
平成 28年 2月 29日 

東邦車輛株式会社 

 

弊社製トレーラに係るサービス・キャンペーンについて 

 

 このたび弊社は、掲題の件につきまして下記の概要でサービス・キャンペーンを国土交通

省に通知し、トレーラの「駐車ブレーキ操作バルブ（※）」に係わる銘板を貼りかえるとと

もに、取扱説明書の当該箇所についての読み替え資料を配布させていただくことになりまし

た。 

本事案を充分ご理解いただき、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

1．概要 

 トレーラのスプリングブレーキチャンバを使用した駐車ブレーキ仕様の「駐車ブレーキ操

作バルブ（※）」装着車において、駐車ブレーキ操作説明に関する銘板と取扱説明書の記載

が誤っていることが判明しました。 

 当該車両において銘板または取扱説明書の記載手順通りの操作を行った場合、駐車ブレー

キ作動状態にて走行する可能性があるため、当該銘板の貼りかえと取扱説明書の読み替え資

料を配布させていただきます。 

本事案を充分ご理解いただき、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

（※） 駐車ブレーキ操作バルブ 

      トレーラに装着されているトレーラの駐車ブレーキを作動させるために操作するバルブ装置 

 

2．内容 

銘板を貼りかえるとともに、取扱説明書の当該箇所についての読み替え資料を配布いた

します。 

 

3．改修工事のお願い 

弊社支店・営業所よりご連絡させていただきます。 

改修工事は弊社営業・サービス員または東邦車輛㈱指定サービス工場にて実施させていた

だきます。 

 何卒宜しくお願い申し上げます。 

 



