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★印は非販売部晶です。各々のASS’yにて御注文下さい。



2－ト2． �� 

2－1伝動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0001のみ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換† �摘　　要 

1～（22） �250－00410－000 �伝動機Assy �1 � � 

1 �25ト00730－000 �フロンけ－ス �1 

2 �25ト00720－000 �リヤケース �1 

3 �252－1401－001 �プロ7シャフト �1 

4 �252－01790－000 �ブラケット �1 

5 �252－095ト001 �コン八〇二オンフランゾ �1 � � 

6 �253－02340－001 �インプットシャフト �1 

7 �253－1190－101 �アウトフ○ットシャフト �1 

8 �253－02350－001 �キ■ヤー �1 

9 �253－1170－101 �へ○へ○ルヒ〇二わ �1 

10 �253－1180→101‾ �六〇へ■げヤ �1 � � 

11 �253－1960－001 �デリーがキヤげ �1 

12 �253－2020－001 �BRGハウゾンゲ �1 

13 �254－2130－001 �シム �1 

14 �253－122ト101 �加lO－ �1 

15 �253－1211－101 �加や－ シールハウゾげ �1 � � 

16 �253－1931－001 ��1 

17 �253－02380－000 �点検ブタ �1 

18 �254－2120－001 �シム �1 

19 �254－0040－001 �ががネ �1 

20 �253－1650－001 �キヤげナット �1 � � 

21 �254－0110－101 �キー ス†〇一サ �1 2 1 

22 �254－1790－001 

23 �254－1800－001 �スヘ‘－サ 

24 25 �254－1810－001 �スヘ〇一サー �1 

254－2110－001 �シム シム �2 3 3 6 3 � � 

26 �254－1820－001 

27 �254－1830－001 �シム 

28 �254－1840－001 �シム 

29 �254－1850－001 �シム 
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2－1伝動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0001のみ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換す �摘　　要 

（1） �JB6209 �へやァリンダ �2 � � 

（2） �JR4T－32211 �へ～ァリンダ． �3 

（3） �JR4T－32011X �へ○ァリンダ �1 

（4） �JAANO6 �へ07リンダナット �2 

（5） �JWAWO6 �へ～ァリげワッシヤー �2 

（6） �SLTBO55072093 �オルシール �1 � � 

（7） �SLTBO70092123 �オルシール �1■ 

（8） �WGRA31 �0リげ �1 

（9） �GRAGllO �0ルゲ �1 

（10） �TP1032 �テ一八〇ビン �2 

（11） �SPDO8 �フ●ラゲ �1 � � 

（12） �SBH14080151 �ボルト �8． 

（13） �SBHl1100251 �ホ○ルト �22 

（14）‾ �SBHll100201 �ホ◆んト �4 

（15） �SBH11120301 �ホ○ルト �14 

（16） �WS210 �スプリングワッシャ �26 � � 

（17） �WS212 �スフ○リンゲワッシャ �14 

（18） �WS208 �スフ○リンダワッシャ ホ寸ルト �8 4 4 

（19） �SBH18160501 

（20） �SNH181610 �ナット 

（21） �WS216 �スプルゲワッシャ �4 2 � � 

（22） �TP1050 �テーハ○ビン 





★印は非販売部品です。各々のAss、yにて御注文下さい。



2－ト5 

2－1伝動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用卓機 ����0002～ 

図解番号 �部　品‾番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換十 �摘　　要 

1～（19） �250－00410－100 �伝動機ASSY �1 �B B �002■－004 

1～（19） �25ト00800－000 �伝動機ASSY �1 ��005～ 

1 �251－00730－100 �：和ントケニス �1 ��002′・′004 

1 �251－00730－201 �フロンけ－ス �1 ��0鱒～ 

2 �251－00720－100 �リヤケース �1 ��002～004 

2 �25ト00720－201 �リヤケース �1 �‾　B �005～ 

3 �252－140ト001 �ア叩シャフト �1 

4 l l �252－01790－000 �ブラケット �1 

5 �252－095ト00ト �コン八〇二オンフランゾ �1 

6 �253－02340－001 �インプットシャフト �1 

7 �253－1190－101 �7ウげットシャフト �1 �B �002～004 

7 �253－1190－201 �アウげットシャフト �1 ��005～ 

8 �253－02350－101 �キ○ト �1 

9 �253－1170－101 �へ■へやルビこれ �1 

10 �253－1180－101 �へ○へ○ルキ●ヤ �1 

11 �253－02420－001 �デリーサやキヤげ �1 �B �002へ′004 

12 �253－2020－001 �BRGハウゾンゲ �1 

12 �253－02490－001 �BRGハウゾンデ �1 ��005′・■ 

13 �254－2130－001 �シム 加lO－ �1 

14 �253－02440－001 ��1 

15 �253－02430－001 �カハ■－ �1 � � 

16 �253－193ト001 �シールハウゾげ‾ �1 

17 �253－02380－100 �点検フタ �1 

18 �254－2120－001 �シム �1 

19 �254－0040－001 �ががネ �1 

－－‘－ � 

20 �253－1650－001 �キヤげナット �1 � �002～004 

21 �254－0110－101 �キー スへ‘－サ �1 

22 �254－1790－001 ��2 

23 �254－1800－001 �スへ〇一サ �1 

24 �254－1810－001 �スへ〇一サ �1 

＿2 



2 �2－ト6　　l 

2－1伝動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0002～ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換1、 �摘　　要 

