
いすゞ・２０１８

修正履歴

① 2020年6月1日

② 年／ 月／ 日

いすゞ自動車株式会社

２０１８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 7023258〜7025286 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 7013113〜7014393 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 7006908〜7007804 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2RG-NJS88A NJS88 7000001〜7000003 共通の一連番号

いすゞ2RG-NJS88AN
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いすゞBKG-NLR85AR NLR85 7032269〜7037391 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

一般社団法人 日本自動車工業会 3 / 27



いすゞ・２０１８

いすゞBKG-NLS85AR NLS85 7001573〜7001924 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2RG-NLS88AR NLS88 7000001〜7000003 共通の一連番号

いすゞ2RG-NLS88AN

いすゞBKG-NNR85AR NNR85 7003662〜7004122 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 7000316〜7000369 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2RG-NNS88AN NNS88 7000001〜7000001

いすゞBDG-NJR85A NJR85 7065803〜7072703 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

いすゞ2RG-NJR88A NJR88 7000005〜7000024 共通の一連番号

いすゞ2RG-NJR88AD

いすゞ2RG-NJR88N

いすゞ2RG-NJR88AN

いすゞ2SG-NJR88AN
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いすゞBDG-NKR85A NKR85 7069719〜7079634 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2RG-NKR88A NKR88 7000003〜7000005 共通の一連番号

いすゞ2RG-NKR88AD

いすゞ2RG-NKR88R

いすゞ2PG-NKR88R

いすゞ2RG-NKR88AR

いすゞ2RG-NKR88N

いすゞ2PG-NKR88N

いすゞ2RG-NKR88AN

いすゞ2SG-NKR88AN
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いすゞBDG-NKS85A NKS85 7010660〜7012226 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

いすゞ2RG-NKS88A NKS88 7000001〜7000003 共通の一連番号

いすゞ2PG-NKS88A

いすゞ2PG-NKS88AD

いすゞ2RG-NKS88AN

いすゞ2PG-NKS88AN
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いすゞBDG-NMR85AR NMR85 7039339〜7043624 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 7003319〜7003909 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2RG-NMS88AR NMS88 7000001〜7000006 共通の一連番号

いすゞ2PG-NMS88AR

いすゞ2RG-NMS88AN

いすゞ2PG-NMS88AN

いすゞBDG-NPR85AR NPR85 7076254〜7086263 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 7004812〜7005589 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2RG-NPS88AR NPS88 7000001〜7000008 共通の一連番号

いすゞ2PG-NPS88AR

いすゞ2RG-NPS88AN

いすゞ2PG-NPS88AN

いすゞNFG-NJR82AN NJR82 7000158〜7000165 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 7001729〜7001731 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 7000749〜7000749 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
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いすゞNFG-NMR82AN NMR82 7001935〜7002095 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

いすゞNFG-NPR82XAN NPR82 7003932〜7003950 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2RG-NLR88AR NLR88 7000003〜7000066 共通の一連番号

