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トータルリサイクルシステム 

保証期間・返品規定 

ＴＲＴ株式会社 

 

1. リサイクル（中古）部品の保証期間 

 
保証期間 

エンジン 6 ヶ月または 1万 km 

ミッション 6 ヶ月または 1万 km 

オルタネーター 3 ヶ月 

セルモーター 3 ヶ月 

A/C コンプレッサー 3 ヶ月 

ターボチャージャー 3 ヶ月 

噴射ポンプ 3 ヶ月 

パワステベーンポンプ 3 ヶ月 

ステアリングギヤボックス 3 ヶ月 

ドライブシャフト 3 ヶ月 

キャブレター 3 ヶ月 

電装品 1 ヶ月 

※○ヶ月または○kmの場合、どちらか早い方になります 

 

※各部品により、保証規定がございます。（詳しくは 3ページ以降をご確認下さい） 

 

※上記に記載のない部品は、初期不良のみ(ご注文日より 7 日以内)となります。 

 

※症状を詳しくお知らせください。 

症状に関する情報が不明瞭な場合は、保証に応じかねる場合がございます。 

 

※可能な限り代替品をご用意するよう努めますが、中古部品のため代替品をご用意 

できない場合がございます。 

 その場合は、返品のみの対応となりますのでご了承下さいませ。 

 

※ＴＲＴ(株)（TRS コールセンター）へご連絡無く商品を返却された場合、 

 返品に応じかねる場合がございます。 

 必ずＴＲＴ(株)（TEL：0586-53-1130）へご一報下さいますようお願い申し上げます。 
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2. リビルト部品の保証期間 

 
保証期間 

エンジン 2年または 4万 km 

ミッション 1年保証（走行距離無制限） 

ラジエーター 1年保証（走行距離無制限） 

オルタネーター 2年または 4万 km 

セルモーター 2年または 4万 km 

A/C コンプレッサー 1年または 1万 km 

ターボチャージャー 1年または 1万 km 

パワステベーンポンプ 2年または 2万 km 

ステアリングギヤボックス 2年または 2万 km 

ドライブシャフト 2年または 2万 km 

噴射ポンプ 6 ヶ月または 5,000km 

キャブレター 6 ヶ月または 5,000km 

※○年または○kmの場合、どちらか早い方になります 

 

※部品によっては上記保証期間と異なる場合がございます。 

  

3. 良品返品 

 

商品出荷後のキャンセルや、商品到着後の良品返品は、 

商品到着後 7 日間以内、リビルト品・優良新品は未使用品に限り返品可能とし、 

規定のキャンセル料と往復送料をご負担下さい。 

※キャンセル料は部品により異なりますのでお問い合わせ下さい。             

 

※ご注文日から 1 ヶ月以上経過した商品、一度車両へ取り付けた商品(リビルト・優良新品)、 

出荷時の状態を保っていないもの（付属品が取り外されたり、塗装済みの場合）は 

返品不可。 

 

※返品時、運送事故等により商品の破損があった場合は返品不可となりますので 

 厳重梱包でご返送下さい。 

 

不良品や返品に関することは、ＴＲＴ(株)TEL：（0586）53-1130 へご連絡下さい。 

  



 

3 

 

エンジン保証規定 

【保証対象】 

 オイルポンプ＆オイルラインの不具合およびオイルの固着によるメタル音、カムシャフト音、 

 ラッシュアジャスター不良によるカムシャフト音等、内部不良による異音、油圧およびコンプレッ 

ションの低下（基準値を下回るもの）、オイル上がり・オイル下がりによる白煙等エンジン本体の 

不具合によるもの 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・載せ替え直後以降の補助部品、消耗品の故障またはそれによる内部の故障 

 ・メーカー指定以外のオイル使用やオイル不足が原因で発生した故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・クーリングシステム、オイルシステム、タイミングベルト類の交換や点検を怠ったと思われる故障 

 ・整備不良、取付け不良、管理不良運転ミスと思われる故障 

 ・取扱説明書に基づき作業を行わなかったと思われるもの 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの（補機類等を取り外されたもの等） 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

ミッション保証規定 

【保証対象】 

 変速不良、スベリ、トルクコンバーター不良、過大なシャフトアップ時のショック、油圧不足、 

 異音、オイル漏れ等内部不良によるもの、キックダウンワイヤーのたるみ（範囲外） 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・オイルクーラーの点検、洗浄および交換を怠ったことによる不良 

 ・メーカー指定以外のオイル使用やオイル不足が原因で発生した故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・整備不良、取付け不良、管理不良運転ミスと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 
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オルタネーター保証規定 

【保証対象】 

 ベアリング不良による異音、過充電または充電不良（正常なバッテリー使用） 

 ダイオード接点不良、ブラシ、スナップリング摩耗、レギュレーター等内部の故障によるもの 

 Ｂ端子およびカプラ腐食による接続不具合によるもの 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・規定以上のバッテリーを使用したと思われるもの 

