
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42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出日： 令和4年12月23日   

車 名 型 式
リコール対象

車の台数
備 考

クボタ

-

EDM-KL3E 380

SB-KL3G 340

EDM-KL3E 91

EDM-KL3C

EDM-KL3C

2269

KL3C-10001～KL3C-17913
平成19年2月7日～平成21年12月10日

5728

1979

KL3G-10001～KL3G-10346
平成19年2月9日～平成21年6月11日

1590

EDM-KL3B
「KL２８５－PC」

「KL２６５」

「Ｌ３４５Ｄ」
「Ｌ３４５Ｄ－ＰＣ」 

「Ｌ４６５ＨＤ」 

-
「ＫＬ３１５－Ｗ」

SB-KL3F
「ＫＬ５０５Ｈ」

EDM-KL3A

「ＫＬ３４５Ｈ」 

「ＫＬ２８５０Ｊ」

KL3B-14686～KL3B-16906
平成21年2月17日～平成22年5月28日

KL3E-10001～KL3E-10488
平成19年3月6日～平成21年5月12日

「ＫＬ２７５０」
「ＫＬ２７５０Ｈ」

KL3B-10001～KL3B-16280
平成19年2月12日～平成21年12月8日

4198

KL3A-12453～KL3A-13600
平成21年2月10日～平成22年5月31日

KL3D-10001～KL3D-12819
平成19年2月9日～平成21年12月9日

KL3E-10307～KL3E-10489
平成20年9月29日～平成21年5月20日

KL3C-14446～KL3C-17915
平成20年9月25日～平成21年12月9日

421

「ＫＬ４１５Ｈ」
「ＫＬ４１５Ｈ－ＰＣ」

「ＫＬ３８５Ｈ」
「ＫＬ３８５Ｈ－ＰＣ」

「ＫＬ３４５−Ｗ」

「ＫＬ３４５」

1664
KL3F-10001～KL3F-11688

平成19年3月2日～平成21年12月9日

840

「ＫＬ３４５Ｈ－ＰＣ」

EDM-KL3D

「ＫＬ３１５－Ｋ」

「ＫＬ２４５０」
「KL２４５０H」

「ＫＬ３３５－Ｔ」

「ＫＬ５０５Ｈ－ＰＣ」

「ＫＬ５５５Ｈ」

「Ｌ３１５Ｄ」

不具合の部位（部品名）

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

リコール届出一覧表

株式会社　クボタ
代表取締役　社長　北尾 裕一

リコール対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

・使用者：使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。
・自動車特定整備事業者：全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。
・弊社ホームページに掲載する。

通 称 名

発 見 の 動 機 市場からの情報による。

自動車使用者及び自動車
特定整備事業者に周知さ
せ る た め の 措 置

改 善 措 置 の 内 容

エンジンルーム内バッテリ周辺のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、当該ワイヤハーネ
スが周辺部品と接触しているものがある。そのため、走行時や作業時の振動により当該ワイヤハーネス
の被覆が損傷して、ワイヤハーネス内の配線が短絡、発熱、焼損することがあり、最悪の場合車両火災
に至る恐れがある。

5256 令和4年12月26日

届出者の氏名又は名称
問い合わせ先：　機械カスタマーファースト品質本部
ＴＥＬ：072-260-9117

全車両、ワイヤハーネスに固定用のコードクランプを追加し、ワイヤハーネスの経路を変更するとともに
周辺部品に保護材を追加する。また、ワイヤハーネスの損傷状況を点検し、必要に応じて補修またはワ
イヤハーネスを新品に交換する。