いすゞ2RG-NLR88N

いすゞ2RG-NLR88AN

いすゞ2RG-NMR88R NMR88 7000003〜7000054 共通の一連番号

いすゞ2PG-NMR88R

いすゞ2RG-NMR88AR

いすゞ2RG-NMR88N

いすゞ2PG-NMR88N

いすゞ2RG-NMR88AN

一般社団法人 日本自動車工業会 12 / 27



いすゞ・２０１８

いすゞ2RG-NPR88AR NPR88 7000004〜7000141 共通の一連番号

いすゞ2PG-NPR88AR

いすゞ2RG-NPR88N

いすゞ2PG-NPR88N

いすゞ2RG-NPR88AN

いすゞ2PG-NPR88AN

いすゞ2RG-NKR88YN NKR88Y 7000010〜7000214 共通の一連番号

いすゞ2PG-NKR88YN

いすゞ2RG-NPR88YN NPR88Y 7000022〜7001857 共通の一連番号

いすゞ2PG-NPR88YN

マツダBKG-LHR85A LHR85 7007763〜7008515 共通の一連番号

いすゞBKG-LHR85AN

いすゞSKG-LHR85A

いすゞSKG-LHR85AN

いすゞTKG-LHR85A

いすゞTKG-LHR85AN

いすゞTRG-LHR85A

いすゞTPG-LHR85A

いすゞTRG-LHR85AN

いすゞTPG-LHR85AN

いすゞBKG-LHS85A LHS85 7001867〜7002002 共通の一連番号

いすゞBKG-LHS85AN

いすゞSKG-LHS85A

いすゞSKG-LHS85AN

いすゞTKG-LHS85A

いすゞTKG-LHS85AN

いすゞTRG-LHS85A

いすゞTPG-LHS85A

いすゞTRG-LHS85AN

いすゞTPG-LHS85AN
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マツダBKG-LJS85A LJS85 7000305〜7000336 共通の一連番号

いすゞBKG-LJS85AN

いすゞSKG-LJS85A

いすゞSKG-LJS85AN

いすゞTKG-LJS85A

いすゞSPG-LJS85A

いすゞTKG-LJS85AN

いすゞSPG-LJS85AN

いすゞTRG-LJS85A

いすゞTPG-LJS85A

いすゞTRG-LJS85AN

いすゞTPG-LJS85AN

いすゞBKG-LLR85AR LLR85 7001055〜7001147 共通の一連番号

いすゞBDG-LLR85AN

いすゞBKG-LLR85AN

いすゞBKG-LLR85N

いすゞSKG-LLR85AR

いすゞSKG-LLR85N

いすゞSKG-LLR85AN

いすゞSDG-LLR85AN

いすゞTKG-LLR85AR

いすゞSPG-LLR85AR

いすゞTKG-LLR85N

いすゞSPG-LLR85N

いすゞTKG-LLR85AN

いすゞTDG-LLR85AN

いすゞSPG-LLR85AN

いすゞTRG-LLR85AR

いすゞTPG-LLR85AR

いすゞTRG-LLR85N

いすゞTPG-LLR85N

いすゞTRG-LLR85AN

いすゞTPG-LLR85AN
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マツダBKG-LLS85AR LLS85 7000071〜7000074 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 7000660〜7000689 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
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マツダBKG-LNS85AR LNS85 7000019〜7000019 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

マツダBDG-LJR85A LJR85 7005209〜7005532 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 7003575〜7003837 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 7000338〜7000366 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 7001206〜7001292 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 7000028〜7000029 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 7002840〜7003070 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
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マツダBDG-LPS85AR LPS85 7000145〜7000163 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

マツダSKG-LPR85YN LPR85Y 7000342〜7000342 共通の一連番号

マツダTPG-LPR85YN

マツダTKG-LPR85YN

いすゞPKG-FRR90S1 FRR90 7125610〜7139216 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
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いすゞPKG-FSR90S2 FSR90 7008234〜7009684 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 7000910〜7000987 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

いすゞPDG-FRS90S1 FRS90 7000714〜7000820 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LKG-FTR90S2 FTR90 7007960〜7009670 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
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いすゞ2RG-FTS90S2 FTS90 7000012〜7000035 共通の一連番号

いすゞ2PG-FTS90S2

いすゞ2PG-FVR90U2 FVR90 7000019〜7000078

いすゞ2KG-FVZ90U2 FVZ90 7000006〜7000019

いすゞ2KG-FVZ60U2 FVZ60 7000007〜7000146

UDトラックス2RG-BRR90S1 BRR90 7000076〜7000978 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BRR90S1

UDトラックス2KG-BRR90S1

UDトラックス2RG-BRR90S2

UDトラックス2PG-BRR90S2

UDトラックス2RG-BRR90T2

UDトラックス2PG-BRR90T2

UDトラックス2RG-BRS90S2 BRS90 7000001〜7000011 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BRS90S2

UDトラックス2RG-BSR90S2 BSR90 7000007〜7000067 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BSR90S2

