
インタビュー動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=YY-ifX3YSC0

NEW

スピードカットシステム
ソーチェーン&ガイドバー

！
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ドカット
スピードカット
™

.325

ソーチェーン

精巧なバーのグルーブ（溝）によって
磨耗を減らしています。
熱処理工程を変更し、耐久性が
アップしています。

™

.325

オレゴンの
スピードカットシステムとは

システムでの使用により、
より高いパフォーマンスを発揮！

スピードカットシステムは、プロの過酷で高度なニーズに応え

より鋭く、スピーディーなカッティングを可能にするスピード

るため新たに設計、開発された、まったく新しいソーチェーン

カットチェーンと、軽 量 化・強 度 アップを 同 時 に実 現したス

＆ガイドバー。小型から中型まで（排気量 55ccまで）のチェン

ピードカットバー。これらの製品は、システムでご使用いただ

ソーに最適化されています。スピードカットチェーンとガイドバー

くことにより、その性能を最大限に発揮します。

を組 み 合わせることにより、正 確、スピーディーで効 率 的な
次世代のナローカーフシステム を体感できます。
※

グリースを精密に塗付しています。

※ナローカーフシステム：通常のスペックと比較してアサリ
（切り）幅を狭く

マキタ

ハスクバーナ

スチール

オイルを最適に供給し、ソーチェーンとガイドバーの摩耗を軽減。
スピードカットに搭載した次世代給油システム LubriTecTM。
LubriTec TMはオレゴンが開発した次世代給油システム。新設計のデザ

インによりオイルの潤滑効率を高め、ソーチェーンとガイドバー両方の
寿命をより長く保って、スピードカットシステムの性能を支えます。
ソーチェーン

ガイドバー

●ドライブリンク

オイル穴

①

ダム

②

①

④
③
④

オイルが供給されるオイル穴（①）のすぐ後ろにダム（②）のよう
にオイルを溜めておくことで、オイルの潤滑効率を高めていま
す。また、オイル 穴に角 度をつけることで、バ ーレー ル 上 面 部
とノーズ方向へオイルが流入するように導き、オイル穴の詰ま
りも防いでいます。
さらに、オイル穴の径を従来よりも小さくすることにより、オイ
ルの流入スピードを上げ、広範囲へ行き渡りやすくしています。

Lubritec™ の

Lubri Tec 機構により

チェーンとガイドバーへの
オイル供給が安定するので、
磨耗が減少し、
寿命も延びます。
新しい UV 塗装によりバーグルーブ内側への

塗料の付着を防止します。
現在の軽量バーと比べて
また、使用時に、より正確なチェーンの
より硬く強い設計です。
ガイディング（ガイドバー上の）を可能にしました。

新しい特殊鋼材を使用したベアリングと
スプロケットノーズアッセンブリーが、
ガイドバーを先端の開きや磨耗から守ります。

品番

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

16"(40)

.325"

.050"

95TXL066EJ

160TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

15"(38)

.325"

.050"

95TXL064EJ

150TXLBK095

18"(45)

.325"

.050"

95TXL072EJ

180TXLBK095

20"(50)

.325"

.050"

95TXL078EJ

200TXLBK095

MS271, MS280, MS291

16"(40)

.325"

.050"

95TXL067EJ

160TXLGD025

MS260, MS261

18"(45)

.325"

.050"

95TXL074EJ

180TXLGD025

G4211,G4501

DCS430, DCS520, DCS540

246XP, 339XP,346XP, 543XP

ドライブリンクとタイストラップ の オイ ル 溜 まり
（①②）を新たに設 計し、よりオイル が 溜まりやす
い形状としたことにより、チェーンの全周にわたっ
てオイルの供給効率が向上しました。
また、ドライブリンクのオイルチャネル（③）は、特
に摩 擦 係 数 が 高 い 箇 所（④）へ 適 切にオイル が 供
給される設 計とすることで、ソーチェーンの 動き
をスムーズにして摩耗を防いでいます。