リ コ ー ル 届 出 番 号 リ コ ー ル 開 始 日

電気装置（ワイヤハーネス）

不 具 合 件 数 事故の有無 0件1件

「ＫＬ２２５」

「KL２４５H」

「ＫＬ２６５－Ｋ」

「ＫＬ３４５－ＰＣ」

「ＫＬ３８５」

「ＫＬ４１５」

「ＫＬ４６５Ｈ」

「ＫＬ３１５Ｈ」

「ＫＬ２４５」

「ＫＬ２６５Ｈ」

「ＫＬ３１５」

KL3A-10002～KL3A-12653
平成19年3月7日～平成21年6月2日

EDM-KL3A

「ＫＬ２８５」

「ＫＬ２８５Ｈ」

「ＫＬ２８５０－ＰＣ」
EDM-KL3B

-
「ＫＬ２６５０－Ｋ」



車 名 型 式
リコール対象

車の台数
備 考

リコール対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

通 称 名

クボタ

EDM-KL3E 312

KDN-KL3J 323

EDM-KL3E 16

SB-KL3F 24

SB-KL3G 6

EDM-KL3C 92

EDM-KL3D 196

EDM-KL3C 54

EDM-KL3D 216

EDM-KL3C 187

(計9型式) （計44,940台）

[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。

「ＫＬ３１５０－Ｋ」

EDM-KL3C

4363

EDM-KL3A

EDM-KL3D

KDN-KL3H

「ＫＬ３４５０」

「ＫＬ３９５０Ｈ－ＰＣ」

「ＫＬ５１５０Ｈ－ＰＣ」

「ＫＬ２４Ｒ」

「ＫＬ２８Ｒ－ＰＣ」

「ＫＬ３４ＲＨ」 

「ＫＬ３９５０Ｈ」

「ＫＬ５５５０Ｈ」

「ＫＬ４３５０Ｈ－ＰＣ」

「ＫＬ４７５０Ｈ」

「ＫＬ５１５０Ｈ」

「ＫＬ３１Ｒ」
「ＫＬ３１ＲＨ」

-

-

1912
KL3D-11865～KL3D-14340

平成21年2月16日～平成23年5月31日

「ＫＬ３４５０Ｈ－ＰＣ」
2969

KL3C-15526～KL3C-19414
平成21年2月5日～平成22年5月31日

「ＫＬ３１５０」

19

51

「ＫＬ３１５０－Ｗ」

83
KL3B-10098～KL3B-15087

平成19年6月12日～平成21年4月20日

97
KL3C-10023～KL3C-15934

平成19年5月18日～平成21年3月19日

37
KL3D-10056～KL3D-12183

平成19年6月23日～平成21年5月21日

5654
KL3B-16405～KL3B-26389

平成22年2月18日～平成27年8月31日

7141
KL3C-18216～KL3C-36581

平成22年2月4日～平成27年8月31日

KL3A-10009～KL3A-12611
平成19年5月17日～平成21年5月13日

103

1585
KL3H-10001～KL3H-11585

平成21年2月26日～平成23年6月2日

KL3A-13241～KL3A-18471
平成22年2月11日～平成27年8月29日

EDM-KL3B

EDM-KL3C
「ＮＴＸ３１７」
「ＮＴＸ３４７」

「ＮＴＸ２２７」
「ＮＴＸ２４７」
「ＮＴＸ２６７」
「ＮＴＸ２８７」

EDM-KL3D

EDM-KL3A

EDM-KL3B

EDM-KL3C

「ＫＬ３４５０Ｈ」
「ＫＬ３４５０－ＰＣ」

「ＫＬ３１５０Ｈ」

「ＫＬ３４５０－Ｗ」
「ＫＬ３９５０」

「ＫＬ３１Ｒ－ＰＣ」 
「ＫＬ３３Ｒ－Ｔ」 

「ＫＬ３４Ｒ」

「ＫＬ２６Ｒ－ＰＣ」 
「ＫＬ２７Ｒ」

「ＫＬ２７ＲＨ」

「ＫＬ４３５０」

「ＮＴＸ３８７」
「ＮＴＸ４１７」

「ＫＬ３４Ｒ－ＰＣ」 
「ＫＬ３４ＲＨ－ＰＣ」 

「Ｔ２１００ＫＬ２」
KL3C-19572～KL3C-36508

平成22年6月16日～平成27年8月26日

(計97車種)
（製作期間の全体の範囲）

平成19年2月7日～平成27年8月31日

「２２００ＫＬ」
KL3D-10146～KL3D-12215

平成19年6月21日～平成21年5月28日

「Ｔ２１００ＫＬ」
KL3C-16513～KL3C-19341

平成21年6月15日～平成22年5月13日

「Ｔ２２００ＫＬ」
KL3D-12259～KL3D-14287

平成21年6月11日～平成23年5月18日

「ＧＴＳ２６６」

KL3C-10322～KL3C-16324
平成19年6月25日～平成21年5月20日

KL3F-10013～KL3F-11492
平成19年5月9日～平成21年3月25日

「ＮＴＸ５５７」
KL3G-10020～KL3G-10316

平成19年6月29日～平成21年3月17日
「ＧＴＳ２６０」

「ＮＴＸ４６７」

「ＫＬ３３５０－Ｔ」

KL3E-10070～KL3E-10380
平成19年7月11日～平成20年11月24日

「ＮＴＸ５０７」

「ＧＴＳ３１６」

「２１００ＫＬ」

「ＧＴＳ３１０」
「ＧＴＳ３１５」

「ＧＴＳ２６５」

「ＫＬ４３５０Ｈ」

「ＫＬ２４ＲＨ」
「ＫＬ２６Ｒ」

KL3B-11248～KL3B-26091
平成19年10月10日～平成27年8月4日

KL3C-11235～KL3C-36112
平成19年10月10日～平成27年8月5日

KL3J-10001～KL3J-10323
平成21年2月10日～平成23年5月28日

KL3E-10436～KL3E-10799
平成21年2月25日～平成23年5月28日


