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ＰＡＲＴＳ ＲＥＭＡＲＫ ＩＮＤＥＸ

How to read the marks and remarks used in this parts book. 

Section 1 : Explanation of Code Use In “MRK” Column 

   OO : Interchangeable between the new part and the old one. 

   XX : Not Interchangeable between new and old. 

   OX : New part is usable for the old machine but the old part is not usable for the new machine. 

   XO : The old part is usable for the new machine but the new part is not usable for the old machine. 

Note : In case of the lack of interchangeability between the new part and old part,a new part may be used by replacing 

      all other parts found in the assembly. In this case, refer to section 2 for instruction on identifying other parts invo- 

      lved in a new assembly. 

   AD : Newly established(added) 

   DC : Suspended(discontinued) 

   NC : Part number changed 

   QC : Quantity used has been changed 

   NS : Not supplied individually but supplied in an assembly or a group. 

   AS : Special part designed to allow interchangeability between new and old part. 

   CR : Correction 

Section 2 : Items Found In “Remark” Column 

 Serial Numbers － Where indicated, this indicates a serisl number range (inclusive) where a particular part is used. 

 Model Number  － Where indicated, this shows that the corresponding part is utilized only with this specific model 

                    number or model number variant. 

# or＊ : All parts with the same number following # or＊ belong to the same assembly. this part cannot be interchanged 

       individually with any other assemblies to replace an old part (indicated by #), with a new part(indicated by＊),

       then all other parts of that assembly must be replaced with new ones. 

Note : If more than one of the same reference number is listed, the last one listed indicates newest(or latest)part available. 

Section 3: Example 

REF  NO. PART  NO. PART  NAME Q’TY MRK REMARKS 

  457(1)  5122-09230 Hinge Metal, Upper/24g   1   -1070 #3 (5) 

  457(2)  5072-09420 Hinge Metal, Upper M16   1 OX(3)  U1071-(6)＊3(7)

(1) Old part 

(2) New part 

(3) New part usable with old machine, but old part not usable with new machine (reference section 1). 

(4) Old part number is used through this machine serial number. 

(5) Old part, used in an assembly with other parts marked with #3. To use this part on a new machine, all other parts 

   in this assembly must be replaced with old ones. 

(6) New part put into use starting with this serial number and is still current. 

(7) New part used in an assembly with other parts marked＊3, to use this part as a replacement for an old part, all 

   other＊3 marked parts must be changed at the same time. 

Section 4: Items Found In “MK2” Column 

 (only for suspended products) 

   ! OO (“OO” is shown in figure) : The part shown in lower line is supplied. 

   ! SD : Not available due to termination of production. 

   ! NS : Not supplied individually, but supplied in an assembly or a group. 

   ! PD : Supplied as unit product. 

    SS : Not available after stock run out. 

    (The contents of this parts catalog are subject to change without notice.) 



