
いすゞ・２０１５

修正履歴

① 年／ 月／ 日

② 年／ 月／ 日

いすゞ自動車株式会社

２０１５年中に製造された自動車の車台番号は下記の通りです。

 ★本表は参考情報です。証明書ではありませんのでご了承ください。

車名・型式（※） 車台型式 始番号〜終番号 備考

いすゞBKG-NHR85A NHR85 7016174〜7018619 共通の一連番号

いすゞBKG-NHR85AN

いすゞSKG-NHR85A

いすゞSKG-NHR85AN

いすゞTKG-NHR85A

いすゞTKG-NHR85AN

いすゞTRG-NHR85A

いすゞTPG-NHR85A

いすゞTRG-NHR85AN

いすゞTPG-NHR85AN

いすゞBKG-NHS85A NHS85 7009137〜7010644 共通の一連番号

いすゞBKG-NHS85AN

いすゞSKG-NHS85A

いすゞSKG-NHS85AN

いすゞTKG-NHS85A

いすゞTKG-NHS85AN

いすゞTRG-NHS85A

いすゞTPG-NHS85A

いすゞTRG-NHS85AN

いすゞTPG-NHS85AN
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いすゞBKG-NJS85A NJS85 7004144〜7005104 共通の一連番号

いすゞBKG-NJS85AN

いすゞSKG-NJS85A

いすゞSKG-NJS85AN

いすゞTKG-NJS85A

いすゞSPG-NJS85A

いすゞTKG-NJS85AN

いすゞSPG-NJS85AN

いすゞTRG-NJS85A

いすゞTPG-NJS85A

いすゞTRG-NJS85AN

いすゞTPG-NJS85AN

いすゞBKG-NLR85AR NLR85 7019039〜7023051 共通の一連番号

いすゞBDG-NLR85AN

いすゞBKG-NLR85AN

いすゞBKG-NLR85N

いすゞBJG-NLR85AN

いすゞSKG-NLR85AR

いすゞSKG-NLR85N

いすゞSKG-NLR85AN

いすゞSDG-NLR85AN

いすゞSJG-NLR85AN

いすゞTKG-NLR85AR

いすゞSPG-NLR85AR

いすゞTKG-NLR85N

いすゞSPG-NLR85N

いすゞTKG-NLR85AN

いすゞTDG-NLR85AN

いすゞSPG-NLR85AN

いすゞTQG-NLR85AN

いすゞTRG-NLR85AR

いすゞTPG-NLR85AR

いすゞTRG-NLR85N

いすゞTPG-NLR85N

いすゞTRG-NLR85AN

いすゞTPG-NLR85AN

いすゞTSG-NLR85PAN
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いすゞBKG-NLS85AR NLS85 7000976〜7001164 共通の一連番号

いすゞBKG-NLS85AN

いすゞSKG-NLS85AR

いすゞSKG-NLS85AN

いすゞTKG-NLS85AR

いすゞSPG-NLS85AR

いすゞTKG-NLS85AN

いすゞSPG-NLS85AN

いすゞTRG-NLS85AR

いすゞTPG-NLS85AR

いすゞTRG-NLS85AN

いすゞTPG-NLS85AN

いすゞBKG-NNR85AR NNR85 7002479〜7002873 共通の一連番号

いすゞBDG-NNR85AN

いすゞBKG-NNR85AN

いすゞSKG-NNR85AR

いすゞSKG-NNR85AN

いすゞSDG-NNR85AN

いすゞTKG-NNR85AR

いすゞSPG-NNR85AR

いすゞTKG-NNR85AN

いすゞTDG-NNR85AN

いすゞSPG-NNR85AN

いすゞTRG-NNR85AR

いすゞTPG-NNR85AR

いすゞTRG-NNR85N

いすゞTPG-NNR85N

いすゞTRG-NNR85AN

いすゞTPG-NNR85AN

いすゞBKG-NNS85AR NNS85 7000223〜7000251 共通の一連番号

いすゞSKG-NNS85AR

いすゞTKG-NNS85AR

いすゞSPG-NNS85AR

いすゞTRG-NNS85AR

いすゞTPG-NNS85AR
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いすゞBDG-NJR85A NJR85 7045376〜7052909 共通の一連番号