 ・カプラを接続せずにエンジンをスタートさせたと思われるもの 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

 

セルモーター保証規定 

【保証対象】 

 ピニオンギヤの摩耗、ベアリング不良による異音 

 各端子の腐食による接続不良、マグネットスイッチ、スタータークラッチの作動不良、 

 クランキングスピードの基準値が得られないもの 

 ブラシ、フィールドコイル等内部の故障によるもの 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・長時間負荷をかけたと思われるもの 

 ・規定以上の電流で使用したと思われるもの 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 
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A/Cコンプレッサー保証規定 

【保証対象】 

 オイル漏れおよび本体からのガス漏れ、ベアリング不良による異音 

 マグネット不良、ポートおよびバルブ等の不具合による圧力不足 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・メーカー指定以外のオイル使用やオイル不足が原因で発生した故障 

 ・レシーバータンク、エキパン（エバポレーター内）を交換しなかったことによる異音 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

ターボチャージャー保証規定 

【保証対象】 

 アクチュエーターおよびウエイストゲートバルブの不具合による作動不良 

 ターボチャージャー本体のインペラー、ベアリング、シール類の不良によるオイル漏れ、 

 異音、過給圧不良 

 本体側のオイルライン・クーリングラインの不具合による故障 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・メーカー指定以外のオイル使用やオイル不足が原因で発生した故障 

 ・パイプ類、ユニオンボルトを新品部品と交換されなかったために発生した故障 

 ・ブローバイ、エンジン内部に付着したスラッジの剥離による故障 

 ・エンジン本体の不具合により発生した故障 

 ・エンジン特性によって出る排気煙の不具合 

 ・前回の不良部品が原因と思われる排気煙の不具合 

 ・お客様の過酷な使用状況による故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 
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噴射ポンプ保証規定 

【保証対象】 

 シーリング＆パッキン不良等による燃料漏れ 

 タイマースプリング不良による黒煙、ベアリング不良等内部機関の摩耗および不具合による異音、 

 マグネットバルブ等の不具合によるエンジン始動性不良等、内部の故障によるもの 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・噴射ノズルの点検または交換がされなかったために発生した不具合 

 ・フューエルライン等、整備不良、管理不良、運転ミスと思われる故障 

 ・お客様の過酷な使用状況、ポンプまたはエンジンの特性によって出る黒煙 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・改造等を行ったもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

 

パワステベーンポンプ保証規定 

【保証対象】 

 ベアリング不良による異音、シーリングおよびパッキン不良によるオイル漏れ、 

 プーリーの不具合、作動油圧不良 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・オイルタンク内のストレーナーを交換しなかったことによる不具合 

・メーカー指定以外のオイル使用やオイル不足が原因で発生した故障 

 ・オイルライン等、整備不良、管理不良、運転ミスと思われる故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 
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ステアリングギヤボックス保証規定 

【保証対象】 

 ラックブーツ、オイルパイプ、スプライン不良、ラックシャフトおよびシール不良によるオイル漏れ、 

 異音および作動性などギヤボックス内部の故障によるもの 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・タイロットエンドブーツの不良 

・メーカー指定以外のオイル使用やオイル不足が原因で発生した故障 

 ・オイルライン等、整備不良、管理不良、運転ミスと思われる故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・改造等を行ったもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

 

 

ドライブシャフト保証規定 

【保証対象】 

 スプラインおよびネジ山不良による取付不可能なもの 

 ブーツ不良によるグリス漏れ、本体の不具合による異音 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・ブーツ交換が必要で、交換時に専用グリスの補充を怠ったことによる故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・改造等を行ったもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

 



 

8 

 

キャブレター保証規定 

【保証対象】 

 ガスケットおよびパッキン不良による燃料漏れ、加速ポンプ不良およびスロットルバルブ、 

チョークバルブ、ニードルバルブ、パワーバルブ等の不具合による作動性不良、 

 ダイヤフラムの不具合によるキックアップ不良スロットシャフトのガタなど本体および内部の故障 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・カプラを接続せずにエンジンをスタートさせたと思われるもの 

 ・フューエルライン等、整備不良、管理不良、運転ミスと思われる故障 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・改造等を行ったもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 

 

 

電装品保証規定 

【保証対象】 

 正常な作動および機能しないもの 

 ハーネスおよびガラス等の損傷のあるもの 

 内外部の損傷による不具合 

 モーターおよび電機系統の故障によるもの 

 上記異常内容の明確な場合のみ保証の対象とする。 

 

【保証規定】 

 下記に該当する場合は保証対象外とする 

 ・規定以上のバッテリーを使用したと思われるもの 

 ・カプラを接続せずにエンジンをスタートさせたと思われるもの 

 ・水、その他不純物などの混入によって生じたと思われる故障 

 ・出荷時の荷姿で返品されないもの 

 ・改造等を行ったもの 

 ・牽引、代車休業等の付帯経費 

 ・故障内容の連絡無く処理されたもの 

 


