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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。



3－1伝動機 適用号機
S1145－

J185・－

図解番号 部　品　番　号 部　品　名　称

25ト0092－400

251－008ト001

252－0162－001

253－0260－001

253－0270－001

252－017ト101

253－0280－001

253－0290－001

253－0300－101

253－0310－101

253－0340－001

252－0180－001

254－0390－001

254－0400－101

254－0410－001

254－042ト001

252－0191－101

253－0350－001

253－0361－001

252－0201－001

ギヤ・トシげAssy

ケーシング（R）

ケーシング（F）

インプットシャフト

カウンタシャフト

デロアシャフト

ス八〇ィうんへ○へ○んキ○ヤ（R）

ス八〇ィラいやへせんキ○ヤ（L）

35Zキ○ヤ

37Zギヤ

254－2420－001

254－2110－001

254－0460－001

253－0370－001

253－0381－001

254－0470－001

304－0180－001

304－0220－001

314－0180－001

314－0230蠣001

八〇ッキン

エンドプレト

エンドプレト

ロックワッシャ

ロックワッシャ



3 �3－ト �I 

371イ �動機　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ���S1145～ J185～ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換 �摘　　要 

30 �254－0480－001 �キー ナット �1 � � 

31 �253－0390－001 ��1 

32 �254－334か－001 �ロックワッシャ かlO一 八●ィフ● �1 

33 �254－0450－001 ��1 

34 �254－0840－001 ��1 

35 �253－0800－000 �キヤげ 銅八〇ッキン �1 � � 

36 �254－1410－001 ��1 

37 �JR32212NJ �へ■ァリンデ �1 

38 �JR30312NJ �へ■ァリンダ �1 

39 �JR32211NJ �へ○ァリンダ �2 

40 �；JR30311軋J �へ○ァリンダ �1 � � 

41 �≡JB6312NJ �へ○ァリガ �1 

42 �もLTB75100133 �オイルシール �1 

43 �SLSB6082123 �オイルシール �1 

44 �！SLTB6082123 �オルシール �1 

45 �竪GRAP52NJ �0リげ ボルト �1 � � 

46 �書SBH14100251 ��6 

47 �＄BH18100301 �木や朴 �25 

48 �SBH18100401 �ホ○ルト �6 

49 �SBH18120401 ； �ポ小 �6 

50 �SBH11120501 �ポ小 ボルト �6 � � 

51 �SBH14080161 ��6 

52 �SBA6080301 �六角穴付ボルト �6 

53 �SNH181210 �ナット スプルゲワッシャ �12 

54 �－S210 】 ��31 

55 �岬S212 �スフ○りげワッシャ �12 � � 

56 �桓208 �スアリげワッシャ �6 

57 �92－¢13×22・ �ストレートピン �2 

58 �b1－9－0920－2724－0 �フ○ラゲ �1 

59 �254－0500－∞0 �がイド �1 



3－1伝動機 適用号機
Sl145～

J185～

図解番号 部　品　番　号 部　品　名　称

254－1430－000

254－2430－001

254－2440－001

254－2120－001

254－2130－001

253－0550－001

253－0560－001

304－0480－001

レへやんケ㌧ヅ

シム（t＝0．2）

シム（t＝0．5）

シム（t＝0．2）

シム（t＝0．5）



★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



3－2－2 �� � 

3－2減速機　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����S1145～ J185～ �� 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換 � �要 