部品変更マークの見方

１．パーツリスト中で使用されている項目および記号の意味は下記の通りです。
 ＭＲＫ欄の記号の意味
 ＯＯ：新、旧部品は相互に互換性あり
 ＸＸ：新、旧部品は相互に互換性無し
 ＯＸ：新部品は、旧部品の代わりに使用できます。その逆は使用できません。
 ＸＯ：旧部品は、新部品の代わりに使用できます。その逆は使用できません。
 ＡＤ：新規追加使用となった部品
 ＤＣ：使用を中止した部品
 ＮＣ：部品コードナンバーの変更
 ＱＣ：使用個数の変更
 ＮＳ：単品での販売をしない部品
 ＡＳ：部品変更に伴い新旧部品の互換性を持たせるための特殊部品
 ＣＲ：誤記訂正（正規部品）
注記１：個々の新、旧部品で互換性が無い場合でも、複数の部品を同時に交換する事により、新部品を旧部品の
    代わりに使用できる場合が有ります。この場合、下記の REMARKS（備考）欄に記号＊Ｏ，＃Ｏが記入
    されています。
 ＭＫ２欄の記号の意味
 ！ＯＯ（ＯＯ内は数字）：供給する補用部品の互換部品番号（ＭＫ２欄に！のある部品は供給出来ません）
 ！ＳＤ（ＳＤ）    ：生産終了等のため供給出来ない部品
 ！ＮＳ（ＮＳ）    ：単品での販売を行わない部品（アッシでの販売）
 ！ＰＤ（ＰＤ）    ：製品価格表に価格が表記されており、部品での販売をしない部品（製品で販売）
  ＳＳ        ：生産終了等のため在庫の販売終了後は供給出来ない部品
 ＲＥＭＡＲＫＳ（備考）欄の記号の意味
 ＊Ｏ，＃Ｏ  ：互換性のある部品グループを示します。  例）＊１：新部品のグループ
                               ＃１：＊１に対応する旧部品のグループ
 －ＯＯＯＯ  ：スペックＮｏ．または製造番号ＯＯＯＯ号機まで使用
 ＯＯＯＯ－  ：スペックＮｏ．または製造番号ＯＯＯＯ号機から使用
            例）－１００１：１００１号機まで使用
              １００２－：１００２号機から使用
注記２：互換性の無い設計変更を行った場合、参考としてＲＥＭＡＲＫＳ（備考）欄に適用号機またはスペック
    Ｎｏ．を明記して有りますので、部品発注時にご参照ください。
注記３：部品表作成の都合上、ＭＫ２欄が省略される場合、各記号が指定欄以外に記入される場合および記号が
    重複する場合があります。
２．使用例

Ref No. PART No. 部品名称 Q’TY MRK REMARKS 

1 1111-11111 リンク １   

1 1111-22222 リンク １ ＯＯ
2 2222-22222 レバー １ ＃１ －１１５０
2 2222-33333 レバー １ ＸＸ ＊１ １１５１－
3 3333-33333 コネクター １ ＡＤ ＊１ １１５１－

（注意：同一 Ref No.で示す部品は新旧両部品がある事を示します。この場合、旧部品の下に新部品を記し、旧
    部品との互換性を新部品のＭＲＫ欄に示します。）
１ ＯＯ          【ＯＯ】部品番号 1111-11111 の旧リンクは、部品番号 1111-22222 の新リンク
に
                  変更されたもので、新旧部品の相互に互換性があります。
２    ＃１ －１１５０ 【ＸＸ】部品番号 2222-22222の旧レバーは、部品番号 2222-33333の新レバー
２ ＸＸ ＊１ １１５１－     と交換出来ません。
３ ＡＤ ＊１ １１５１－ 【ＡＤ】部品番号 3333-33333の新コネクターは新規追加になった部品です。
              【＃１、＊１】旧部品のグループ（＃１のマークで示した部品）は、新部品の
                  グループ（＊１のマークで示した部品）と全ての部品を交換すること
                  により互換性があります。
              【-1150､1151-】部品番号 2222-22222の旧レバーは、製造番号 1150号機まで
                  使用されています。また、部品番号 2222-33333の新レバーと部品番号
                  3333-33333の新コネクターは製造番号 1151号機から使用されています。
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INTERLOCKINGBLOCKDEVICE
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NO. PART/NO. Parts Name Q'TY MK MK2 REMARKS

A 4169-10040 INTERLOCKING AY W/OUT,MAT 1 !PD BOLT=16X35

A 4169-10041 INTERLOCKING AY W/OUT,MAT 1 !PD BOLT=16X40

1 4164-56210 BOLT(BLOCK PLATE)/88G 2

1 4164-56211 BOLT(BLOCK PLATE)/88G 2 XX #8 K6887-

2 4163-42380 HANGER(BLOCK PLATE)/88G 1

3 0012-21230 BOLT 12X30 T 2

4 0302-12300 SW M12 2

5 4163-42370 PLATE(BLOCK PLATE)/88G 1

6 0012-20835 BOLT 8X35 T 4

7 0227-10809 NYLON NUT M8 4

11 4160-10030 CAP RB-016/MVC-88G 2

INTERLOCKINGBLOCKDEVICE
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