
emigoⅡパーツリスト09

emigoⅡ　パーツリスト

シート類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ２

アームサポート・・・・・・・・・・・・ Ｐ３

フット/レッグサポート・・・・・・・・ Ｐ４

エレベーティング・・・・・・・・・・・ Ｐ５

タイヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ７

キャスター・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ８

転倒防止 ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ８

ティルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ８

リクライニング・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ９

ブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０

本体部品 ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１１

シール類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１１

オプション介助ブレーキ・・・・・・ Ｐ１２

オプションその他・・・・・・・・・・・ P１３

※パーツリスト掲載していないネジ類については別途お問合せ下さい。
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品番 SE10-1106P 品番 AAC00-1122P

品名 ヘッドサポートクッション 品名 座クッション（37幅）

品番 TP013-3005B

品名 座クッション（40幅）

品番 AAC00-1132P

品名 座クッション（43幅）

品番 SE10-1124P 品番 SE10-1121P 品番 SE10-1128P

品名 背シート（37幅） 品名 座シート（37幅） 品名 ヒップサポートベルト（37幅）

品番 SE10-1114P 品番 SE10-1111P 品番 SE10-1118P

品名 背シート（40幅） 品名 座シート（40幅） 品名 ヒップサポートベルト（40幅）

品番 SE10-1134P 品番 SE10-1131P 品番 SE10-1138P

品名 背シート（43幅） 品名 座シート（43幅） 品名 ヒップサポートベルト（43幅）

品番 SE10-1123P 品番 SE10-1107P

品名 ウエストサポートベルト（37幅） 品名 体幹支持パッド

品番 SE10-1113P

品名 ウエストサポートベルト（40幅）

品番 SE10-1133P

品名 ウエストサポートベルト（43幅）

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

シート類
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品番 SE10-0620A 品番 SE10-0670A

品名 アームサポートセット　左（37幅） 品名 アームサポートセット　右（37幅）

品番 SE10-0610A 品番 SE10-0660A

品名 アームサポートセット　左（40幅） 品名 アームサポートセット　右（40幅）

品番 SE10-0630A 品番 SE10-0680A

品名 アームサポートセット　左（43幅） 品名 アームサポートセット　右（43幅）

品番 TP013-0481C 品番 TP013-0482C 品番 TP013-0479C

品名 アームサポートパッド　左 品名 アームサポートパッド　右 品名 ガイドリング

品番 SE01-0680A 品番 SE01-3003P 品番 IN01-3012P

品名 プランジャ 品名 エンドキャップ 品名 エンドキャップ

アームサポート

※アームサポートパッド取付パイプ※アームサポートパイプ下部用
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品番 AAC00-0420A 品番 AAC00-0470A

品名 スウィングアウトセット左（37幅） 品名 スウィングアウトセット右（37幅）

品番 AAC00-0410A 品番 AAC00-0460A

品名 スウィングアウトセット左（40/43幅) 品名 スウィングアウトセット右（40/43幅)

品番 AAC00-0421A 品番 AAC00-0471A 品番 SE01-2109P

品名 調整機能付足台セット　左（37幅） 品名 調整機能付足台セット　右（37幅） 品名 ヒールサポートベルト　左

品番 AAC00-0411A 品番 AAC00-0461A

品名 調整機能付足台セット　左（40/43幅） 品名 調整機能付足台セット　右（40/43幅）

品番 SE01-2108P 品番 AAC00-0408P 品番 SSER-01-J08

品名 ヒールサポートベルト　右 品名 エンドキャップ 品名 エンドキャップ

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

フット・レッグサポート

＜スイングアウト＞

※スイングアウトパイプ上部

※カラー：レッド・シルバー ※カラー：レッド・シルバー

※足台前後調整パイプ

フットパイプ下兼用
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品番 AG00-0415P 品番 AAC00-0415A 品番 AAC00-0412P

品名 板バネ 品名 スイングアウトアジャスターセット 品名 軟質丸キャップ　黒

品番 AAC00-0990A 品番 AAC00-0421A

品名 エレベーティングセット（37幅） 品名 調整機能付き足台セット（37幅）　左

品番 AAC00-0980A 品番 AAC00-0411A

品名 エレベーティングセット（40/43幅） 品名 調整機能付き足台セット（40/43幅）　左

品番 AAC00-0471A 品番 AAC00-0930A 品番 ILA100-0806C

品名 調整機能付き足台セット（37幅）　右 品名 レッグサポートクッション(プレート付) 品名 レッグサポートクッション

品番 AAC00-0461A

品名 調整機能付き足台セット（40/43幅）　右

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

エレベーティング
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品番 SE01-2111P 品番 SE01-2112P 品番 AAC00-0993P

