
 

 
 
 

PARTS LIST 
パーツリスト 

 
Model  SDP-Eco1630II, 1630III, 1630IIIR 

形式 

Date  Sep. 2006 

発行日 

Mfg. No. 17000 – (1630II) 
   18000 – (1630III) 
   19000 – (1630IIIR) 

製造番号 

Bseafler
Sticky Note
Look for Sticky Notes in Manual for updated or missing part numbers.

Bseafler
Sticky Note
900-0449-100 PIFF Board900-0449-101 PIFF Cable



パーツリストの発刊にあたり 
 
本パーツリストは、修理部品やスペアパーツを間違いなく発注していただくために作成したものです。以下の点に注意し、有効な活用をお願いします。 
 
1. 分解図はブロックに分けて個々の部品または組み合わせ（アセンブリー）部品がスケッチ図で示されています。 

分解図から必要な部品または組み合わせ部品の INDEX No.を拾い上げてください。 
 

2. 部品一覧表は全部品が分解図の INDEX No.順に記載されています。 
部品一覧表から PARTS CODE と部品名称(PARTS NAME)を拾い出します。 
 

3. 部品をご注文いただくときは、必ず INDEX No. 、PARTS CODE、 PARTS NAME 及び発注個数を明示してください。 
なお、機器は改良のために断りなく変更する場合がありますので、ご注文に関しては機種名および製造番号もあわせてご連絡ください。 
 

4. 個数欄には機器１台当たりの数量を記載してありますが、単品と組み合わせ部品の両方を併記したものもあります。供給の単位によって PARTS CODE が異なりますので間

違いのないようにしてください。 
特に＊印を付記したものは原則として供給できない部品、単位を表していますのでご注意ください。また、R 印を付記したものはレコメンドパーツを表しています。 

 
5. 部品一覧表には各部品の設計変更の経歴情報や新旧部品の互換性などについて記載してありますので、発注時には必ずご確認願います。 

① 設計変更が発生している場合は、INDEX No.の下２桁（Rev 桁）が更新されています。 
例） ○○○○○○-○○-○○-00 → ○○○○○○-○○-○○-0１ 

Rev 桁                Rev 桁 
② MFG No.欄には、該当する製造番号を開始号機および最終号機で表示しています。 

例） S○○ – ○○○○（S は START の略）   E○○ – ○○○○（E は END の略） 
③ C（COMPATIBILITY の略）欄では、新旧部品の互換性について下表を基準に A～D のアルファベット記号で表記しています。 

互換性条件 
 
 
 
 
 
 
 
④ ECO 欄には相当する設計変更連絡 No.が記載されていますので、関連部品の発注に際しては、必ず設計変更経歴の内容をご確認ください。 
 

6. 本書の保管は十分ご注意の上、責任をもって管理してください。（禁複写） 



Publication of Parts List 
 
 This parts list was compiled to permit repair components and spare parts to be correctly supplied. To permit it to be used most effectively, keep the following cautions in mind: 
 
1. The disassembly diagram is divided into blocks, with individual parts and assemblies shown in sketch diagrams. The index numbers of the required parts and assemblies can be 

gotten from the disassembly diagram. 
2. All parts are noted on the parts list in the order that they are listed in the index (by their index numbers). Parts codes and parts name can be gotten from the parts list. 
3. When ordering parts, be sure to specify the index no., parts code, parts name and the quantity required. Improvements may be made on units without prior notice, so be sure to 

specify the model name and serial numbers when placing orders. 
4. The number of parts per machine is noted in the “Quantity” column, but in some cases parts are noted as both unit and assembly parts. The part code differs according to whether 

the unit is spare rate or part of an assembly, so be sure specify correctly when ordering. Parts and assemblies marked with asterisk (*), as a rule, can not be supplied. In addition, 
the parts attached with R are recommended parts. 

5. Information regarding the history of design modifications are the compatibility of old and new parts is noted on the parts list. Be sure to confirm this when ordering parts. 
(1) When the design has been modified, the last 2 digits(revised digits)of the index number have been changed. 

Example: 
xxxxxx-xx-xxx-00 -> xxxxxx-xx-xxx-01 

Revised           Revised 
degits             degits 

(2) The beginning and end of the applicable serial number are displayed in the manufacturing number(“Mfg.No.”)column.  
Example: 

Sxx-xxxx (“S” is short for “Start”) 
Exx-xxxx (“E” is short for “End”) 

(3) The compatibility of old and new parts is displayed in letters A through D in the “C”(short for “Compatibility”) column, based on the table below. 
Compatibility Conditions 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) The appropriate design modification memorandum number is noted in the “Eco” column, so when ordering related parts be sure to check the contents of the design 

modification memorandum. 
6. Take the utmost precautions to store this list in a safe place to prevent it from being lost or stolen (brown copy). 



 
 

 

目 次 

 

１ 外装部（１）  ………002800-01  17 プロセッサータンク部 ………002800-17 

２ 外装部（２）  ………002800-02  18 プロセサー部（１） ………002800-18 

３ 本体部（１）  ………002800-03  19 プロセサー部（２） ………002800-19 

４ 本体部（２）  ………002800-04  20 プロセサー部（３） ………002800-20 

５ 本体部（３）  ………002800-05  21 配電盤部   ………002800-21 

６ 本体部（４）  ………002800-06  22 電装部   ………002800-22 

７ 露光部（１）  ………002800-07  23 標準付属品  ………002800-23 

８ 露光部（２）  ………002800-08  24 国内/北米仕様  ………002800-24 

９ カッター部  ………002800-09  25 欧州/アジア仕様  ………002800-25 

10 光学部（１）  ………002800-10  26 ＨＤＤ部   ………002800-26 

11 光学部（２）  ………002800-11  27 バーコードリーダー ………002800-27 

12 プロセッサー周辺部（１）………002800-12  28 ＤＳパンチ装置  ………002800-28 

13 プロセッサー周辺部（２）………002800-13  29 ＢＥＬＬパンチ装置 ………002800-29 

14 プロセッサー周辺部（３）………002800-14  30 ディファレンシャルユニット……002800-30 

15 プロセッサー周辺部（４）………002800-15  31 ＤＩＭＭ部  ………002800-31 

16 プロセッサー周辺部（５）………002800-16 

 
 























 

















 













 

















 

















 









 









 













 













 









 

















 









 








