４．対象車両

車名 通称名
サービスキャンペーン
対象車の台数

備考

FC12B8D2-80096

平成23年9月24日

TC32F6C3-80668 ～ TC32F6C3-80670

平成22年11月15日

TC32F6C3-85225 ～ TC32F6C3-86084

平成20年3月21日 ～平成23年9月12日

TC36H1C33-80129 ～ TC36H1C33-80131

平成23年10月3日

TC36H1C34-80171 ～ TC36H1C34-80349

平成19年8月27日 ～平成24年6月15日

TC36H1C34-85066 ～ TC36H1C34-86098

平成20年6月6日 ～平成24年6月25日

TD36K5P2S-G001

平成24年2月15日

TE28H8C21-80218 ～ TE28H8C21-80219

平成23年10月28日

TE36G6C3S-G001 ～ TE36G6C3S-G003

平成22年10月20日

TE36G8C3S-G005 ～ TE36G8C3S-G007

平成23年5月31日 ～平成24年2月28日

TE36H4N3S-G017 ～ TE36H4N3S-G020

平成23年8月10日 ～平成24年3月15日

東急 TD36K5P2S
「中低床
セミトレーラ」

1

東急 TC32F6C3
「コンテナ
セミトレーラ」

14

東急 TC36H1C33
「コンテナ
セミトレーラ」

3

東急 TC36H1C34
「コンテナ
セミトレーラ」

18

東急 TC36H1C34
「コンテナ
セミトレーラ」

19

型式
サービスキャンペーンの対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

東急 FC12B8D2
「コンテナ
フルトレーラ」

1

東急 TC32F6C3
「コンテナ
セミトレーラ」

3

東急 TE36G6C3S
「段付平床
セミトレーラ」

3

東急 TE36G8C3S
「段付平床
セミトレーラ」

3

東急 TE28H8C21
「バン
セミトレーラ」

2

東急 TE36H4N3S
「段付平床
セミトレーラ」

4

TF2523-80099 ～ TF2523-80124

平成23年9月10日 ～平成24年7月20日

TF28H7B2-81725 ～ TF28H7B2-81955

平成19年7月25日 ～平成20年9月24日

TF28H7B2-82003 ～ TF28H7B2-82078

平成20年10月31日 ～平成22年2月15日

TF28H7B2-82218 ～ TF28H7B2-82222

平成22年8月30日 ～平成22年9月10日

TF28H7B2-82281 ～ TF28H7B2-82292

平成23年6月25日

TF28H7B2-82299 ～ TF28H7B2-82300

平成23年9月8日

TF28H7B2-82352 ～ TF28H7B2-82370

平成24年2月20日

TF28H7B2-82371 ～ TF28H7B2-82411

平成24年2月3日 ～平成24年5月28日

TF28H7B2-82419 ～ TF28H7B2-82425

平成24年7月25日

TF33H1C3S-G002 ～ TF33H1C3S-G003

平成22年9月20日

TF36G8C3S-G040 ～ TF36G8C3S-G044

平成22年10月20日

TF36H2C3-82209

平成22年12月24日

東急 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

11

東急 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

9

東急 TF2523
「ダンプ
セミトレーラ」

3

東急 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

2

東急 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

19

東急 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

5

東急 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

12

東急 TF33H1C3S
「平床
セミトレーラ」

2

東急 TF36G8C3S
「平床
セミトレーラ」

5

東急 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

6

東急 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

7

東急 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

1



車名 通称名
サービスキャンペーン
対象車の台数

備考型式
サービスキャンペーンの対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

TF36H2C3-82302

平成23年6月20日

TF36H2C3-82452 ～ TF36H2C3-82560

平成24年3月15日 ～平成24年7月17日

TF36H2C3S-G256 ～ TF36H2C3S-G280

平成23年6月15日 ～平成24年2月28日

TH28H7B2-80982 ～ TH28H7B2-81928

平成18年3月10日 ～平成24年6月26日

TH28H7N2-80014 ～ TH28H7N2-80247

平成20年8月21日 ～平成24年8月10日

TH36H0N3S-G001 ～ TH36H0N3S-G003

平成23年4月6日

TZ28K3C2S-G001

平成23年6月24日

FC12B8D2-80104

平成25年4月10日

TC204-83232

平成27年9月28日

TC26G3C2S-G003

平成26年7月20日

TC28H8B2-83977 ～ TC28H8B2-84038

平成27年9月17日 ～平成27年10月9日

TC28H9C2S-G002 ， TC28H9C2S-G003

平成27年4月10日 平成27年6月20日

東急 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

9

東急 TF36H2C3S
「平床
セミトレーラ」

25

東急 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1

東急 TH36H0N3S
「バン
セミトレーラ」

3

東急 TZ28K3C2S
「特殊
セミトレーラ」

1

東急 TH28H7B2
「バン
セミトレーラ」

12

東急 TH28H7N2
「バン
セミトレーラ」

27

東邦 TC26G3C2S
「コンテナ
フルトレーラ」

1

東邦 TC28H8B2
「コンテナ
フルトレーラ」

5

東邦 FC12B8D2
「コンテナ
フルトレーラ」

1

