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品番 AAG00-1114P 品番 AAG00－1113P

品名 背シート 品名 座クッション

品番 AAG00-0600A 品番 AAG00-0650A

品名 アームサポートセット　左 品名 アームサポートセット　右

品番 AAG00-0601P 品番 SE01-0680Ａ 品番 TP013-0479C

品名 アームサポートパッド 品名 プランジャ 品名 ガイドリング

品番 SE01-3003P 品番 IN01-3012Ｐ

品名 エンドキャップ 品名 エンドキャップ

シート類

アームサポート

※１ アームサポートに固定している

　　　プレート部品が破損した場合は、

　　　アームサポート一式交換になります。

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

左右兼用

※アームサポートパイプ下部用 ※アームサポートパッド取付パイプ用

※１ ※１
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品番 SE01-1301P 品番 SE01-1302P

品名 ブレーキレバー　左 品名 ブレーキレバー　右

品番 AAC00-0899P 品番 AAG00-0800A 品番 AAG00-0850A

品名 ワイヤー 品名 タックルブレーキ　左 品名 タックルブレーキ　右

品番 AG00-0811P

品名 赤キャップ

品番 SE01-3005P 品番 SE10-1312P

品名 ツマミメス　M８ 品名 レバー　白　右

ブレーキ

　チルト/背角

※ブレーキ左右、ティルト兼用

※背角度ダイヤル ※ティルト用レバー
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品番 AAC00-0899P 品番 SE01-0710A 品番 SE01-1313P

品名 ワイヤー 品名 フリーロック（チルト用） 品名 アジャストボルト

品番 AAF00-0801P 品番 AAG00-0780A

品名 ケーブルエンド 品名 ２２インチタイヤセット　左右

品番 AAC00-0720A 品番 AAC00-0770A

品名 ５インチキャスター/フォークセット　左 品名 ５インチキャスター/フォークセット　右

品番 AAC00-0790A

品名 ５インチキャスタータイヤ

タイヤ

※各部のネジ類について

　 はご相談ください。

キャスター

左右兼用

※ブレーキ左右、ティルト兼用
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品番 AAＧ00-0190Ａ 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 AAG00-0410A 品番 AAG00-0460A

品名 スイングアウトセット　左 品名 スイングアウトセット　右

品番 SE01-0480A 品番 SE01-0490A 品番 SE01-2109P

品名 足台セット　左 品名 足台セット　右 品名 ヒールサポートベルト　左

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

転倒防止

フット・レッグサポート

※スイングアウトパイプ上部 ※足台パイプ下部

※カラー：レッド ・ シルバー ※カラー：レッド ・ シルバー

デラーレⅡパーツリスト07.xlsx 5/7 2022/01



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 AAC00-0109P 品番 AAC00-3001P

品名 エンドキャップ 品名 エンドキャップ

品番 AAC00-0503P 品番 SE01-3105P 品番 SE01-3106P

品名 グリップ 品名 左シール 品名 右シール

品番 IN01-3101P 品番 SE01-3108P 品番 IN01-3102P

品名 指はさみ注意シール 品名 座シール 品名 100kgシール

単価 10 単価 10 単価 10

※１ アームサポートに固定

    しているプレート部品が

    破損した場合は、アーム

    サポート一式交換になり

    ます。

※各部のネジ類について

　 はご相談ください。

本体キャップ類

シール類
※ベースフレーム前 ※キャスター軸上部
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品番 AAC00-0411A 品番 AAC00-0461A

品名 調整機能付足台セット　左 品名 調整機能付足台セット　右

品番 AAG00-1118P

品名 70mm低反発クッション(40幅）

オプション
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