いすゞBKG-NJR85A

いすゞBKG-NJR85AD

いすゞBDG-NJR85AN

いすゞBKG-NJR85AN

いすゞBKG-NJR85N

いすゞBJG-NJR85AN

いすゞSKG-NJR85A

いすゞSDG-NJR85A

いすゞSKG-NJR85AD

いすゞSKG-NJR85AN

いすゞSDG-NJR85AN

いすゞSKG-NJR85N

いすゞSJG-NJR85AN

いすゞTKG-NJR85A

いすゞTDG-NJR85A

いすゞSPG-NJR85A

いすゞTKG-NJR85AD

いすゞTKG-NJR85N

いすゞSPG-NJR85N

いすゞTKG-NJR85AN

いすゞTDG-NJR85AN

いすゞSPG-NJR85AN

いすゞTQG-NJR85AN

いすゞTRG-NJR85A

いすゞTPG-NJR85A

いすゞTPG-NJR85AD

いすゞTRG-NJR85N

いすゞTPG-NJR85N

いすゞTRG-NJR85AN

いすゞTPG-NJR85AN

いすゞTSG-NJR85PAN
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いすゞBDG-NKR85A NKR85 7044377〜7052855 共通の一連番号

いすゞBKG-NKR85A

いすゞBDG-NKR85AD

いすゞBKG-NKR85AD

いすゞBKG-NKR85AR

いすゞBDG-NKR85R

いすゞBKG-NKR85R

いすゞBDG-NKR85AN

いすゞBKG-NKR85AN

いすゞBDG-NKR85N

いすゞBKG-NKR85N

いすゞSKG-NKR85A

いすゞSKG-NKR85AD

いすゞSKG-NKR85AN

いすゞSKG-NKR85AR

いすゞSKG-NKR85N

いすゞSKG-NKR85R

いすゞSJG-NKR85AN

いすゞTKG-NKR85A

いすゞSPG-NKR85A

いすゞTKG-NKR85R

いすゞSPG-NKR85R

いすゞTKG-NKR85AR

いすゞTKG-NKR85AD

いすゞTKG-NKR85N

いすゞSPG-NKR85N

いすゞTKG-NKR85AN

いすゞSPG-NKR85AN

いすゞTQG-NKR85AN

いすゞTRG-NKR85A

いすゞTPG-NKR85A

いすゞTPG-NKR85AD

いすゞTRG-NKR85R

いすゞTPG-NKR85R

いすゞTRG-NKR85AR

いすゞTPG-NKR85AR

いすゞTRG-NKR85N

いすゞTPG-NKR85N

いすゞTRG-NKR85AN

いすゞTPG-NKR85AN

いすゞTSG-NKR85KAN
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いすゞBDG-NKS85A NKS85 7006436〜7007844 共通の一連番号

いすゞBDG-NKS85AD

いすゞBDG-NKS85AN

いすゞSDG-NKS85A

いすゞSDG-NKS85AD

いすゞSDG-NKS85AN

いすゞSKG-NKS85A

いすゞSKG-NKS85AN

いすゞTDG-NKS85A

いすゞTDG-NKS85AD

いすゞTDG-NKS85AN

いすゞTPG-NKS85A

いすゞTKG-NKS85A

いすゞTKG-NKS85AD

いすゞTPG-NKS85AN

いすゞTKG-NKS85AN
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いすゞBDG-NMR85AR NMR85 7027813〜7031425 共通の一連番号

いすゞBKG-NMR85AR

いすゞBDG-NMR85R

いすゞBKG-NMR85R

いすゞBDG-NMR85AN

いすゞBKG-NMR85AN

いすゞBDG-NMR85N

いすゞBKG-NMR85N

いすゞBJG-NMR85AN

いすゞSKG-NMR85R

いすゞSKG-NMR85AR

いすゞSKG-NMR85N

いすゞSKG-NMR85AN

いすゞSDG-NMR85AN

いすゞSJG-NMR85N

いすゞSJG-NMR85AN

いすゞTKG-NMR85R

いすゞSPG-NMR85R

いすゞTKG-NMR85AR

いすゞSPG-NMR85AR

いすゞTKG-NMR85N

いすゞSPG-NMR85N

いすゞTKG-NMR85AN

いすゞTDG-NMR85AN

いすゞSPG-NMR85AN

いすゞTQG-NMR85N

いすゞTQG-NMR85AN

いすゞTRG-NMR85R

いすゞTPG-NMR85R

いすゞTRG-NMR85AR

いすゞTPG-NMR85AR

いすゞTRG-NMR85N

いすゞTPG-NMR85N

いすゞTRG-NMR85AN

いすゞTPG-NMR85AN

いすゞTSG-NMR85N

いすゞTSG-NMR85AN

いすゞTSG-NMR85KAN
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いすゞBDG-NMS85AR NMS85 7001924〜7002360 共通の一連番号