オイル潤滑の
しくみ

スチール

13インチ/33cm

15インチ/38cm

16インチ/40cm

18インチ/45cm

÷2

チェーン
タイプ

コントロールカット
品番

バーサカット
品番

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

―

168VXLGK041

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

―

188VXLGK041

20インチ/50cm

バー長さ
インチ
（センチ）

ピッチ

ゲージ

CS-3600,CS-3900,CS-4000,CS-4500

16"(40)

.325"

CSVE397,CSV3900/40CL-95,

18"(45)

.325"

CSV3900H/40CL-95

20"(50)

E1039, E1045, E1048
E1038S-400TVP,393

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK041

G4211,G4501

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

―

＊

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

―

＊

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

―

＊

共立エコー

ハスクバーナ

②

タイプ

型式名

マキタ

③

●タイストラップ

ゲージ

メーカー名

ゼノア

スピードカットバー

ピッチ

型式名

コントロールカット・
バーサカット

新ダイワ

チェーン

バー長さ
インチ
（センチ）

メーカー名
ゼノア

ループチェーン
品番

標準小売価格

品番

長さ

標準小売価格

130TXLBD025
130TXLBK095
130TXLBK041＊
150TXLBK095
150TXLBK041＊
150TXLGD025
160TXLBK095
160TXLGK095
160TXLBK041＊
160TXLGD025
160TXLGK041＊
180TXLBK095
180TXLGK095
180TXLBK041＊
180TXLGD025
180TXLGK041＊
200TXLBK095

¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥7,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥8,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥9,500（税別）
¥10,500（税別）

95TXL060EJ
95TXL064EJ
95TXL066EJ
95TXL067EJ
95TXL068EJ
95TXL072EJ
95TXL074EJ
95TXL080EJ

60コマ
64コマ
66コマ
67コマ
68コマ
72コマ
74コマ
80コマ

¥4,720（税別）
¥4,930（税別）
¥5,040（税別）
¥5,140（税別）
¥5,250（税別）
¥5,460（税別）
¥5,570（税別）
¥5,990（税別）

バーの長さ

したことにより、少ないパワーで効率的に切断できるチェーンとバーの
組み合わせ。

ガイドバー

微小な屑の進入を防止することによって、
厳しい状況下でより耐久性を発揮します。

ガイドバー

÷2

スピードカットバー

ナローカーフのアイコンで、ガイドバーとソーチェーンの互換性を確認できます。

コア（中板）にアルミニウムを使用し、
20 ％の軽量化を実現しました。

スピードカットシステム

ガイドバー適用表

DCS430, DCS520, DCS540

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

339XP, 246XP, 346XP,

13"(33)

.325"

.058"

21BPX056EJ

138PXLBK095

―

543XP

15"(38)

.325"

.058"

21BPX064EJ

158PXLBK095

158VXLGK095

＊発売予定

チェーン＆バーコンボ
品番

ガイドバー

チェーン

標準小売価格

578482
578764
580863

160TXLBK095
180TXLBK095
180TXLGD025
160TXLGD025
160TXLGK041
180TXLGK041

95TXL066E
95TXL072E
95TXL074E
95TXL067E
95TXL066E
95TXL072E

¥11,000（税別）
¥12,000（税別）
¥12,000（税別）
¥11,000（税別）
¥11,000（税別）
¥12,000（税別）

リールチェーン
品番

長さ

標準小売価格

95TXL100RJ
95TXL025RJ

100フィート
25フィート

¥114,700（税別）
¥29,200（税別）

100フィート

＊発売予定

25フィート

16"(40)

.325"

.058"

21BPX066EJ

168PXLBK095

168VXLGK095

18"(45)

.325"

.058"

21BPX072EJ

188PXLBK095

188VXLGK095

20"(50)

.325"

.058"

21BPX078EJ

―

208VXLGK095

MS260, MS261, MS271,

15"(38)

.325"

.063"

22BPX063EJ

―

153VXLGD025

コンストラクションキット

MS280, MS291,

16"(40)

.325"

.063"

22BPX067EJ

―

163VXLGD025

左カッター

MS361, MS362

18"(45)

.325"

.063"

