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エーハイムクラシック 
パーツクロスチェック表

2211 2213 2215 　2217※ 2217-NEW 2260 EF-500

インペラー
エーハイムコード 7632110 7632610 7633100 7633600

50Hz:7633590 50Hz:7653058 50Hz:7632600
60Hz:7633600 60Hz:7653068 60Hz:7632610

小売価 ￥2,000 ￥2,000 ￥3,400 ￥3,400 ￥3,400 ￥6,510 ￥2,000

スピンドル／ラバー
エーハイムコード 7433710 7433710 7438430 7438430 7438430 7443100 7433710

小売価 ￥880 ￥880 ￥1,200 ￥1,200 ￥1,200 ￥1,910 ￥880

フィルターケース
０リング

エーハイムコード 7272658 7273118 7314058 7287148 7287148 7276650 7273118

小売価 ￥550 ￥920 ￥1,410 ￥1,410 ￥1,410 ￥2,310 ￥920

シャワーパイプ
エーハイムコード 7272150 7275750 7286500 7286500 7286500 7277608 7275750

小売価 ￥570 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥1,620 ￥920

吸水パイプ
エーハイムコード 7272238 7272210 7272210 7275808 7275808 7277650 7272210

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,730 ￥920

ストレーナー
エーハイムコード 7272310 7272310 7471800 7471800 7471800 7472950 7272310

小売価 ￥690 ￥690 ￥920 ￥920 ￥920 ￥1,030 ￥690

止水栓
エーハイムコード 7272350 7275850 7275850 7275850 7275850 7277708 7275850

小売価 ￥230 ￥230 ￥230 ￥230 ￥230 ￥290 ￥230

ろ材固定盤
エーハイムコード 7271808 7273050 7274050 7275600 7275600

上部:7276550
7273050下部:7276600

小売価 ￥700 ￥1,100 ￥1,550 ￥2,480 ￥2,480
上部:￥4,740 ￥1,100下部:￥4,930

ろ材コンテナ
エーハイムコード ― 2600130 ― ― ― ― ―

小売価 ― ￥2,880 ― ― ― ― ―

フック、
セキュリティフック

エーハイムコード 7470650 7470650 7470650 7470650 7470650 7671550 7470650

小売価 ￥780 ￥780 ￥780 ￥780 ￥780 ￥1,930 ￥780

吸水口
エーハイムコード 7470750 7470750 7470750 7477000 7477000 7276900

（0リング別売） 7470038

小売価 ￥1,250 ￥1,250 ￥1,250 ￥3,750 ￥3,750 ￥780 ￥1,250

クッションラバー
エーハイムコード 7271950 7271950 7271950 7271950 7271950 ― 7271950

小売価 ￥510 ￥510 ￥510 ￥510 ￥510 ― ￥510

スピンドル受け
エーハイムコード 7433660 7433660 7434660 7434660 7434660 7443659 7433660

小売価 ￥760 ￥760 ￥1,200 ￥1,200 ￥1,200 ￥1,780 ￥760

� ※2217（Hz共通）本体は終売です。現行品はHz別の仕様です。
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21 配送料については 2ページをご覧下さい。