いすゞBDG-NMS85AN

いすゞSDG-NMS85AR

いすゞSDG-NMS85AN

いすゞSKG-NMS85AR

いすゞSKG-NMS85AN

いすゞTDG-NMS85AR

いすゞTDG-NMS85AN

いすゞTPG-NMS85AR

いすゞTKG-NMS85AR

いすゞTPG-NMS85AN

いすゞTKG-NMS85AN

いすゞBDG-NPR85AR NPR85 7051039〜7058758 共通の一連番号

いすゞBKG-NPR85AR

いすゞBDG-NPR85AN

いすゞBKG-NPR85AN

いすゞBJG-NPR85AN

いすゞSKG-NPR85AR

いすゞSKG-NPR85AN

いすゞSDG-NPR85AN

いすゞSJG-NPR85AN

いすゞTKG-NPR85AR

いすゞSPG-NPR85AR

いすゞTKG-NPR85AN

いすゞTDG-NPR85AN

いすゞSPG-NPR85AN

いすゞTQG-NPR85AN

いすゞTRG-NPR85AR

いすゞTPG-NPR85AR

いすゞTRG-NPR85AN

いすゞTPG-NPR85AN

いすゞTSG-NPR85AN

いすゞTPG-NPR85N
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いすゞBDG-NPS85AR NPS85 7002951〜7003514 共通の一連番号

いすゞBDG-NPS85AN

いすゞSDG-NPS85AR

いすゞSDG-NPS85AN

いすゞSKG-NPS85AR

いすゞSKG-NPS85AN

いすゞTDG-NPS85AR

いすゞTDG-NPS85AN

いすゞTPG-NPS85AR

いすゞTKG-NPS85AR

いすゞTPG-NPS85AN

いすゞTKG-NPS85AN

いすゞTPG-NPS85N

いすゞNFG-NJR82AN NJR82 7000143〜7000148 共通の一連番号

いすゞSFG-NJR82AN

いすゞSFG-NJR82ZAN

いすゞTFG-NJR82ZAN

いすゞTFG-NJR82AN

いすゞNFG-NKR82XAN NKR82 7001699〜7001704 共通の一連番号

いすゞSFG-NKR82XAN

いすゞSFG-NKR82ZAN

いすゞTFG-NKR82ZAN

いすゞNFG-NLR82AN NLR82 7000377〜7000487 共通の一連番号

いすゞNFG-NLR82N

いすゞSFG-NLR82AN

いすゞSFG-NLR82N

いすゞSFG-NLR82ZN

いすゞSFG-NLR82ZAN

いすゞTFG-NLR82ZN

いすゞTFG-NLR82ZAN

いすゞTFG-NLR82N

いすゞTFG-NLR82AN

いすゞNFG-NMR82AN NMR82 7001472〜7001607 共通の一連番号

いすゞNFG-NMR82N

いすゞSFG-NMR82AN

いすゞSFG-NMR82N

いすゞSFG-NMR82ZN

いすゞSFG-NMR82ZAN

いすゞTFG-NMR82ZN

いすゞTFG-NMR82ZAN
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いすゞNFG-NPR82XAN NPR82 7003348〜7003537 共通の一連番号

いすゞNFG-NPR82XN

いすゞSFG-NPR82XAN

いすゞSFG-NPR82XN

いすゞSFG-NPR82ZN

いすゞSFG-NPR82ZAN

いすゞTFG-NPR82ZN

いすゞTFG-NPR82ZAN

いすゞPDG-NKR85YN NKR85Y 7005256〜7006152 共通の一連番号

いすゞSKG-NKR85YN

いすゞTPG-NKR85YN

いすゞTKG-NKR85YN

いすゞSKG-NPR85YN NPR85Y 7008397〜7011234 共通の一連番号

いすゞTPG-NPR85YN

いすゞTKG-NPR85YN

マツダBKG-LHR85A LHR85 7005366〜7006196 共通の一連番号

マツダBKG-LHR85AN

マツダSKG-LHR85A

マツダSKG-LHR85AN

マツダTKG-LHR85A

マツダTKG-LHR85AN

マツダTRG-LHR85A

マツダTPG-LHR85A

マツダTRG-LHR85AN

マツダTPG-LHR85AN

マツダBKG-LHS85A LHS85 7001337〜7001527 共通の一連番号

マツダBKG-LHS85AN

マツダSKG-LHS85A

マツダSKG-LHS85AN

マツダTKG-LHS85A

マツダTKG-LHS85AN

マツダTRG-LHS85A

マツダTPG-LHS85A

マツダTRG-LHS85AN

マツダTPG-LHS85AN
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マツダBKG-LJS85A LJS85 7000205〜7000244 共通の一連番号

