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品番 SE10-1106P 品番 TP013-3005B

品名 ヘッドサポートクッション 品名 座クッション

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

品名 背シート（エミーゴⅡ用） 品名 座シート（エミーゴⅡ用） 品名 ヒップサポートベルト

品番 SE10-1113P

品名 ウエストサポートベルト

品番 SE10-0610A 品番 SE10-0660A

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

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

アームサポート

シート類

※１ ※2

※2

※2

※3※3
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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

品番 品番 SE01-0480A

品名 スウィングアウトセット 品名 足台セット　左

※１　・背シートはemigo用は廃版のためemigoⅡ用（共用）。

　　　　・emigoⅡの体幹パッド装着可（オプション）。

※２　・座シート、ベルトはemigo用は廃版のためemigoⅡ用（共用）。

※３　・アームサポートセットはemigo用は廃版のためemigoⅡ用（共用）。

　　　　・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。

フット・レッグサポート

＜スイングアウト＞

※アームサポートパイプ下部用※カラー：レッド /シルバー

※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 SE01-0490A 品番 SE01-2109P 品番 SE01-2108P

品名 足台セット　右 品名 ヒールサポートベルト　左 品名 ヒールサポートベルト　右

品番 AAC00-0408Ｐ 品番 SSER-01-J08 品番 SSELE-01-J04

品名 エンドキャップ 品名 エンドキャップ 品名 黒キャップ

品番 品番 SE01-0980A

品名 エレベーティングセット 品名 調整機能付き足台セット　左

品番 SE01-0990A 品番 emigo1用 品番 SE01-2111P

品名 調整機能付き足台セット　右 品名 エレベーティングフットサポートベルト 品名 菊座金クッション　左

エレベーティング

※スイングアウトパイプ上部 ※足台パイプ下部

※代替品

emigoⅡ用を参照してください

※代替品

emigoⅡ用を参照してください
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品番 SE01-2112P 品番 SSER-01-J08 品番 SSELE-01-J04

品名 菊座金クッション　右 品名 エンドキャップ 品名 黒キャップ

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

タイヤ

※足台前後調整パイプ

フットパイプ下兼用
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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

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）

転倒防止

キャスター

※SE01-1100Aと共用

（左右兼用）
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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

品番 SE10-1311P 品番 SE01-1310P

品名 レバー　白　左 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

ティルト

リクライニング

※ティルト、リクライニング兼用

※ティルト、リクライニング兼用
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品番 SE01-3005P

品名 ツマミメス　M８

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 SE01-1310P 品番 AAF00-0801P 品番 TP013-0471P

品名 ワイヤー 品名 ケーブルエンド 品名 引張バネ

品番 SE01-0473P 品番 SE01-0810A 品番 SE01-0860A

品名 圧縮バネ 品名 フットブレーキセット　左 品名 フットブレーキセット　右

介助ブレーキ

フットブレーキ

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

※左右兼用

※背折れ部ダイヤル

在庫限り
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品番 SE01-0820A 品番 SE01-0870A 品番 SE01-0830A

品名 フットブレーキ　前セット左 品名 フットブレーキ　前セット右 品名 フットブレーキ　後セット左

品番 SE01-0880A 品番 AG00-0811P

品名 フットブレーキ　後セット右 品名 赤キャップ

品番 SE01-S0001 品番 SE01-S0002

品名 ①　フットブレーキ用ネジセット1 品名 ②　フットブレーキ用ネジセット2

品番 SE01-S0003

品名 ③　フットブレーキ用ネジセット3

フットブレーキ用ネジセット対応箇所

※  各部のネジ類については

　　 ご相談ください。

１

３

２

在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り
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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 品番 SE10-1107P

品名 100kgシール 品名 体幹支持パッド

オプション
※オプション対応については

P３　※１参照

本体部品

シール類

※ベースフレーム後ろ

※emigoⅡ用シートの場合装着可
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