エーハイムスキマー350 
ミニフラット・ミニアップ 
パーツクロスチェック表

スキマー350 ミニフラット※ ミニアップ※

インペラー
エーハイムコード 7445868 7445868 7445868

小売価 ￥610 ￥610 ￥610 

ポンプカバー
エーハイムコード 7481310 7481310 7481310

小売価 ￥440 ￥440 ￥440 

吸水ケース
エーハイムコード ― 7481320 7481330

小売価 ― ￥710 ￥830 

フロート
エーハイムコード 7361558 ― ―

小売価 ￥480 ― ―

フロートチャンバー
エーハイムコード 7481340 ― ―

小売価 ￥850 ― ―

キスゴム（４個入）
エーハイムコード 7445848 7445848 7445848

小売価 ￥440 ￥440 ￥440 ※�ミニフラット/ミニアップ本体
は終売です。

エーハイムエコ 
パーツクロスチェック表

コンフォート2232 コンフォート2234 コンフォート2236 コンフォートプロ2034
 ※

コンフォートプロ2036
 ※

インペラー
エーハイムコード 7600420 7600420 7600430 7600420 7600430

小売価 ￥2,650 ￥2,650 ￥2,650 ￥2,650 ￥2,650 

スピンドル／ラバー
エーハイムコード 7444390 7444390 7444390 7444390 7444390

小売価 ￥1,440 ￥1,440 ￥1,440 ￥1,440 ￥1,440 

フィルターケース０リング
エーハイムコード 7314058 7314058 7314058 7314058 7314058

小売価 ￥1,410 ￥1,410 ￥1,410 ￥1,410 ￥1,410 

シャワーパイプ
エーハイムコード 7275750 7275750 7275750 7275750 7275750

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 

吸水パイプ
エーハイムコード 7272210 7272210 7272210 7272210 7272210

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 

ストレーナー
エーハイムコード 7272310 7272310 7471800 7272310 7471800

小売価 ￥690 ￥690 ￥920 ￥690 ￥920 

止水栓
エーハイムコード 7275850 7275850 7275850 7275850 7275850

小売価 ￥230 ￥230 ￥230 ￥230 ￥230 

ろ材コンテナ
（1個）

エーハイムコード 7481030 7481030 7481030 7481030 7481030

小売価 ￥1,500 ￥1,500 ￥1,500 ￥1,500 ￥1,500 

プレフィルターキット
エーハイムコード ― ― ― 4020320 4020320

小売価 ― ― ― ￥2,200 ￥2,200 

クッションラバー
エーハイムコード 7312698 7312698 7312698 7312698 7312698

小売価 ￥1,030 ￥1,030 ￥1,030 ￥1,030 ￥1,030 

スピンドル受け
エーハイムコード 7481010

ポンプ室用カバー
7481010
ポンプ室用カバー

7481010
ポンプ室用カバー

7481010
ポンプ室用カバー

7481010
ポンプ室用カバー

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 

� ※2034/2036本体は終売です。
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パワーヘッド・バイオパワー 
パーツクロスチェック表

1212 　2411※ 2412※ 　2413※

インペラー
エーハイムコード 50Hz:7655460

60Hz:7655450
50Hz:7655460
60Hz:7655450

50Hz:7655460
60Hz:7655450

50Hz:7655490
60Hz:7655450

小売価 ￥1,450 ￥1,450 ￥1,450 ￥1,450 

スピンドル／ラバー
エーハイムコード 7480500 7480500 7480500 7480500

小売価 ￥540 ￥540 ￥540 ￥540 

フィルター/ポンプ固定盤
エーハイムコード 7355528 7215548 7215548 7215548

小売価 ￥480 ￥480 ￥480 ￥480 

排水パーツセット
エーハイムコード 7444068 7444068 7444068 7444068

小売価 ￥1,280 ￥1,280 ￥1,280 ￥1,280 

ポンプカバー
エーハイムコード 7444188 7444078 7444078 7444078

小売価 ￥430 ￥370 ￥370 ￥370 

フィルター上部カバー
エーハイムコード ― 7215568 7215568 7215568

小売価 ― ￥340 ￥340 ￥340 

フィルター下部カバー
エーハイムコード ― 7215598 7215598 7215598

小売価 ― ￥400 ￥400 ￥400 

テンションリング
エーハイムコード ― 7354208 7354208 7354208

小売価 ― ￥340 ￥340 ￥340

キスゴム
エーハイムコード 7271100 7271100 7271100 7271100

小売価 ￥510 ￥510 ￥510 ￥510 

フィルターケース
エーハイムコード ― 7444620 7444620 7444620

小売価 ― ￥690 ￥690 ￥690 

吸水ケース
（スポンジフィルター付）

エーハイムコード ― 7444610 7444610 7444610

小売価 ― ￥980 ￥980 ￥980 

空気調節バルブ（単品）
エーハイムコード 4002960 4002960 4002960 4002960

小売価 ￥570 ￥570 ￥570 ￥570 

止水栓
エーハイムコード ― 7275850 7275850 7275850

小売価 ― ￥230 ￥230 ￥230 

ストレーナー
エーハイムコード 7267600 ― ― ―

小売価 ￥1,410 ― ― ―

※2411/2412/2413の50Hz仕様、2411/2412の60Hz仕様本体は終売です。
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23 配送料については 2ページをご覧下さい。

エーハイムプロフェッショナル 
パーツクロスチェック表

　2071※ 　2073※ 　2074※ 　2075※ 2076※ 　2078※ 2080

インペラー
エーハイムコード 7600430 7656190 7603220 7656190 7603220 7603220

50Hz:7603058
60Hz:7603068

小売価 ￥2,650 ￥3,080 ￥5,040 ￥3,080 ￥5,040 ￥5,040 ￥5,770 

スピンドル／ラバー
エーハイムコード 7444390 7444390 7428590 7444390 7428590 7428590 7444390

小売価 ￥1,440 ￥1,440 ￥1,260 ￥1,440 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,440 