22BPX074EJ

―

183VXLGD025

右カッター

チェーンパーツ

タイストラップ
リベット付きタイストラップ
ドライブリンク
バンパードライブリンク

パーツ品番

標準小売価格

576688
P584531
P584532
P571847
P576686
P576808
P571846

非売品

¥3,100（税別）
¥3,100（税別）
¥650（税別）
¥1,300（税別）
¥780（税別）
¥650（税別）

大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。
私ども熊倉林業は主に大径木の伐採を専門とし、その中でも特に広葉樹の伐出が業務の大半を占めています。
広葉樹は針葉樹と比較してクセが強く硬い材質のため、チェンソーで伐採する際には、その切れ味の善し悪しが

ガイドバ ー の オイ ル 穴 か
ら 供 給 さ れ た オ イ ル は、
穴 の すぐ後ろのダム部 分
に溜まり、ソーチェーンの
ドライブリンクやタイスト
ラップを 経 由して 効 率 よ
く広範囲に行き渡ります。

最も重要視されます。

スピードカットシステムを動画でチェック！
http://www.oregonproducts.com/speedcut/

また、最高級木材を扱う際には
「造材」
という作業があります。木材の価値をさらに高めるために美しく切り直す、
いわば木のお化粧です。このとき、従来のソーチェーンでは、切り口にガタつきが出てしまい、再度切り直すこと
になるほか、目立てをやり直すことになるなど余計な手間と時間がかかっていました。
オレゴンの95TXLチェーンなら、硬い広葉樹であっても、まるで軟らかい木を切っているかのようにスムーズに
ストレスなくカット、切り口もきれい。大切な木、貴重な一本の価値を高めることができます。専用のガイドバー
とセットで使えば、軽く取り回しもよくなり、作業効率も格段に向上します。林業、木材業など、伐木にかかわるす
空師 熊倉純一氏（株式会社 熊倉林業 代表）

べての方に試していただきたい製品です。

OregonSpeedCut.com

スピードカット開発担当者の
インタビュー動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=YY-ifX3YSC0

次世代のソーチェーン&ガイドバーが誕生！
軽さと強度を兼ね備え、作業時の負担を軽減。

SpeedCut

NEW 軽量ガイドバー

NEW

軽さと強度を兼ね備え、作業時の負担を軽減。

スピードカット

プ ロフェッショナ ル 用

System

SpeedCut

™

System

プロの現場を知り尽くしたオレゴンから
作業を効率化するシャープで正確な切れ味。

.325
ガイドバー

™

™

.325 ガイドバー

NEW

作業を効率化するシャープで正確な切れ味。

スピードカット

™

.325 ソーチェーン

NEW 95TXL

.325

チェーン

ソーチェーン

オレゴン 史 上 最 高 の 切 れ 味 。

A BETTER SAW
STARTS HERE.

より軽く！

より強く！

より長持ち！

より早く！

よりシャープに！

より簡単に！

アルミニウム製コアの

航空宇宙産業の

新設計のノーズと

カッターデザインの改良により、

新デザインと

目立てが簡単なので、

採用により軽量化し、

接着技術により、

バーレールの強度アップにより

切削スピードがアップし、

研磨テクノロジーで実現した、

鋭い切れ味が持続し、

取り扱いやすさが向上。

比類ない強度を実現。

耐久性が向上。

作業時の疲労も軽減。

これまで以上のシャープな切れ味。

効率的な作業が可能。

すべてにおいて新設計のスピードカットバーは、軽量化と強度アップを同時に実現。耐久性もすぐれており、
プロのユーザーにトップパフォーマンスを約束します。
●ピッチ：.325

●ゲージ：.050

スピードカットチェーンは、カッターのデザインはもちろん、製造工程までを新たに見直して設計、開発されま
した。これまでのソーチェーンを超える、新時代のチェーンです。