マツダBKG-LJS85AN

マツダSKG-LJS85A

マツダSKG-LJS85AN

マツダTKG-LJS85A

マツダSPG-LJS85A

マツダTKG-LJS85AN

マツダSPG-LJS85AN

マツダTRG-LJS85A

マツダTPG-LJS85A

マツダTRG-LJS85AN

マツダTPG-LJS85AN

マツダBKG-LLR85AR LLR85 7000818〜7000904 共通の一連番号

マツダBDG-LLR85AN

マツダBKG-LLR85AN

マツダBKG-LLR85N

マツダSKG-LLR85AR

マツダSKG-LLR85N

マツダSKG-LLR85AN

マツダSDG-LLR85AN

マツダTKG-LLR85AR

マツダSPG-LLR85AR

マツダTKG-LLR85N

マツダSPG-LLR85N

マツダTKG-LLR85AN

マツダTDG-LLR85AN

マツダSPG-LLR85AN

マツダTRG-LLR85AR

マツダTPG-LLR85AR

マツダTRG-LLR85N

マツダTPG-LLR85N

マツダTRG-LLR85AN

マツダTPG-LLR85AN
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マツダBKG-LLS85AR LLS85 7000051〜7000055 共通の一連番号

マツダBKG-LLS85AN

マツダSKG-LLS85AR

マツダSKG-LLS85AN

マツダTKG-LLS85AR

マツダSPG-LLS85AR

マツダTKG-LLS85AN

マツダSPG-LLS85AN

マツダTRG-LLS85AR

マツダTPG-LLS85AR

マツダTRG-LLS85AN

マツダTPG-LLS85AN

マツダBKG-LNR85AR LNR85 7000530〜7000576 共通の一連番号

マツダBDG-LNR85AN

マツダBKG-LNR85AN

マツダSKG-LNR85AR

マツダSKG-LNR85AN

マツダSDG-LNR85AN

マツダTKG-LNR85AR

マツダSPG-LNR85AR

マツダTKG-LNR85AN

マツダTDG-LNR85AN

マツダSPG-LNR85AN

マツダTRG-LNR85AR

マツダTPG-LNR85AR

マツダTRG-LNR85N

マツダTPG-LNR85N

マツダTRG-LNR85AN

マツダTPG-LNR85AN

マツダBKG-LNS85AR LNS85 7000011〜7000014 共通の一連番号

マツダSKG-LNS85AR

マツダTKG-LNS85AR

マツダSPG-LNS85AR

マツダTRG-LNS85AR

マツダTPG-LNS85AR
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マツダBDG-LJR85A LJR85 7004109〜7004495 共通の一連番号

マツダBKG-LJR85A

マツダBKG-LJR85AD

マツダBDG-LJR85AN

マツダBKG-LJR85AN

マツダBKG-LJR85N

マツダSKG-LJR85A

マツダSDG-LJR85A

マツダSKG-LJR85AD

マツダSKG-LJR85AN

マツダSDG-LJR85AN

マツダSKG-LJR85N

マツダTKG-LJR85A

マツダTDG-LJR85A

マツダSPG-LJR85A

マツダTKG-LJR85AD

マツダTKG-LJR85N

マツダSPG-LJR85N

マツダTKG-LJR85AN

マツダTDG-LJR85AN

マツダSPG-LJR85AN

マツダTRG-LJR85A

マツダTPG-LJR85A

マツダTPG-LJR85AD

マツダTRG-LJR85N

マツダTPG-LJR85N

マツダTRG-LJR85AN

マツダTPG-LJR85AN
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マツダBDG-LKR85A LKR85 7002689〜7003018 共通の一連番号

マツダBKG-LKR85A

マツダBDG-LKR85AD

マツダBKG-LKR85AD

マツダBKG-LKR85AR

マツダBDG-LKR85R

マツダBKG-LKR85R

マツダBDG-LKR85AN

マツダBKG-LKR85AN

マツダBDG-LKR85N

マツダBKG-LKR85N

マツダSKG-LKR85A

マツダSKG-LKR85AD

マツダSKG-LKR85AN

マツダSKG-LKR85AR

マツダSKG-LKR85N

マツダSKG-LKR85R

マツダTKG-LKR85A

マツダSPG-LKR85A

マツダTKG-LKR85R

マツダSPG-LKR85R

マツダTKG-LKR85AR

マツダTKG-LKR85AD

マツダTKG-LKR85N

マツダSPG-LKR85N

マツダTKG-LKR85AN

マツダSPG-LKR85AN

マツダTRG-LKR85A

マツダTPG-LKR85A

マツダTPG-LKR85AD

マツダTRG-LKR85R

マツダTPG-LKR85R

マツダTRG-LKR85AR

マツダTPG-LKR85AR

マツダTRG-LKR85N

マツダTPG-LKR85N

マツダTRG-LKR85AN

マツダTPG-LKR85AN
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マツダBDG-LKS85A LKS85 7000224〜7000273 共通の一連番号

マツダBDG-LKS85AD

マツダBDG-LKS85AN

マツダSDG-LKS85A

マツダSDG-LKS85AD

マツダSDG-LKS85AN

マツダSKG-LKS85A

マツダSKG-LKS85AN

マツダTDG-LKS85A

マツダTDG-LKS85AD

マツダTDG-LKS85AN

マツダTPG-LKS85A

マツダTKG-LKS85A

マツダTKG-LKS85AD

マツダTPG-LKS85AN

マツダTKG-LKS85AN
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マツダBDG-LMR85AR LMR85 7001002〜7001065 共通の一連番号