東邦 TC204
「コンテナ
フルトレーラ」

1

東邦 TC28H9C2S
「コンテナ
フルトレーラ」

2
平成27年4月10日 ， 平成27年6月20日

TC29H6N2S-G005

平成27年9月24日

TC32F6C3-80722 ～ TC32F6C3-86399

平成25年5月30日 ～平成27年10月1日

TC36F6C3S-G006 ～ TC36F6C3S-G008

平成27年4月15日

TC36H1C33-80156 ， TC36H1C33-80159

平成26年9月10日 ， 平成27年8月1日

TC36H1C34-80366 ～ TC36H1C34-80422

平成25年12月10日 ～平成27年11月15日

TC36H1C34-86179 ～ TC36H1C34-86656

平成24年9月21日 ～平成27年10月9日

TC36H1C35-85164 ～ TC36H1C35-85192

平成25年6月27日 ～平成26年6月20日

TC37H0N3S-G001

平成26年2月15日

TD36K5P2S-G002

平成27年2月20日

TE26H4C2-80004 ～ TE26H4C2-80005

平成26年3月26日

TE28H8C21-80255 ～ TE28H8C21-80257

平成26年3月25日 ～平成26年8月20日

TE36G8C3S-G008

平成24年5月20日

東邦 TC32F6C3
「コンテナ
フルトレーラ」

10

東邦 TC36F6C3S
「コンテナ
フルトレーラ」

3

フルトレーラ」

東邦 TC29H6N2S
「コンテナ
フルトレーラ」

1

東邦 TC36H1C34
「コンテナ
フルトレーラ」

15

東邦 TC36H1C35
「コンテナ
フルトレーラ」

12

東邦 TC36H1C33
「コンテナ
フルトレーラ」

2

東邦 TC36H1C34
「コンテナ
フルトレーラ」

5

東邦 TE26H4C2
「段付平床
セミトレーラ」

2

東邦 TE28H8C21
「段付平床
セミトレーラ」

3

東邦 TC37H0N3S
「コンテナ
フルトレーラ」

1

東邦 TD36K5P2S
「中低床
セミトレーラ」

1

東邦 TE36G8C3S
「段付平床
セミトレーラ」

1



車名 通称名
サービスキャンペーン
対象車の台数

備考型式
サービスキャンペーンの対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

TE36H3E3S-G010

平成27年6月29日

TE36H4C3S-G037 ～ TE36H4C3S-G038

平成26年4月25日

TE36H6C3S-G023

平成25年1月25日

TF22E8C2-80052

平成27年4月15日

TF2523-80129 ～ TF2523-80296

平成24年10月31日 ～平成27年7月27日

TF26G8C21-80212 ～ TF26G8C21-80214

平成26年9月30日 ～平成27年4月10日

TF28H7B2-82441 ～ TF28H7B2-82465

平成24年8月15日 ～平成24年10月19日

TF28H7B2-82472 ～ TF28H7B2-82496

平成25年2月20日

TF28H7B2-82507 ～ TF28H7B2-82516

平成25年7月1日

TF28H7B2-82517 ～ TF28H7B2-82536

平成25年7月29日

TF28H7B2-82560 ～ TF28H7B2-82562

平成26年2月25日 ～平成26年3月14日

TF28H7B2-82588 ～ TF28H7B2-82617

平成26年8月20日 平成26年9月9日

東邦 TE36H4C3S
「段付平床
セミトレーラ」

2

東邦 TE36H6C3S
「段付平床
セミトレーラ」

1

東邦 TE36H3E3S
「段付平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF26G8C21
「平床
セミトレーラ」

3

東邦 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

21

東邦 TF22E8C2
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF2523
「ダンプ
セミトレーラ」

24

東邦 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

20

東邦 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

3

東邦 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

25

東邦 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

10

東邦 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

30
平成26年8月20日 ～平成26年9月9日

TF28H7B2-82618 ～ TF28H7B2-82712

平成26年6月20日 ～平成27年7月6日

TF28H7B2-82713 ～ TF28H7B2-82717

平成27年8月10日

TF29G1C2S-G001

平成26年2月26日

TF30H4B2S-G028

平成27年6月6日

TF30H4C2S-G001

平成25年9月25日

TF36F3N3S-G001

平成25年11月25日

TF36F4C3S-G020

平成27年10月1日

TF36F9N3S-G002

平成27年2月25日

TF36G0C3S-G018 ， TF36G0C3S-G019

平成27年6月4日 ， 平成27年6月5日

TF36H1C3S-G288

平成26年5月20日

TF36H2C3-82631 ～ TF36H2C3-82655

平成24年10月15日 ～平成24年10月29日

TF36H2C3-82687 ， TF36H2C3-82693

平成25年1月20日 ， 平成25年2月20日

東邦 TF28H7B2
「バン
セミトレーラ」

5

東邦 TF29G1C2S
「平床
セミトレーラ」

1

セミトレーラ」

東邦 TF28H7B2
「平床
セミトレーラ」

19

東邦 TF36F3N3S
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF36F4C3S
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF30H4B2S
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF30H4C2S
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H1C3S
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