フィルターケース０リング
エーハイムコード 7428770 7428770 7428770 7428770 7428670 7428670 7428510

小売価 ￥2,810 ￥2,810 ￥2,810 ￥2,810 ￥3,150 ￥3,150 ￥3,990 

シャワーパイプ
エーハイムコード 7343850 7343850 7343850 7343850 7343850 7343850 7277608

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥1,620 

吸水パイプ
エーハイムコード 7275808 7275808 7275808 7275808 7275808 7275808 7275828

小売価 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,390 

ストレーナー
エーハイムコード 7471800 7471800 7471800 7471800 7471800 7471800 7471800

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 ￥920 

止水栓
エーハイムコード 7277708 7277708 7277708 7277708 7277708 7277708 7277708

小売価 ￥290 ￥290 ￥290 ￥290 ￥290 ￥290 ￥290 

ろ材コンテナカバー／
ろ材固定盤

エーハイムコード ― ― ― ― 7212108 7212108 7209148

小売価 ― ― ― ― ￥1,470 ￥1,470 ￥1,890 

ろ材コンテナ
（1個）

エーハイムコード 7211548 7211548 7211548 7211548 7428658 7428658 7428568

小売価 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,620 

EZクリップ
エーハイムコード 7428608 7428608 7428608 7428608 7428608 7428608 7428548

小売価 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,570 

ホースアダプター
エーハイムコード 7428718 7428718 7428718 7428718 7428718 7428718 7603078

小売価 ￥5,250 ￥5,250 ￥5,250 ￥5,250 ￥5,250 ￥5,250 ￥6,820 

ホースクランプ
エーハイムコード 7212258 7212258 7212258 7212258 7212258 7212258 7209358

小売価 ￥940 ￥940 ￥940 ￥940 ￥940 ￥940 ￥1,260 

クッションラバー
エーハイムコード 7312698 7312698 7312698 7312698 7271950 7271950 ―

小売価 ￥1,030 ￥1,030 ￥1,030 ￥1,030 ￥510 ￥510 ―

ポンプカバー
エーハイムコード 7428780 7428780 7428780 7428780 7428690 7428690 7428530

スピンドル受け

小売価 ￥520 ￥520 ￥520 ￥520 ￥520 ￥520 ￥840 

※2071/2073/2074/2075/2076/2078本体は終売です。
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エーハイムプロフェッショナル 
パーツクロスチェック表

2271 2273 2275

インペラー
エーハイムコード 50Hz:7602980 50Hz:7603480 50Hz:7603480

60Hz:7600430 60Hz:7603340 60Hz:7603340

小売価 ￥2,650 ￥3,400 ￥3,400 

スピンドル／
ラバー

エーハイムコード 7444390 7444390 7444390

小売価 ￥1,440 ￥1,440 ￥1,440 

フィルターケース
Oリングセット

エーハイムコード 7428770 7428770 7428770

小売価 ￥2,810 ￥2,810 ￥2,810 

シャワーパイプ
エーハイムコード （黒）7334528 （黒）7334528 （黒）7334528

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 

吸水パイプ
エーハイムコード （黒）7334538 （黒）7334538 （黒）7334538

小売価 ￥1,160 ￥1,160 ￥1,160 

ストレーナー
エーハイムコード （黒）7480970 （黒）7480970 （黒）7480970

小売価 ￥920 ￥920 ￥920 

止水栓
エーハイムコード 7277708 7277708 7277708

小売価 ￥290 ￥290 ￥290 

ろ材コンテナ
カバー

エーハイムコード 7372628 7372628 7372628

小売価 ￥1,800 ￥1,800 ￥1,800 

ろ材コンテナ
（1個）

エーハイムコード 7211548 7211548 7211548

小売価 ￥2,100 ￥2,100 ￥2,100 

EZクリップ
エーハイムコード 7428608 7428608 7428608

小売価 ￥1,260 ￥1,260 ￥1,260 

ホースアダプター
エーハイムコード 7428718 7428718 7428718

小売価 ￥5,250 ￥5,250 ￥5,250 

ホースクランプ
エーハイムコード 7212258 7212258 7212258

小売価 ￥940 ￥940 ￥940 

クッションラバー
エーハイムコード 7312698 7312698 7312698

小売価 ￥1,030 ￥1,030 ￥1,030 

スピンドル受け
（ポンプカバー）

エーハイムコード 7428780 7428780 7428780

小売価 ￥520 ￥520 ￥520 
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