ト〉56 �241－0013－000 �キ○ヤナシげAssy �1 � � � 

1 �24ト0021－101 �ケーシげ �1 

2 �243－0010－001 �インプットシャフト �1 

3 �243－0020－001 �カウンタシャフト �1 

4 �242－0010－001 �アウげットシャフト �1 

5 �243－0030－001 �25Zギヤ �2 � � � 

6 �243－0040－101 �57Zキ○ヤ �2 

7 �243－0050－101 �スプロケット �1 

8 �242－0020－101 �フランシ■ �1 

9 �242－0032－000 �フランゾ �1 

10 �254－0360－101 �デッシ1 フランゾ �4 � � � 

11 �242－0101－000 ��1 

12 �254－0920－001 �デッシ1 �4 

13 �244－0030－001 �スヘ〇一サ �1 

14 �244－0040－001 �スヘ〇一サ �1 

15 �244－0050－001 �スヘ〇一サ スヘ〇一サ �1 � � 

16 �2441氾60－001 ��1 

17 �244－0070－001 �スヘ〇一サ �1 

18 �243－0060－001 �ハウゾンゲ �1 

19 �243－007MOl �加＼ヾ－ �2 

20 �243－0080－001 �加や一 八ウゾンゲ �1 � � �！ 】 書 ≡ 

21 �243－0090－001 ��1 

22 �242－0050－001 �八ウゾンデ �1 

23 �304－0030－001 �エンドフ○レート �1 

24 �304－02201氾1 �エンドプレート �3 

25 �304－0080－001 �エンドフ○レート �1 � � �E l l 【 芦 喜 ∈ ≡ l E l 書 

26 �304－0130－001 �エンドプレート �1 

27 �314－0020－001 �ロックワッシャ �1 

28 �314－0210－001 �ロックワッシャ �3 

29 �314－0120－001 �ロックワッシャ �2 



3－2－3 ��l 

3－2減 ��錘機　　　　　　　　　　適用号機 ���S1145～ J185～ 

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

30 ��242－006ト100 �加lO一 �1 � � 

31 �■243－0230－100 �レヘOJけ中一ゾ �1 

32 �243－01001氾1 �八〇ッキン �1 

33 �；243－0110－001 �八〇ッキン �1 

34 ��243－0120－001 �八〇ッキン �4 

35 ��243－0130－001 �八〇ッキン 八〇ッキン へ○ァリンデ �1 � � 

37 �…254－1410－001 ��1 

38 �JB6309NJ ��1 

39 �JB6311NRNJ �へやァリンデ �2 

40 ��JB6312NJ �へ○ァリンダ �1 

41 ��JB6010ZZNJ �へ○ァリンダ �1 � � 

42 �KRHA80 �スナげリンデ �1 

43 �SLTBO60082123 �オイルシール �1 

44 �SLTBO80105133 �オイルシール �2 

45 ��WGRA28 �0リンダ �1 

46 ��GRAP52NJ �0リンゲ 0リンデ �1 � � 

47 �WGRA30 ��1 

48 �SBH14100301 �ボルト �20 

49 �SBHl1100401 �ホ○ルト �8 

50 ��SBH64100251 �ホ寸んト �24 

51 ��WS210 �スプリンゲワッシャ �32 � � 

52 �JRNF311NJ �へやァリげ �1 

53 �BE12 �アイホ■い �1 

54 �0ト9－0920－2724－0 �フ○ラゲ �1 

55 ��JRNF312NJ �へやァリンデ �1 

56 ��WP510 �高力平座金 �8 � � 





★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



3－3－2 �� � 

3－3作業用動力　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����S1145～ J185■－ �� 