●ノーズ径：大／小

アルミニウムのコアを採用した新設計のスピードカットガイドバー。
潤滑性が向上
Lubritec™ による
最適なオイル供給。

バーレールの耐久性向上＊
熱処理工程を改善。

ノーズの剛性向上
先端開きや摩耗への
耐性がアップ。

強度アップ＊
新接着技術を採用したバー貼り合わせ方法により、
バー曲がりが 20% 減少。

カッティングをスピードアップする新カッターデザイン。
UV 塗装工程を一新
●バー溝内側への塗料の侵入を防止。
●バーゲージの正確性を確保。

20% 軽量化＊
コア（中板）を軽量な
アルミニウム製に。

オレゴン プロ用軽量ガイドバー
スピードカット

コントロールカット

™

屑掃けを改善したことにより、
切断効率が向上＊。

＊オレゴン

＊オレゴン プロライトバーとの比較

切断面が狭いナローカーフ
のガイドバー。スピードカッ
トチェーンと組み合わせる
ことで、高いパフォーマンス
を発揮します。
●ピッチ：

.325
.050

● ゲージ：

●ノーズ径：大／小

12

11

先 端 の 径 が 小 さくキック
バックが少ないという特徴
を 持 つ、標 準 的 な ガ イド
バーです。

先端の径が大きい標準的な
ガ イド バ ー で、プ ロ ユ ー
ザーの幅広い用途にご使用
いただけます。

●ピッチ：

●ピッチ：

●ノーズ径：小

●ノーズ径：大

.325
● ゲージ：.050 ／.058 ／.063

.325 および3/8
● ゲージ：.050 ／.058 ／.063

エリック・ブラウムスター

（製品開発マネージャー）

一番すぐれたチェーンの、
さらに上を目指して…。

カッターのエッジの比較

ンピューターにより高度に制御、
管理。
多軸
研磨、
リアルタイム品質管理、CBNホイー
ルテクノロジーなどオレゴンならではの技

高いレベルで実現することでした。つまり、
10

95VPX チェーンとの比較

95TXLチェーンのカッター研磨工程は、コ

く、ガイドバーに求められるすべての要件を

12

目立て角度とカッターの寿命が
ひと目でわかるインジケーター。

コンピューター制御で正確に研磨したシャープなエッジ。

私たちが目指したのは、ただ軽いだけでな

10

新しいカッターデザインにより、
切削スピードが向上＊。

正確な目立てができるように
設計されたカッターとガレット。

ガイドバーに求められる
すべての要件を高いレベルで実現。

バーサカット

より正確な目立てが簡単にできるよう改良＊。

より高い剛性と頑丈さ、そして軽さを合わせ

術により、
上質なエッジの仕上がり精度、
品

持つバーの開発です。見た目はこれまでの

質安定性の向上などを実現しています。

バーとあまり変わりませんが、使用している

その他の改良ポイント

すべての素材やパーツが新開発です。まず、アルミ合金をコア素材とす
ることで軽量化し、ユーザーの負担を軽減しました。コア素材と外側のラ
ミネート板の接着には、特殊な接着剤を全面に塗布し、高い剛性と頑丈
さを実現しました。ノーズ部分も、ベアリングの素材や製造方法を見直す
ことで寿命を飛躍的に延ばしています。ぜひ試してみてください。
お 届 け す る の は 信 頼 で す。

ブラント・ジャパン株式会社 〒220 -6212 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2丁目3番5号 クイーンズタワー C 12F
オレゴン・カッティング・システムズ TEL
（045）682-4433 FAX（045）682-4434 http://www.oregonproducts.jp

スピードカットチェーンの開発にあたって私た
スピードカット用 95TXLチェーン

ちは、オレゴン製品の中でいちばんすぐれた
チェーンをベンチマークとして、それを上回
ることを目指しました。そのために、製造工程

95VPXチェーン（現行品）

切れ味がアップ

新研磨テクノロジーにより刃先のバリが減少し、面相度
が向上して切れ味がアップしました。

切れ味が持続

研磨テクノロジーの高度化により、エッジの仕上がり精
度とともに切れ味の持続性も向上しました。

仕上がり品質が向上

チェーンの品質安定性の向上により、チェーンの外れなど
のリスクが低減。ガイドバーの摩耗低減にもつながります。

サム・ハッツェル

（プロダクト・デザイン・エンジニア）

までも根本的に見直し、変革しています。
開発のポイントとなったのはカッターのデザ

イン変更です。切り屑を2度切りしないよう屑掃けを改善し、高い切削効
率と切れ味を実現しました。また、目立てのしやすさも追求し、切削角度
の変更により、目立て後も切れ味が落ちにくいよう工夫しています。
スピードカットチェーンは、プロのユーザーに自信を持っておすすめでき
る製品です。