5

東邦 TF36F9N3S
「平床
セミトレーラ」

1

東邦 TF36G0C3S
「平床
セミトレーラ」

2

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

2



車名 通称名
サービスキャンペーン
対象車の台数

備考型式
サービスキャンペーンの対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

TF36H2C3-82766 ～ TF36H2C3-83059

平成25年5月17日 ～平成26年4月30日

TF36H2C3-83076

平成26年4月10日

TF36H2C3-83169 ～ TF36H2C3-83213

平成26年7月22日 ～平成26年8月29日

TF36H2C3-83270

平成26年9月19日

TF36H2C3-83276 ～ TF36H2C3-83292

平成26年9月20日 ～平成27年2月15日

TF36H2C3-83297 ～ TF36H2C3-83299

平成26年10月10日

TF36H2C3-83367 ～ TF36H2C3-83414

平成26年11月20日 ～平成26年12月26日

TF36H2C3-83418

平成26年12月20日

TF36H2C3-83421 ～ TF36H2C3-83468

平成27年2月5日 ～平成27年1月15日

TF36H2C3-83524

平成27年4月3日

TF36H2C3-83577 ， TF36H2C3-83597

平成27年6月10日

TF36H2C3-83603

平成27年6月15日

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

3

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

9

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

3

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

3

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

5

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

2

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

15

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1
平成27年6月15日

TF36H2C3-83609 ～ TF36H2C3-83722

平成27年7月15日 ～平成27年9月5日

TF36H2C3-83730

平成27年9月30日

TF36H2C3-83733 ～ TF36H2C3-83757

平成27年8月20日 ～平成27年9月29日

TF36H2C3-83769 ～ TF36H2C3-83773

平成27年11月6日

TF36H2C3-83774 ， TF36H2C3-83782

平成27年10月5日 ， 平成27年11月1日

TF36H2C3S-G285 ～ TF36H2C3S-G296

平成26年5月20日 ～平成27年9月14日

TH28H7N2-80263 ～ TH28H7N2-80575

平成24年8月9日 ～平成27年7月17日

TH30H4B2S-G001 ～ TH30H4B2S-G133

平成25年7月12日 ～平成27年11月10日

TH30H5N2S-G031

平成27年6月8日

TH36H2N3S-G037

平成27年11月10日

TL26G4E2-80055

平成27年8月8日

TL42J7E3S-G002

平成27年5月30日

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

1

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

10

セミトレーラ」

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

22

東邦 TF36H2C3S
「平床
セミトレーラ」

12

東邦 TH28H7N2
「バン
セミトレーラ」

75

東邦 TF36H2C3
「ダンプ
セミトレーラ」

5

東邦 TF36H2C3
「平床
セミトレーラ」

2

東邦 TH36H2N3S
「バン
セミトレーラ」

1

東邦 TL26G4E2
「低床
セミトレーラ」

1

東邦 TH30H4B2S
「バン
セミトレーラ」

8

東邦 TH30H5N2S
「バン
セミトレーラ」

1

東邦 TL42J7E3S
「低床
セミトレーラ」

1



車名 通称名
サービスキャンペーン
対象車の台数

備考型式
サービスキャンペーンの対象車の車台番号
（シリアル番号）の範囲及び製作期間

TZ28K2C2S-G001

平成25年3月25日

TZ28K3C2S-G002

平成24年7月15日
東邦 TZ28K3C2S

「特殊
セミトレーラ」

1

（計664台）

東邦 TZ28K2C2S
「特殊
セミトレーラ」

1

(製作期間の全体の範囲)
平成１８年３月１０日～平成２７年１１月１５日



5.お問い合わせ窓口 

 

お客様住所 
弊社 

支店・営業所 
〒 住所 電話番号 

北海道 北海道支店 063-0801 
北海道札幌市西区二十四軒一条7丁目2番39号 

新明和工業㈱北海道支店内 
011-633-7101 

青森県 秋田県 岩手県 

山形県 宮城県 福島県 
東北支店 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目3番16号 022-782-5040 

茨城県 栃木県 群馬県 

埼玉県 
北関東支店 370-0614 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀4120番地 0276-89-1551 

新潟県 長野県 信越営業所 950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南3丁目8番11号 025-283-6571 

東京都 千葉県 山梨県 

沖縄県 
関東支店 110-0015 

東京都台東区東上野5丁目16番5号 

新明和上野ビル 5階 
03-3843-3351 

神奈川県 静岡県 神奈川営業所 230-0003 神奈川県横浜市鶴見区尻手3丁目2番43号 045-580-1533 

愛知県 岐阜県 三重県 中部支店 460-0011 
愛知県名古屋市中区大須１丁目７番１１号 

新明和ビル 3階 
052-218-5123 

富山県 石川県 福井県 金沢出張所 920-0065 
石川県金沢市二ツ屋町8番1号 

  アーバンユースフル 2階 
076-223-1191 

大阪府 京都府 兵庫県 

和歌山県 奈良県 滋賀県 
近畿支店 665-8550 兵庫県宝塚市新明和町1-2 0798-52-2100 

山口県 広島県 鳥取県 

島根県 岡山県 
中国営業所 734-0023 

広島県広島市南区東雲本町2丁目21番26号 

新明和ビル 4階 
082-890-2882 

愛媛県 高知県 徳島県 

香川県 
四国営業所 791-8036 

愛媛県松山市高岡町85番地1 

  新明和ビル 2階 
089-965-4580 

福岡県 佐賀県 長崎県 

大分県 熊本県 
九州支店 812-0042 

福岡県福岡市博多区豊1丁目9番43号 

新明和工業㈱九州支店内 
092-441-1951 

宮崎県 鹿児島県 南九州営業所 890-0064 
鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番6号 

鴨池南国ビル６階 
099-252-2070 

 

ご不明な内容がございましたら、お客様住所地区を担当している弊社支店・営業所へご連絡頂きます様 

お願い申し上げます。 