マツダBKG-LMR85AR

マツダBDG-LMR85R

マツダBKG-LMR85R

マツダBDG-LMR85AN

マツダBKG-LMR85AN

マツダBDG-LMR85N

マツダBKG-LMR85N

マツダSKG-LMR85R

マツダSKG-LMR85AR

マツダSKG-LMR85N

マツダSKG-LMR85AN

マツダSDG-LMR85AN

マツダTKG-LMR85R

マツダSPG-LMR85R

マツダSPG-LMR85N

マツダTKG-LMR85AR

マツダSPG-LMR85AR

マツダTKG-LMR85N

マツダTKG-LMR85AN

マツダTDG-LMR85AN

マツダSPG-LMR85AN

マツダTRG-LMR85R

マツダTPG-LMR85R

マツダTRG-LMR85AR

マツダTPG-LMR85AR

マツダTRG-LMR85N

マツダTPG-LMR85N

マツダTRG-LMR85AN

マツダTPG-LMR85AN
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マツダBDG-LMS85AR LMS85 7000014〜7000020 共通の一連番号

マツダBDG-LMS85AN

マツダSDG-LMS85AR

マツダSDG-LMS85AN

マツダSKG-LMS85AR

マツダSKG-LMS85AN

マツダTDG-LMS85AR

マツダTDG-LMS85AN

マツダTPG-LMS85AR

マツダTKG-LMS85AR

マツダTPG-LMS85AN

マツダTKG-LMS85AN

マツダBDG-LPR85AR LPR85 7002219〜7002427 共通の一連番号

マツダBKG-LPR85AR

マツダBDG-LPR85AN

マツダBKG-LPR85AN

マツダSKG-LPR85AR

マツダSKG-LPR85AN

マツダSDG-LPR85AN

マツダTKG-LPR85AR

マツダSPG-LPR85AR

マツダTKG-LPR85AN

マツダTDG-LPR85AN

マツダSPG-LPR85AN

マツダTRG-LPR85AR

マツダTPG-LPR85AR

マツダTRG-LPR85AN

マツダTPG-LPR85AN

マツダBDG-LPS85AR LPS85 7000094〜7000113 共通の一連番号

マツダBDG-LPS85AN

マツダSDG-LPS85AR

マツダSDG-LPS85AN

マツダSKG-LPS85AR

マツダSKG-LPS85AN

マツダTDG-LPS85AR

マツダTDG-LPS85AN

マツダTPG-LPS85AR

マツダTKG-LPS85AR

マツダTPG-LPS85AN

マツダTKG-LPS85AN
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マツダNFG-LPR82XAN LPR82 7000012〜7000012 共通の一連番号