UDトラックス2RG-BSR90T2

UDトラックス2PG-BSR90T2

UDトラックス2RG-BSS90S2 BSS90 7000001〜7000007 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BSS90S2

UDトラックス2RG-BTR90U2 BTR90 7000009〜7000180 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BTR90U2

UDトラックス2RG-BTR90V2

UDトラックス2PG-BTR90V2

UDトラックス2RG-BTS90S2 BTS90 7000001〜7000002 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BTS90S2

UDトラックス2KG-BVZ90U2 BVZ90 7000001〜7000002

UDトラックス2KG-BVZ60U2 BVZ60 7000001〜7000008

UDトラックス2PG-BVR90U2 BVR90 7000001〜7000005

いすゞQFG-CYL78B CYL78B 7000018〜7000019

いすゞQFG-CYJ78B CYJ78B 7000008〜7000013

いすゞQKG-EXD52BD EXD52BD 7002250〜7002709

いすゞQKG-EXD52BE EXD52BE 7000592〜7000729

いすゞQKG-EXD52BG EXD52BG 7000028〜7000036

いすゞQPG-EXD77BD EXD77BD 7000076〜7000116 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77BD

いすゞQPG-EXD77BG EXD77BG 7000176〜7000212 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77BG
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いすゞQPG-EXR77BD EXR77BD 7000007〜7000008 共通の一連番号

いすゞQKG-EXR77BD

いすゞQPG-EXR77BG EXR77BG 7000016〜7000018 共通の一連番号

いすゞQKG-EXR77BG

いすゞQKG-EXY52BJ EXY52BJ 7000133〜7000170 共通の一連番号

いすゞQDG-EXY52BJ

いすゞQPG-EXY77BJ EXY77BJ 7000010〜7000012 共通の一連番号

いすゞQKG-EXY77BJ

いすゞQKG-EXZ52BJ EXZ52BJ 7000534〜7000699 共通の一連番号

いすゞQDG-EXZ52BJ

いすゞQPG-EXD77BL EXD77BL 7000002〜7000002 共通の一連番号

いすゞQKG-EXD77BL

いすゞ2PG-CXM77C CXM77C 7000001〜7000004 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXM77C

いすゞ2PG-CYM77CM CYM77CM 7000055〜7000187 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM77CM

いすゞ2PG-CYM77CZ CYM77CZ 7000001〜7000002 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM77CZ

いすゞ2PG-CYM77C CYM77C 7000043〜7000152 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM77C

いすゞ2DG-CYM52CM CYM52CM 7000002〜7000004 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM52CM

いすゞ2PG-CYL77CM CYL77CM 7000046〜7000171 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYL77CM

いすゞ2PG-CYL77CZ CYL77CZ 7000017〜7000076 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYL77CZ

いすゞ2PG-CYL77C CYL77C 7000640〜7002121 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYL77C

いすゞ2PG-CYL77CA

いすゞ2KG-CYL77CA

いすゞ2PG-CXZ77CT CXZ77CT 7000630〜7002148 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXZ77CT

いすゞ2PG-CYZ77CM CYZ77CM 7000166〜7000482 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYZ77CM

いすゞ2PG-CYZ77C CYZ77C 7000099〜7000311 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYZ77C

いすゞ2PG-CYZ77CJ CYZ77CJ 7000024〜7000091 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYZ77CJ
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いすゞ2PG-CYY77C CYY77C 7000037〜7000200 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYY77C

いすゞ2PG-CXY77CJ CXY77CJ 7000019〜7000051 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXY77CJ

いすゞ2PG-CYY77CJ CYY77CJ 7000018〜7000056 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYY77CJ

いすゞ2PG-CYY77CY CYY77CY 7000028〜7000294 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYY77CY

いすゞ2PG-CXG77C CXG77C 7000009〜7000012 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXG77C

いすゞ2PG-CXE77C CXE77C 7000016〜7000043 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXE77C

いすゞ2PG-CYE77CZ CYE77CZ 7000007〜7000013 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYE77CZ