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

1～（39） �81ト073ト100 �作業用動力Assy �1 �B D �S1145～1150 】 1 S1151～ 】 1 

1～（39） �811－073ト300 �作業用動力Assy �1 

1～（41） �81ト0741－000 �作業用動力Assy �1 ��J185 �】 】 T195 】 

1～（41） �811－0742－100 �作業用動力Assy �1 ��J196「 

1 �813－0240－001 �へ○ァリンダかl〇一 �1 

2 �814－0290－101 �スへ〇一サー �1 � � �】 

3 �314－0220－001 �ロックワッシヤー �1 

4 �304－0230－001 �エンドプレト �1 

5 �813－001ト001 �ブッシュ �1 

6 �812－0113－100 �シャフト �1 

7 �813－0230－000 �へ○ァルゲ加や－ �1 � �S1145～1150 sl辟5～195 1196～ Sl145～1150 山85～195 S㌣ 

7 �813－0230－101 �へ○ァリげかlO－ �1 

8 �813－028MOl �へ○ァリンダ押さえ �1 

8 �814－03230－001 �リテーナ �1 

9 �813－0290－000 �ローラチェーン案内板1 �1 

10 �813－0270－101 �スプロケット �1 � �Sl145～1150 1 

10 �813－0393（ト000 �スプロケット �1 ��S1151 J �185～195 へ′ 196～ 

11 �814－0410－101 �シヤーヒ○ン �2 

12 �304－0200－001 �エンドアレート �1 

13 �314－0170－001 �ロックワッシヤー �1 

14 �814－031MOl �シート八〇ッキン �2 � � � 

15 �813－0670－100 �ゾヤツキ �1 

16 �814－0860－101 �テンシ】ン板 �1 

17 �814－0870－101 �シャフト �1 

18 �814－0880－001 �がイド �1 

19 �814－089MOl �ナット ハウゾンゲ �1 � � � 

20 �814－0900－M ��1 ��Sl145ト1150 山85～195 Sll叫～ J汁96～ S1145】～ 

20 �814－0900－100 �ハウゾンデ �1 

21 �814－0840－101 �シャーピン �2 

22 �813－0910－000 �プロへ匂うシャフトかlO－ �1 



3－3－ ��】 

3－3咋 ��業用動力　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ���S1145－ J185～ 

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

22 ��813－1260－000 �プロへ○ラシャフトかlO一 �1 � �J185～ 

23 �812－1800－000 �デラケット（減速機） �1 ��S1145～ 

23 �812－01900－000 �ブラケット �1 ��J185～ 

24 �813－0300－000 �トラチェーン案内板2 �1 

・25 ��614－0820－001 �ピン �4 

26 ��813－1280－001 �フランシ■ �1 � �J185～195 

26 �813－1281－001 �フランゾ �1 ��J196～ 

27 �812－0510－001 �フランゾ �1 ��Sl145～1150 J185－195 

27 �814－03240－001 �スヘ〇一サ �1 ��S1151～ J196～ 

（1） �JB1313NJ �へやァリンダ �1 

（2） ��JB2313NJ �へやァリげ �1 � �S1145～1150 J185－195 

（3） �BBAO301 �球面軸受 �1 

（4） �SLTBO80105133 �オイルシール �2 

（5） �SLTBO90115133 �オルシール �1 

（6） ��LGSO2 �ゲリスこげん �4 

（8） ��CRlOO1098 �ローラチェーン �1 � �S1145～ 

（9）i �CRLlOOl �わセットルク �1 

（10） �SBH14080151 �ホやルト �4 

（11）l 　l �SNH141010 �ナット �2 

l （12）； l ��WS210 �スプリングワッシャ �10 ��S1145～ 

（12）l ��WS210 �スフ○リンダワッシャ �8 � �J185へ′ 

（13）： l �WS208 �スプリげワッシャ �4 

（14）！ l �KRS30 �スナけりげ �1 

l （15）： l �KRS28 �スナげリンダ �1 

l （16）r l 　と ��KRH47 �スナけりげ �1 

（17）． ��SBH11060251 �ホせんト �2 � �Sl145～ J196・・′ 

l （18）E l �WS212 �スプリげワッシャ �22 

（18）臣 �WS212 �スプリげワッシャ �26 ��J185～195 

l l （19）■ �WS214 �スフ○りげワッシャ �2 

（20）■ l ��WS216 �スプリげワッシャ �14 



3－3作業用動力 適用号機
S1145～

J185～

図解番号 部　品　番　号 部　品　名　称

SNH181220

SNH141610

SBH18100201

SBH14120551

SBH11120601

SBHll120402

SBH11120402

SBH11160301

SBH11120251

SBH14120751

50－15652－0680

50－156－055460

50－15860－0550

50－158－002300

WS206

SNH141410

SBHlllOO201

WPllO

六角穴付止めネゾ

No17○ロへ○ラシャフト

Nolプロへ○ラシャフト

No2プロへ○ラシャフト

No27○ロへ○ラシャフト

CRClOO1

79－7－KlO

SBH11120451

SBH11120902

SBH11120602

S1145～

J185ん

S1145－1150

≡J185～195

S1151～

J196～

S1145～1150

sll謹5～195

ト

　

　

　

ト

　

　

　

　

1

■

r

　

　

　

　

ト

　

　

　

ト

ル

　

　

　

ル

　

　

　

ふ

　

　

　

ふ

　

　

　

ん

ホ

　

　

ホ

　

　

木

　

　

本

　

　