マツダNFG-LPR82XN

マツダSFG-LPR82XAN

マツダSFG-LPR82XN

マツダSFG-LPR82ZAN

マツダSKG-LPR85YN LPR85Y 7000204〜7000269 共通の一連番号

マツダTPG-LPR85YN

マツダTKG-LPR85YN

いすゞPKG-FRR90S1 FRR90 7075830〜7091660 共通の一連番号

いすゞPKG-FRR90S2

いすゞPKG-FRR90T2

いすゞSKG-FRR90S2

いすゞSKG-FRR90S1

いすゞSKG-FRR90T2

いすゞTKG-FRR90S2

いすゞTKG-FRR90T2

いすゞTKG-FRR90S1

いすゞ2RG-FRR90S1

いすゞ2PG-FRR90S1

いすゞ2KG-FRR90S1

いすゞ2RG-FRR90S2

いすゞ2PG-FRR90S2

いすゞ2RG-FRR90T2

いすゞ2PG-FRR90T2

いすゞPKG-FSR90S2 FSR90 7004490〜7005727 共通の一連番号

いすゞPKG-FSR90T2

いすゞSKG-FSR90S2

いすゞSKG-FSR90T2

いすゞSPG-FSR90S2

いすゞSPG-FSR90T2

いすゞ2RG-FSR90S2

いすゞ2PG-FSR90S2

いすゞ2RG-FSR90T2

いすゞ2PG-FSR90T2

いすゞPKG-FSS90S2 FSS90 7000683〜7000756 共通の一連番号

いすゞSDG-FSS90S1

いすゞSDG-FSS90S2

いすゞSKG-FSS90S2

いすゞSPG-FSS90S2

いすゞ2RG-FSS90S2

いすゞ2PG-FSS90S2

一般社団法人 日本自動車工業会 18 / 25



いすゞ・２０１５

いすゞPDG-FRS90S1 FRS90 7000425〜7000483 共通の一連番号

いすゞPDG-FRS90S2

いすゞPKG-FRS90S2

いすゞSDG-FRS90S1

いすゞSDG-FRS90S2

いすゞSKG-FRS90S2

いすゞTKG-FRS90S2

いすゞ2RG-FRS90S2

いすゞ2PG-FRS90S2

いすゞPDG-FTR34S2 FTR34 7005461〜7005902 共通の一連番号

いすゞPDG-FTR34T2

いすゞLDG-FTR34S2

いすゞLDG-FTR34T2

いすゞLKG-FTR34S2

いすゞLKG-FTR34T2

いすゞQKG-FTR34S2

いすゞQKG-FTR34T2

いすゞQPG-FTR34S2

いすゞQPG-FTR34T2

いすゞPDG-FTS34S2 FTS34 7000194〜7000206 共通の一連番号

いすゞLDG-FTS34S2

いすゞLKG-FTS34S2

いすゞQKG-FTS34S2

いすゞQPG-FTS34S2

いすゞPDG-FVR34U2 FVR34 7000665〜7000743 共通の一連番号

いすゞLDG-FVR34U2

いすゞLKG-FVR34U2

いすゞQKG-FVR34U2

いすゞQPG-FVR34U2

いすゞPDG-FVZ34U2 FVZ34 7001614〜7001914 共通の一連番号

いすゞLDG-FVZ34U2

いすゞLKG-FVZ34U2

いすゞQKG-FVZ34U2

いすゞQDG-FVZ34U2
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いすゞLKG-FTR90S2 FTR90 7004025〜7005290 共通の一連番号

いすゞLKG-FTR90T2

いすゞLPG-FTR90S2

いすゞLPG-FTR90T2

いすゞ2RG-FTR90U2

いすゞ2PG-FTR90U2

いすゞ2RG-FTR90V2

いすゞ2PG-FTR90V2

いすゞLKG-CVR77A CVR77A 7000140〜7000190 共通の一連番号

いすゞQKG-CVR77A

いすゞLKG-CXE77A CXE77A 7000364〜7000429 共通の一連番号

いすゞQKG-CXE77A

いすゞLKG-CXG77A CXG77A 7000115〜7000125 共通の一連番号

いすゞQKG-CXG77A

いすゞLKG-CXG77AT CXG77AT 7000008〜7000009 共通の一連番号

いすゞQKG-CXG77AT

いすゞLKG-CXM77A CXM77A 7000064〜7000070 共通の一連番号

いすゞQKG-CXM77A

いすゞLKG-CXM77AT CXM77AT 7000153〜7000213 共通の一連番号

いすゞQKG-CXM77AT

いすゞLKG-CXY77AJ CXY77AJ 7000257〜7000284 共通の一連番号

いすゞQKG-CXY77AJ

いすゞLKG-CXZ77AT CXZ77AT 7009878〜7011803 共通の一連番号

いすゞQKG-CXZ77AT

いすゞLKG-CYE77AM CYE77AM 7000210〜7000286 共通の一連番号

いすゞQKG-CYE77AM

いすゞLKG-CYE77AZ CYE77AZ 7000119〜7000156 共通の一連番号

いすゞQKG-CYE77AZ

いすゞLKG-CYG77AM CYG77AM 7000598〜7000745 共通の一連番号

いすゞQKG-CYG77AM

いすゞLKG-CYH77A CYH77A 7000363〜7000444 共通の一連番号

いすゞQKG-CYH77A

いすゞLKG-CYJ77A CYJ77A 7011634〜7014349 共通の一連番号

いすゞLKG-CYJ77AA

いすゞQKG-CYJ77A

いすゞQKG-CYJ77AA

いすゞLKG-CYJ77AL CYJ77AL 7000037〜7000048 共通の一連番号

いすゞQKG-CYJ77AL

いすゞLKG-CYJ77AZ CYJ77AZ 7000093〜7000112 共通の一連番号

いすゞQKG-CYJ77AZ
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いすゞLKG-CYL77A CYL77A 7006409〜7007706 共通の一連番号

いすゞLKG-CYL77AA

いすゞQKG-CYL77A

いすゞQKG-CYL77AA

いすゞLKG-CYL77AM CYL77AM 7000428〜7000528 共通の一連番号

いすゞQKG-CYL77AM

いすゞLKG-CYL77AZ CYL77AZ 7000133〜7000188 共通の一連番号

いすゞQKG-CYL77AZ

いすゞLKG-CYM77A CYM77A 7000506〜7000594 共通の一連番号

いすゞQKG-CYM77A

いすゞLKG-CYM77AM CYM77AM 7000476〜7000579 共通の一連番号

いすゞQKG-CYM77AM

いすゞLKG-CYM77AZ CYM77AZ 7000011〜7000012 共通の一連番号

いすゞQKG-CYM77AZ

いすゞLKG-CYY77A CYY77A 7000458〜7000565 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77A

