
電子データの取扱いについて

電子データの内容について
■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅
するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。
その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に
同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が
現在と異なる場合があります。
また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品
販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について
本サービス内の電子データにつきましては、弊社（小橋工業株式会社）が著作権その他知的財産権を保有します。
無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。
但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について
弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基
づく保証は提供いたしません。

お問合せについて
ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いい
たします。

免責事項
弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を
負いません。
弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。
弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

小橋工業(株)のホームページ（以下、弊社サイト）においては、カタログ・取扱説明書・

パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス（以下、本サービス）を

ご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。
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オートヒッチアーム型式 ヒッチ型式 オプション型式を確認して、ご注文ください。・

補修用部品の供給年限について

2.ジョイント・オートヒッチアーム･ヒッチ･オプションの記載について

変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式

(作業機本体に属するジョイントは除く)

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

この製品の補修部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

矢印の方向のみに部品兼用可
新

旧

新

旧

新

旧

（2）実施機番の表示

（市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。）

新旧部品兼用不可

新旧部品兼用可

1.パーツリストのご使用について

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記くださ い。

ご　　注　　意

（1）互換性の記号

お　　願　　い

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版･ヒッチ総合版･オプション総合版にて、

・・

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。
在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。
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タイプライターテキスト
旧燃料タンク(7800888)は生産中止(供給不可)、新燃料タンク(上図)にて供給のこと。フュエルメータが異なる為、ハーネスも交換のこと。容量が大きくなる為、フュエルバンド;ホース;スタンド等も交換のこと。(改訂 2001-168 を参照)
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タイプライターテキスト
9320600ﾀﾞﾌﾞﾙﾋﾟﾝでも対応可能
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タイプライターテキスト
注）位相差90°で組付けのこと

Yama
タイプライターテキスト
注）取付部にガタが有る場合、そのまま使用すると周辺部品が　　破損する恐れがありますので、早めの交換が必要です。
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注）位相差90°で組付けのこと
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注）取付部にガタが有る場合、そのまま使用すると周辺部品が　　破損する恐れがありますので、早めの交換が必要です。
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Hattori
タイプライターテキスト
     7       7890357    キー　5×20                               クーリングファンが設変されたため（ｺｰﾄﾞは同じ）　　　　　　　　　　　　　　取付には5×20 サイズのキーが必要になります。
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タイプライターテキスト
注）7800807は7800794の下方のブーツであり、　　上方のブーツはコード№7801687になります。
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