24 �254－03720－001 �スヘ〇一サ �1 �B �005′・′ 

25 �254－2110－001 �シム �2 

26 �254－1820－001 �シム シム シム �3 

27 �254－1830－001 ��3 

28 �254－1840－001■ ��6 

29 �254－1850－001 �シム �3 � �005～ 

30 �254－03640－001 �シム �3 

31 �254－03730－001 �シム �3 

32 �254－03740－001 �シム �2■ ��005′・′ 

（1） �JB6209 �へ07リンデ �2 

（2） �JR4T－32211 �へ○ァリンダ �3 � 

（3） �JR4T－32011X �へ07リンゲ �1 

（4） �JAANO6 �へ～ァリンゲナット �2 

（5） �JWAWO6 �へ07リげワッシ十 �2 

（6） �SLTBO55072093 �オルシール �1 

（7） �SLTBO70092123 �オルシール �1 � � 

（8） �WGRA31 �0リンダ �1 

（9） �GRAGllO �0リンデ �1 

（10） �TP1032 �テ一八〇ビン �2 

（11） �SPDO8 �プラダ �1 

（12） �S8日14080151 �ボルト �8 � � 

（13） �SBHl1100251 �ボルト �22 4 14 

（14） �SBHl1100201 �ボルト 

（15） �SBH11120251 �ホヾルト 

（16） �WS210 �スプリンゲワッシャ �26 

（17） �WS212 �ス70リンダワッシャ �14 8 1 � � 

（18） �WS208 �スフ○りげワッシャ 

（19） �SPB16 �プラダ 





★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



2－2－2 

2－2作業用動力　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0001～ 

図解番号 �部　品　一番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換1－ �摘　　要 

1～（22） �811－00980－000 �作業用動力Assy �1 �D �001のみ 

1～（23） �81ト00981－000 �作業用動力ASSY �1 ��002～ 

1 �522－0060－200 �ハウゾげ �1 

2 �304－0020－001 �エンドプレート �1・ 

3 �304－0430－001 �エンドフ○レート �1 

4 �314－0030－001 �ロックワッシヤー �1 � � 

5 l �314－0160－001 �ロックワッシャ �1 

6 �813－03450－001 �スプロケット �1 

7 �814－03050－001 �八〇ッキン �1 

8 �814－2020－001 �ホPんト �1 

9 �814－0030－001 �スヘ〇一サー �1 �D �001のみ 

10 �814－0070－101 �シャーピン �2 

11 �523－0620－001 �スフ○ロケット �1 

12■ �812－01930－000 �シャフト �1 

12 �812－0193ト000 �シャフト �1 ��002～ 

13 �813－1361－000 �加lO－ �1 � �002～ 

14 �813－1930－001 �がスケット �1 

15 �614－0820－001 �ビン �4 

（1） �5ト2日60ZC430511P �ドラげシャフト �1 

（2） �JRNF310 �へ○ァリげ・ �2 

（3） �SLTB6075093 �オルシール �1 �B �001のみ 

（4） �KRHllO �スナげリンダ �1 

（5） �CRlOO1077 �ロうチェーン �1 

（5） �CRlOO1076 �ローラチェーン �1 ��002～ 

（6） �CRClOOl �継手リンク �1 

（7） �55－UCFC215Dl �へ●ァリげユニット �2 �B �001のみ 

（8） �SBH18160751 �ホ○ルト �4 

（9） �SBH18160501 �赤やルト �4 

（9） �SBH18160451 �ボルト �4 ��002～ 

（10） �SNH181610 �ナット �9 

‘2 



2 �2－2－3　　1 

2－2作業用動力　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0001～ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換す �摘　　妻 

（11） �SBHlHOO501 �ボルト ホ■ルト �4 � � 

（12） �SBH11120301 ��2 

（13） �SBH18160901 �ホeルト �4 

（14） �WP516 �高力平座金 �3 

（15） �WS216 �スプリンゲワッシャ �9 

（16） �CRLlOOl �わセットリンク �1 � �001のみ 

（17） �SNH14141・0 �ナット スプリンゲワッシャ �2 

（18） �WS214 ��2 

（19） �LGALO2 �ゲリスこげル �2 

（20） �LGSO2 �ゲリスニップル �1 

（21） �WS210 �スプリンゲワッシャ �8 �B 

（22） �SBHlllOO201 �ボルト �2 

（23） �SBH11100501 �ホ○ルト �4 

（23） �SBHll100452 �ホ‘んト �4 ��002～ 
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★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



2⊥3－2 �� 

2－3プロペラシャフト　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0001～ 

図解番号 �部　品　番．号． �部　品　名　称 �数量 �互換† �摘　　要 

1′・■4 �5ト2M60ZC430511P �ドラげシャフトAssy �1 � � 

1 �51－B…MO6005gBW �クロスヾアリげ �2 

2 �＊ �スリープシャフトAssy �1 

3 �5トMM15×45×1．25Z �ボルト �4 

4 �5卜SYO6000180… �シャフトヨーク �1 




