
 

 

 

 

リコール届出一覧表 

 

 リコール届出日：令和 4 年 9 日 16 日 

リコール届出番号 ５１９７ リコール開始日 対策部品準備出来次第開始 

 

届出者の氏名又は名称 

フレックス株式会社      問い合わせ先： 

代表取締役社長 藤崎 孝行    フレックスリコール対策室 

                TEL:０１２０－０７０－７３２ 
 

不具合の部位（部品名） 座席及び座席ベルト取付装置 

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 

架装にて交換した後部座席において、座席フレームの強度が不足している。 

そのため、事故等の衝撃により、座席が保持できず、車体から外れてしまい、 

乗員を安全に保護することができないおそれがある。 

改善措置の内容 

 

① 座席ベルトを座席内蔵式から車体への取付に変更する。 

② 衝突時に座席スライドレール脱落を抑制する座席傾き抑制金具を座席 

フレーム中央に２ヵ所追加する。 

③ 座席フレームとスライドレールアンカーフレームを固定しているボルト 

＆ナットを対策品に交換する。 

不 具 合 件 数 ０件 事故の有無 無し 

発 見 の 動 機 社内検討による。 

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 

・使用者：直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社 

 ホームページに掲載する。 

・自動車特定整備事業者：使用者を把握できるので機関紙への掲載は行わない。 

・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にＮＯ．５

１９７のステッカーを貼付する。 

 

 
車 名 型 式 通 称 名 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 

リコール対象車の台数 備 考 

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジST後向 

TRH214-0017316 ～ 

TRH214-00055446 

平成28年12月～令和1年11月 

56  

トヨタ CBA-TRH219W 「フレックス」 

アレンジST後向 

TRH219-00187721 ～ 

TRH219-0048542 

平成26年2月～平成31年1月 

55  

トヨタ CBA-TRH224W 「フレックス」 

アレンジST後向 

TRH224-0016622  

平成29年7月 

1  

トヨタ CBA-TRH229W 「フレックス」 

アレンジST後向 

TRH229-0010135 ～ TRH229-0011849 

平成29年5月～平成30年7月 

9ｔ  

トヨタ CBF-TRH228B 「フレックス」 

アレンジST後向 

TRH228-0008814 

平成30年2月 

１  

トヨタ CBF-TRH223B 「フレックス」 

アレンジST後向 

TRH223-0034837 ～ TRH223-0034924 

平成29年7月～平成31年1月 

4  

トヨタ QDF-GDH223B 「フレックス」 GDH223-2000487 1  

 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 



アレンジST後向 平成30年1月 

 

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジR2後向 

TRH214-0049924 ～ TRH214-0051945 

平成29年9月～平成30年10月 

9  

 

トヨタ CBA-TRH219W 「フレックス」 

アレンジR2後向 

TRH219-0027235 ～ TRH219-0028603 

平成30年2月～平成31年2月 

8  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジCT後向 

TRH214-0048486 ～ TRH214-0051175 

平成29年11月～令和3年8月 

12  

トヨタ CBA-TRH219W 「フレックス」 

アレンジCT後向 

TRH219-0027218 ～ TRH219-0029613 

平成29年12月～平成31年1月 

15  

トヨタ CBA-TRH229W 「フレックス」 

アレンジ 

STロング後向 

TRH229-0010220 ～ TRH229-0011691 

平成31年9月～令和3年11月 

3  

トヨタ CBF-TRH228B 「フレックス」 

アレンジ 

STロング後向 

TRH228-0007866～ TRH228-0008839 

平成31年2月 

2  

 