いすゞLKG-CYY77AJ CYY77AJ 7000122〜7000162 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77AJ

いすゞLKG-CYY77AY CYY77AY 7000958〜7001264 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77AY

いすゞLKG-CYY77AZ CYY77AZ 7000027〜7000037 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77AZ

いすゞLKG-CYZ77A CYZ77A 7000762〜7000924 共通の一連番号

いすゞQKG-CYZ77A

いすゞLKG-CYZ77AJ CYZ77AJ 7000190〜7000220 共通の一連番号

いすゞQKG-CYZ77AJ

いすゞLKG-CYZ77AM CYZ77AM 7001350〜7001654 共通の一連番号

いすゞQKG-CYZ77AM

いすゞLKG-EXD52AD EXD52AD 7002123〜7002951 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD52AD

いすゞLKG-EXD52AE EXD52AE 7000467〜7000665 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD52AE

いすゞLKG-EXD52AG EXD52AG 7000265〜7000307 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD52AG

いすゞLKG-EXD77AD EXD77AD 7000294〜7000317 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77AD

いすゞLKG-EXD77AG EXD77AG 7000258〜7000330 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77AG

いすゞLKG-EXD77AL EXD77AL 7000021〜7000023 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77AL
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いすゞLKG-EXR52AD EXR52AD 7000031〜7000034 共通の一連番号

いすゞQKG-EXR52AD

いすゞLKG-EXR52AE EXR52AE 7000014〜7000016 共通の一連番号

いすゞQKG-EXR52AE

いすゞLKG-EXR52AG EXR52AG 7000045〜7000053 共通の一連番号

いすゞQKG-EXR52AG

いすゞLKG-EXY52AJ EXY52AJ 7000599〜7000677 共通の一連番号

いすゞLDG-EXY52AJ

いすゞQDG-EXY52AJ

いすゞQKG-EXY52AJ

いすゞLKG-EXZ52AJ EXZ52AJ 7000837〜7001086 共通の一連番号

いすゞLDG-EXZ52AJ

いすゞQDG-EXZ52AJ

いすゞQKG-EXZ52AJ

いすゞLDG-CVR52A CVR52A 7000032〜7000039 共通の一連番号

いすゞQDG-CVR52A

いすゞLDG-CYM52AM CYM52AM 7000017〜7000029 共通の一連番号

いすゞQDG-CYM52AM

いすゞLDG-CYZ52AM CYZ52AM 7000008〜7000022 共通の一連番号

いすゞQDG-CYZ52AM

いすゞLDG-CYZ77AMQ CYZ77AMQ 7000058〜7000062 共通の一連番号

いすゞQDG-CYZ77AMQ

いすゞLDG-CYZ77AV CYZ77AV 7000057〜7000068 共通の一連番号

いすゞQDG-CYZ77AV

いすゞQDG-CYZ52AV CYZ52AV 7000028〜7000047

いすゞQDG-CYZ52AMQ CYZ52AMQ 7000055〜7000090

いすゞQPG-CXG77B CXG77B 7000001〜7000002 共通の一連番号

いすゞQKG-CXG77B

いすゞQPG-CXY77BJ CXY77BJ 7000001〜7000008 共通の一連番号

いすゞQKG-CXY77BJ

いすゞQPG-CXZ77BT CXZ77BT 7000001〜7000479 共通の一連番号

いすゞQKG-CXZ77BT

いすゞQPG-CYE77BZ CYE77BZ 7000001〜7000004 共通の一連番号

いすゞQKG-CYE77BZ

いすゞQPG-CYH77B CYH77B 7000001〜7000012 共通の一連番号

いすゞQKG-CYH77B

いすゞQPG-CYJ77B CYJ77B 7000001〜7000392 共通の一連番号

いすゞQKG-CYJ77B

いすゞQPG-CYJ77BA

いすゞQKG-CYJ77BA
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いすゞQPG-CYL77B CYL77B 7000001〜7000338 共通の一連番号

いすゞQKG-CYL77B

いすゞQPG-CYL77BA

いすゞQKG-CYL77BA

いすゞQPG-CYL77BM CYL77BM 7000001〜7000008 共通の一連番号

いすゞQKG-CYL77BM

いすゞQPG-CYL77BZ CYL77BZ 7000001〜7000004 共通の一連番号

いすゞQKG-CYL77BZ

いすゞQFG-CYL78B CYL78B 7000001〜7000007

いすゞQPG-CYM77B CYM77B 7000001〜7000016 共通の一連番号

いすゞQKG-CYM77B

いすゞQPG-CYM77BM CYM77BM 7000001〜7000015 共通の一連番号

いすゞQKG-CYM77BM

いすゞQPG-CYY77B CYY77B 7000001〜7000034 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77B