品名 菊座金クッション　左 品名 菊座金クッション　右 品名 保護クッション

品番 SSER-01-J08 品番 AG00-0415P 品番 AAC00-0415A

品名 エンドキャップ 品名 板バネ 品名 スイングアウトアジャスターセット

品番 AAC00-0412P

品名 軟質丸キャップ　黒

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

※足台前後調整パイプ

フットパイプ下兼用

※足台前後調整パイプ

フットパイプ下兼用

※左右兼用
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品番 SE01-1200A 品番 AAE00-S0001

品名 12インチPUタイヤセット 品名 車軸ボルトセット

品番 SE01-1204P

品名 ホイールキャップ1

品番 SE01-1100A 品番 SE01-1150A

品名 6インチキャスター/フォークセット　左 品名 6インチキャスター/フォークセット　右

品番 SE01-1110A

品名 6インチキャスタータイヤ

キャスター

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

タイヤ
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品番 SE01-0190A 品番 SE01-3002P

品名 ティッピングバーセット 品名 ティッピングキャップ（ネジ付）

品番 SE10-1312P 品番 SE01-1310P

品名 レバー　白　右 品名 ワイヤー

品番 SE01-0710A 品番 SE01-1313P 品番 AAF00-0801P

品名 フリーロック 品名 アジャストボルト 品名 ケーブルエンド

転倒防止

ティルト

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

※ティルト、リクライニング兼用

emigoⅡパーツリスト09.xlsx 8/13  2022/01



品番 SE10-1311P 品番 SE01-1310P

品名 レバー　左　白 品名 ワイヤー

品番 SE01-0701A 品番 SE01-1313P 品番 AAF00-0801P

品名 メカロック 品名 アジャストボルト 品名 ケーブルエンド

品番 SE01-3005P

品名 ツマミメス　M８

リクライニング

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

※ティルト、リクライニング兼用

※背折れ部ダイヤル
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品番 SE10-S0001A 品番 SE10-S0002A

品名 タックルブレーキセット　左 品名 タックルブレーキセット　右

品番 SE10-0800A 品番 SE10-0850A 品番 SE10-S0003A

品名 タックルブレーキ　左 品名 タックルブレーキ　右 品名 タックル連動フットブレーキ、左

品番 SE10-S0004A 品番 品番 SE10-0809P

品名 タックル連動フットブレーキ、右 品名 スナップピン8 品名 レバー丸キャップ

品番 AG00-0811P

品名 赤キャップ

ブレーキ

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。
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品番 SE01-3001P 品番 SE01-0501P

品名 エンドキャップ 品名 グリップ

品番 SE01-3105P 品番 SE01-3106P

品名 左シール 品名 右シール

品番 IN01-3101P 品番 SE01-3108P 品番 SE01-3107P

品名 指はさみ注意シール 品名 座シール 品名 背シール

品番 IN01-3102P

品名 100kgシール

本体部品

シール類

※ベースフレーム後ろ
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品番 SE10-0890A（取付費込） 品番 SE10-0890A（部品販売時）

品名 emigoⅡ介助ブレーキセット（37/40幅用） 品名 emigoⅡ介助ブレーキセット（37/40幅用）

品番 SE10-0891A（取付費込） 品番 SE10-0891A（部品販売時）

品名 emigoⅡ介助ブレーキセット（43幅用） 品名 emigoⅡ介助ブレーキセット（43幅用）

品番 SE01-1301P 品番 SE01-1302P 品番 SE01-1310P

品名 ブレーキレバー　左 品名 ブレーキレバー　右 品名 emigoⅡ介助ブレーキワイヤー（37/40幅用）

品番 SE10-0892P

品名 emigoⅡ介助ブレーキワイヤー（43幅用）

品番 AAF00-0801P 品番 SE10-0471P

品名 ケーブルエンド 品名 引張バネ

　

　　※１

　　車両販売時にご注文の場合は一式取り付けて出荷致します。

　　車両販売後のご注文の場合はお客様にて取付け頂くか、車両を送付下さい。（送料

別途）

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

オプション

介助ブレーキ

※左右兼用※左右兼用

※１取付費込 部品販売
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品番 AAG00-1118P 品番 AAG00-1128P

品名 70mm低反発クッション（40幅） 品名 70mm低反発クッション（37幅）

品番 AAG00-1138P

品名 70mm低反発クッション（43幅）

オプション

その他
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