いすゞ2PG-CYH77C CYH77C 7000045〜7000180 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYH77C

いすゞ2PG-CYJ77CL CYJ77CL 7000002〜7000008 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYJ77CL

いすゞ2PG-CYJ77CZ CYJ77CZ 7000008〜7000053 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYJ77CZ

いすゞ2PG-CYJ77C CYJ77C 7002201〜7006364 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYJ77C

いすゞ2PG-CYJ77CA

いすゞ2KG-CYJ77CA

いすゞ2KG-CXM60CT CXM60CT 7000007〜7000032

いすゞ2KG-CYL60C CYL60C 7000012〜7000030

いすゞ2KG-CXZ60CT CXZ60CT 7000068〜7000175

いすゞ2KG-CYY60CY CYY60CY 7000009〜7000009

いすゞ2KG-CVR60C CVR60C 7000012〜7000048

いすゞ2DG-CVR52C CVR52C 7000002〜7000002 共通の一連番号

いすゞ2KG-CVR52C

いすゞ2KG-CXG60CT CXG60CT 7000001〜7000001

いすゞ2KG-CYG60CM CYG60CM 7000040〜7000204

いすゞ2KG-CXE60C CXE60C 7000003〜7000007

いすゞ2KG-CYE60CM CYE60CM 7000028〜7000123

いすゞ2PG-EXR77CE EXR77CE 7000001〜7000003

いすゞ2PG-EXD77CG EXD77CG 7000002〜7000026
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いすゞ2PG-EXD52CD EXD52CD 7000008〜7000367 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXD52CD

いすゞ2PG-EXD52CE EXD52CE 7000002〜7000120 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXD52CE

いすゞ2PG-EXD52CG EXD52CG 7000002〜7000002 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXD52CG

いすゞ2PG-EXZ52CK EXZ52CK 7000003〜7000110 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXZ52CK

いすゞ2DG-EXZ52CK

いすゞ2PG-EXY52CK EXY52CK 7000004〜7000024 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXY52CK

いすゞ2DG-EXY52CK

いすゞ2DG-CYZ77CMQ CYZ77CMQ 7000001〜7000002

いすゞ2DG-CYZ77CV CYZ77CV 7000001〜7000002

いすゞ2DG-CYJ77CW CYJ77CW 7000002〜7000012

いすゞ2DG-CYZ52CMQ CYZ52CMQ 7000001〜7000030

いすゞ2DG-CYZ52CV CYZ52CV 7000001〜7000020

いすゞ2KG-LR290J3 LR290J3 7000110〜7000486

いすゞ2KG-LR290J4 LR290J4 7000001-7000001

いすゞ2DG-LV290N2 LV290N2 7000459〜7001033 共通の一連番号

いすゞ2KG-LV290N2

いすゞ2PG-LV290N2

いすゞ2TG-LV290N2
いすゞ2DG-LV290N3 LV290N3 7000001-7000001 共通の一連番号

いすゞ2KG-LV290N3

いすゞ2PG-LV290N3

いすゞ2TG-LV290N3

いすゞ2DG-LV290Q2 LV290Q2 7000102〜7000284 共通の一連番号

いすゞ2KG-LV290Q2

いすゞ2PG-LV290Q2

いすゞ2TG-LV290Q2

いすゞ2DG-LV290Q3 LV290Q3 7000001-7000001 共通の一連番号

いすゞ2KG-LV290Q3

いすゞ2PG-LV290Q3

いすゞ2TG-LV290Q3

いすゞ  LX525Z1 LX525Z1 7000001-7000002

日野2KG-KR290J3 KR290J3 7000120〜7000312
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日野2DG-KV290N2 KV290N2 7000069〜7000213 共通の一連番号

日野2KG-KV290N2

日野2PG-KV290N2

日野2TG-KV290N2

日野2DG-KV290Q2 KV290Q2 7000075〜7000215 共通の一連番号

日野2KG-KV290Q2

日野2PG-KV290Q2

日野2TG-KV290Q2

※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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