いすゞQPG-CYY77BJ CYY77BJ 7000001〜7000005 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77BJ

いすゞQPG-CYY77BY CYY77BY 7000001〜7000009 共通の一連番号

いすゞQKG-CYY77BY

いすゞQPG-CYZ77B CYZ77B 7000001〜7000045 共通の一連番号

いすゞQKG-CYZ77B

いすゞQPG-CYZ77BJ CYZ77BJ 7000001〜7000008 共通の一連番号

いすゞQKG-CYZ77BJ

いすゞQPG-CYZ77BM CYZ77BM 7000001〜7000052 共通の一連番号

いすゞQKG-CYZ77BM

いすゞQKG-CYE60BM CYE60BM 7000001〜7000001

いすゞQKG-CYG60BM CYG60BM 7000001〜7000002

いすゞQKG-CYL60B CYL60B 7000007〜7000010 共通の一連番号

いすゞQKG-CYL60BA

いすゞQKG-CYY60BY CYY60BY 7000002〜7000003

いすゞQDG-CYZ52BV CYZ52BV 7000004〜7000004

いすゞQKG-EXD52BD EXD52BD 7000005〜7000006

いすゞQPG-EXD77BD EXD77BD 7000007〜7000011 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77BD

いすゞQPG-EXY77BJ EXY77BJ 7000005〜7000005 共通の一連番号

いすゞQKG-EXY77BJ

いすゞQKG-EXZ52BJ EXZ52BJ 7000008〜7000008 共通の一連番号

いすゞQDG-EXZ52BJ

いすゞQKG-CXE60B CXE60B 7000001〜7000001

いすゞSDG-LR290J1 LR290J1 7001101〜7001375 共通の一連番号

いすゞSKG-LR290J1
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いすゞSKG-LR290J2 LR290J2 7000003〜7000006

いすゞLDG-LV234L3 LV234L3 7000986〜7001282 共通の一連番号

いすゞLKG-LV234L3

いすゞQKG-LV234L3

いすゞQPG-LV234L3

いすゞQDG-LV234L3

いすゞLPG-LV234L3

いすゞQQG-LV234L3

いすゞQSG-LV234L3

いすゞLDG-LV234N3 LV234N3 7001008〜7001197 共通の一連番号

いすゞLKG-LV234N3

いすゞQKG-LV234N3

いすゞQPG-LV234N3

いすゞQDG-LV234N3

いすゞLPG-LV234N3

いすゞQQG-LV234N3

いすゞQSG-LV234N3

いすゞLDG-LV234Q3 LV234Q3 7000261〜7000330 共通の一連番号

いすゞLKG-LV234Q3

いすゞQKG-LV234Q3

いすゞQPG-LV234Q3

いすゞQDG-LV234Q3

いすゞLPG-LV234Q3

いすゞQDG-LV290N1 LV290N1 7000001〜7000151 共通の一連番号

いすゞQKG-LV290N1

いすゞQPG-LV290N1

いすゞQRG-LV290N1

いすゞQDG-LV290Q1 LV290Q1 7000001〜7000037 共通の一連番号

いすゞQKG-LV290Q1

いすゞQPG-LV290Q1

いすゞQRG-LV290Q1

日野SDG-KR290J1 KR290J1 7000659〜7000835 共通の一連番号

日野SKG-KR290J1

日野LDG-KV234L3 KV234L3 7000500〜7000602 共通の一連番号

日野LKG-KV234L3

日野QKG-KV234L3

日野QPG-KV234L3

日野QDG-KV234L3

日野LPG-KV234L3
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日野LDG-KV234N3 KV234N3 7000729〜7000878 共通の一連番号

日野LKG-KV234N3

日野QKG-KV234N3

日野QPG-KV234N3

日野QDG-KV234N3

日野LPG-KV234N3

日野LDG-KV234Q3 KV234Q3 7000289〜7000351 共通の一連番号

日野LKG-KV234Q3

日野QKG-KV234Q3

日野QPG-KV234Q3

日野QDG-KV234Q3

日野LPG-KV234Q3

日野QDG-KV290N1 KV290N1 7000001〜7000065 共通の一連番号

日野QKG-KV290N1

日野QPG-KV290N1

日野QRG-KV290N1

日野QDG-KV290Q1 KV290Q1 7000001〜7000050 共通の一連番号

日野QKG-KV290Q1

日野QPG-KV290Q1

日野QRG-KV290Q1

※多仕様自動車型式指定による取り扱いを受けた自動車の場合、「車名・型式」は

「車名及び検査・登録型式」を表す。
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