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジST横向 

TRH214-0028573～TRH214-0049199  

平成24年9月～令和4年4月 

132  

トヨタ CBA-TRH219W フレックス」 

アレンジST横向 

TRH219-0015278～TRH219-0026699 

平成26年4月～令和4年3月 

98  

トヨタ CBA-TRH224W フレックス」 

アレンジST横向 

TRH224-0012294～TRH224-0013169 

平成25年10月～平成26年4月 

2  

トヨタ CBA-TRH229W フレックス」 

アレンジST横向 

TRH229-0008002 

平成26年1月 

１  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジR2横向 

TRH214-0028872～TRH214-0054735  

平成26年4月～令和1年12月 

39  

トヨタ CBA-TRH229W 「フレックス」 

アレンジR2横向 

TRH219-0015287～TRH219-0030325  

平成27年3月～平成31年2月 

24  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジCT横向 

TRH214-0038008～TRH214-0050931 

平成26年4月～令和1年12月 

49  

トヨタ CBA-TRH219W フレックス」 

アレンジCT横向 

TRH219-0023066～TRH219-0027353  

平成27年3月～令和3年11月 

43  

トヨタ CBA-TRH224W 「フレックス」 

アレンジST 

ロング横向 

TRH224-0014618 

平成27年10月 

1  

トヨタ CBA-TRH229W 「フレックス」 

アレンジST 

ロング横向 

TRH229-0008390～TRH229-0012302 

平成27年3月～平成31年2月 

8  

トヨタ LDH-KDH223B 「フレックス」 

アレンジST 

ロング横向 

KDH223-0026046～KDH223-0029303 

平成28年3月～令和1年5月 

3  

トヨタ CBF-TRH226K 「フレックス」 

アレンジST 

ロング横向 

TRH226-0008994 

平成24年6月 

1  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジNT横向 

TRH214-0046226～TRH214-0048660 

平成29年5月～令和3年12月 

11  

トヨタ CBA-TRH219W 「フレックス」 

アレンジNT横向 

TRH219-0023718～TRH219-0026891 

平成29年1月～令和3年3月 

11  

トヨタ CBF-TRH200V 「フレックス」 

アレンジス-パ- 

WGNGL標準 

TRH200-02222852～TRH200-0025470 

平成28年7月～令和4年2月 

19  

トヨタ LDF-KDH201V 「フレックス」 

アレンジス-パ- 

WGNGL標準 

KDH201-0104194～KDH201-0195265 

平成28年1月～平成28年7月 

4  

トヨタ LDF-KDH206V 「フレックス」 

アレンジス-パ- 

WGNGL標準 

KDH206-8069169～KDH206-8114167 

平成28年7月～令和4年2月 

7  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジスパー 

WGNGLワイド 

TRH214-0039500 

平成27年１月 

1  



トヨタ CBF-TRH211K 「フレックス」 

アレンジスパー 

WGNGLワイド 

TRH211-8007110～TRH216-8008463 

平成28年6月～平成28年8月 

4  

トヨタ LDF-KDH211K 「フレックス」 

アレンジスパー 

WGNGLワイド 

KDH211-8007548～KDH211-8008463 

平成28年6月～平成28年8月 

2  

トヨタ CBF-TRH216K 「フレックス」 

アレンジスパー 

WGNGLワイド 

TRH216-8006771～TRH216-8009860 

平成28年6月～令和4年1月 

5  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジ4№ 

8人乗り 

TRH214-0018138 

平成31年2月 

1  

トヨタ CBF-TRH200V 「フレックス」 

アレンジ4№ 

8人乗り 

TRH200-0082524～TRH200-0298721 

平成27年9月～令和1年7月 

8  

トヨタ QDF-GDH201V 「フレックス」 

アレンジ4№ 

8人乗り 

GDH201-1008809～GDH201-1013859 

平成30年1月～平成30年6月 

2  

トヨタ LDF-KDH206V 「フレックス」 

アレンジ4№ 

8人乗り 

KDH206-8116351～KDH206-8126354 

平成29年5月～平成30年2月 

9  

トヨタ QDF-GDH206V 「フレックス」 

アレンジ4№ 

8人乗り 

GDH206-1021556 

平成31年1月 

1  

トヨタ CBF-TRH211K 「フレックス」 

アレンジ1№ 

8人乗り 

TRH211-8008339 

平成31年1月 

1  

トヨタ QDF-GDH211K 「フレックス」 

アレンジ1№ 

8人乗り 

GDH211-1001080～GDH211-1001094 

平成30年1月 

2  

トヨタ CBA-TRH214W 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH214-0014694～TRH214-0411788 

平成25年1月～令和4年4月 

27  

トヨタ CBA-TRH219W 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH219-0014628～TRH219-0030238 

平成25年1月～令和4年4月 

24  

トヨタ CBA-TRH224W 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH224-0013515～TRH224-0016561 

平成28年8月 

2  

トヨタ CBA-TRH229W 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH229-0009880～TRH229-0011633 

平成28年11月～平成29年6月 

3  

トヨタ CBF-TRH223B 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH223-6196693 

平成30年3月 

1  

トヨタ LDF-KDH223B 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

KDH223-0026224 

平成28年6月 

1  

トヨタ CBA-TRH226K 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH226-0014615～TRH226-0015443 

平成27年10月～令和2年8月 

2  

トヨタ CBF-TRH200V 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH200-0178276～TRH200-0254593 

平成25年8月 

2  

トヨタ LDF-KDH201V 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

KDH201-0212902 

平成28年9月 

1  

トヨタ CBF-TRH211K 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH211-8007182 

平成28年10月 

1  

トヨタ CBF-TRH216K 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

TRH216-8007923 

平成30年10月 

1  

 

日産 CBF-VR2E26 「フレックス」 

アレンジ ワンオフ 

VR2E26-003348 

平成27年10月 

1  

 

 （計19型式） （計53車種） （製作期間の全体範囲） 

平成24年11月～令和4年4月 

（731台） 

 

 

 

（日本産業規格A列4番） 

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれて有ります。 