ホ



★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



3－4－2 �� � 

3－4プロペラシャフト（No．1）　　　　　　適用号機 ����S1145～11 J185～J19 ��5 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換† � �要 

1～12 �50－15652－0680 �フ○ロへ○ラシャフトAssy �1 � � � 

1 �50－15650－1430 �フランゾヨーク �2 

2 �50－15650－5030 �ゾヤーナ仙ssy プラゲ グリスこげん �2 

3 �50－0940－507 ��1 

4 �50－9－0903－1010－0 ��1 

5 �50－15650－1480 �スリづ○】－ク �1 � � � 

6 �50－5050－631 �リテーナ �1 

7 �50－0972－002 �フェルトリンダ �1 

8 �50－15650－8210 �フランゾシャフト �1 

9 �50－15650－1450 �フランゾヨーク �1 

10 �50－090MO9 �ホ■ルト ナット �4 � � � 

11 �50－9－991ト0512－0 ��4 

12 �50－9－0915－0612－0 �スプリングワッシャ �4 



3－4　プロペラシャフト（No．1）

★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。
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3－4プロペラシャフト（No．1） 適用号機
S1156～

J191～

図解番号 部　品　番　号 部　品　名　称

50－156－055460

50－15650－1394

50－15650－5101

50－15650－3161

50－156－057470

プロへ○ラシャフトAssy

フランゾヨーク

ゾヤーナ仙ssy

ス八〇げAssy

ス八〇ィダかlO一

50－15650－4100

50－15650－4130

50－15650－4140

50－0995－014

50－09951）161

50－0903016100

50－156－055460

50－0940－507

ユコlO－サルゾヨイントス八〇ィタ〇

二一ドルへ○ァリげ

グリスこげん

プロへ○ラ】－クAssy

プレーげラゲ

50－0903014100

50－15650－1891

50－15060－5011

50－15650－2090

50－5070－908′・■5070－914

グリスこげん

スデラインヨーク

スフ○ラインシール

スタブトク

八〇ランスウェイト



★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



3－5プロペラシャフト（No．2） 適用号機
S1145～11甲

J185～190；

図解番号 部　品　番　号 部　品　名　称

50－15860－0550

50－5860－0806

50－15065－4370

50－5060－631

50－0972－008

6

7

8

9

50－9－0903－1010－0

50－15860－1020

50－0940－005

50－9－9106－6240－0

50－9－0915－0512－0

プロへ●ラシャフトAssy

ゾヤーナんAssy

スフ○ラインヨーク

リテーナ

フェルトリンダ

グリスこげん

スデライン】－ク

プラダ

ホ○んト

ス7°リンダワッシャ



★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



3－5－4 �� � 

3－5プロペラシャフト（No．2）　　　　　　適用号機 ����S1156～ J191～ �� 

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

1～20 �50－158－002300 �フ○ロへ○ラシャフトAssy �1 � � � 

1 �50－5860－0806 �ゾヤ十仙ssy �2 

2 �50－0903014060 �グリスこげん �2 

3 �50－5860－0811 �ニード月∧小アリげ �4 

4 �50－5870－831 �へ■7リンデシール �8 

5 �50－0989－265 �ニードルローラ �116 � � � 

6 �50－5860－811 �へ07リンダキヤげ �4 

7 �50－5860－0812 �ニードルへヾァリング �4 

8 �50－5860－812 �へ○ァリンダキヤげ �4 

9 �50－5860－812 �ユニ八〇一サルゾ］イントス八つイダ �2 

10 �50－0915105120 �スプリングワッシャ �8 � � � 

11 �50－08980363820 �ホ○んト プロへ○ラフランゾAssy �8 

12 �50－15861－1081 ��1 

13 �50－10940－5310 �プレトフ○ラグ �1 

14 �50－15860－1962 �スブラインフランゾ �1 

15 �50－0903014100 �ゲリスニップル �1 � � � 

16 �50－15060－5021 �スデラインシール �1 

17 �50－156－002310 �チューブAssy �1 

18 �50－15060－3020 �シャフにンド �1 

19 �50－15065－1460 �チ1－デ �1 

20 �50－158－001120 �フランゾ �1 � � � 




