
備 考

前軸のみ    5台

前軸のみ   27台
後軸のみ    1台
全軸       28台

前軸のみ   56台

前軸のみ  549台
後軸のみ   36台
全軸      372台

前軸のみ    1台
後軸のみ    2台
全軸       57台

前軸のみ   84台

連絡先 　自動車局 審査･リコール課

         リコール監理室

         TEL 03-5253-8111 内線 42354

　　　　 アドレス：http://www.mlit.go.jp

ＵＤ
トラックス

届出者の氏名又は名称
ＵＤトラックス株式会社　　　　　　        問い合わせ先：お客様相談室
代表取締役社長　酒巻　孝光 　　 　         TEL　0120-67-2301

不具合の部位 (部品名) 　緩衝装置（ショックアブソーバ）

基準不適合状態にある
と認める構造、装置又
は性能の状況及びその
原因

　緩衝装置において、前軸のショックアブソーバ下部取付けボルトおよび後軸のショック
アブソーバ上部取付けボルト／ナットの締付け管理が不適切なため、当該ボルト／ナット
が締付けトルクの不足により緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続ける
と、当該ボルト／ナットが脱落しショックアブソーバの片側が外れて、周辺部と接触し異
音がするとともに接触した部品を損傷させるおそれがある。

車　名
リコール対象車の

車台番号の範囲及び製造期間
リコール対
象車の台数

60

JNCMB02C6HU018195 ～ JNCMBP0C5JU034048
平成29年08月03日 ～ 平成30年05月10日

84

56

JNCMB02C1HU016208 ～ JNCMB02C0JU034236
平成29年04月28日 ～ 平成30年05月18日

957

JNCMB02C3JU028303 ～ JNCMB02C6JU034113
平成30年02月22日 ～ 平成30年05月14日

リコール届出日： 平成30年11月29日

リコール届出番号 ４３８６ リコール開始日 平成30年11月30日

発見の動機 　市場からの情報

自動車使用者及び自動
車分解整備事業者に周
知させるための措置

・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。
・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。
・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にＮo. ４３８６のス
テッカーを貼付する。

改善措置の内容
　全車両、当該ボルト／ナットの緩み等を点検し、規定トルクで締付ける。なお、ボルト
／ナットが損傷、紛失およびショックアブソーバや周辺部品等に損傷がある場合は、新品
と交換する。

不具合件数 　4 件 事故の有無 　無し

JNCMBN0C7HU026287 ～ JNCMBN0C0JU028811
平成29年09月25日 ～ 平成29年11月20日

5

JNCMBN0C8HU021910 ～ JNCMB02CXJU034115
平成29年06月09日 ～ 平成30年05月11日

56

JNCMB02C3HU025945 ～ JNCMB02C1JU034083
平成29年09月06日 ～ 平成30年05月14日

｢クオン｣

リコール届出一覧表

型　　式 通 称 名

2PG-CD5AL

2PG-CD5BA

2PG-CD5BL

2PG-CD5CA

2PG-CD5CE

2PG-CD5CL



備 考

前軸のみ    5台
後軸のみ    1台
全軸        3台

前軸のみ    1台

前軸のみ  970台
後軸のみ  126台
全軸      625台

後軸のみ    7台
全軸       48台

前軸のみ   77台

前軸のみ  471台

前軸のみ   96台

前軸のみ   33台
後軸のみ    2台
全軸       41台

前軸のみ  115台

前軸のみ   12台
全軸       13台

前軸のみ   17台

前軸のみ  158台
後軸のみ    7台
全軸      136台

前軸のみ   42台
後軸のみ    1台
全軸       88台

前軸のみ    1台
後軸のみ    1台
全軸        7台

前軸のみ 2720台
後軸のみ  184台
全軸     1418台

(1車種)

型　　式
リコール対象車の

車台番号の範囲及び製造期間

JNCMB02G0JU033297
平成30年04月19日

JNCMB02G2HU025633 ～ JNCMB02G5JU034073
平成29年08月21日 ～ 平成30年05月11日

(製作期間の全体の範囲)
平成29年04月28日 ～ 平成30年05月23日

リコール対
象車の台数

ＵＤ
トラックス

｢クオン｣

1

JNCMB02G9HU025953 ～ JNCMB02G9JU034156
平成29年09月08日 ～ 平成30年05月15日

9

77

JNCMB02D5HU017046 ～ JNCMB02D5JU034094
平成29年05月10日 ～ 平成30年05月11日

4712PG-CW5AL

2PG-CW5BL

JNCMB02GXHU017229 ～ JNCMB02G1JU034233
平成29年06月22日 ～ 平成30年05月18日

1721

JNCMB02G1JU031283 ～ JNCMB02G4JU034226
平成30年02月15日 ～ 平成30年05月17日

55

2PG-CX5BA

JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D6JU034010
平成29年06月19日 ～ 平成30年05月11日

96

JNCMB02D7HU022507 ～ JNCMB02D2JU034232
平成29年06月06日 ～ 平成30年05月16日

762PG-CW5CA

(計4,322台)（計 20型式)

131

JNCMB22A7JU029657 ～ JNCMB22A5JU034128
平成29年12月14日 ～ 平成30年05月16日

9

2PG-GK5AAD

2PG-GK5AAE

JNCMB02D3HU026151 ～ JNCMB02D4JU033745
平成29年08月30日 ～ 平成30年04月25日

17

JNCMB22A4HU022644 ～ JNCMB22A8JU034219
平成29年11月14日 ～ 平成30年05月17日

301

2PG-CX5BL

2PG-GK5AAB

【注意事項】　リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車　名

2PG-CG5BA

通 称 名

2PG-CG5BL

2PG-CG5CA

2PG-CG5CE

2PG-CG5CL

JNCMB22A4JU027834 ～ JNCMBP0A8JU034088
平成29年10月31日 ～ 平成30年05月23日

JNCMBP0D0HU022005 ～ JNCMB02D8JU033943
平成29年06月06日 ～ 平成30年05月10日

115

JNCMB02D6HU024538 ～ JNCMB02D8JU033683
平成29年07月28日 ～ 平成30年04月23日

25

2PG-CW5CL
2PG-CW5CL改


