
日野・２０１９

修正履歴

① 年／ 月／ 日

② 年／ 月／ 日

日野自動車株式会社

２０１９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 備考

トヨタNBG-BZU600 BZU600 0003158 〜 0003345 共通の一連番号

トヨタNBG-BZU600A

日野NBG-BZU600M

日野NBG-BZU600X

トヨタSJG-XKC605 XKC605 0001955 〜 0002012 共通の一連番号

トヨタSQG-XKC605

トヨタTQG-XKC605

日野SJG-XKC605M

日野SQG-XKC605M

日野TQG-XKC605M

トヨタTSG-XKC605

日野TSG-XKC605M

トヨタ2SG-XKC605

日野2SG-XKC605M

トヨタSJG-XKC645 XKC645 0001142 〜 0001151 共通の一連番号

トヨタSQG-XKC645

トヨタTQG-XKC645

日野SJG-XKC645M

日野SQG-XKC645M

日野TQG-XKC645M

トヨタTSG-XKC645

日野TSG-XKC645M

始番号〜終番号
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSJG-XKC655 XKC655 0001154 〜 0001171 共通の一連番号

トヨタSQG-XKC655

トヨタTQG-XKC655

日野SJG-XKC655M

日野SQG-XKC655M

日野TQG-XKC655M

トヨタTSG-XKC655

日野TSG-XKC655M

トヨタSJG-XKU600 XKU600 0001982 〜 0002000 共通の一連番号

トヨタSJG-XKU600A

トヨタSQG-XKU600

トヨタSQG-XKU600A

トヨタTQG-XKU600

トヨタTQG-XKU600A

日野SJG-XKU600M

日野SJG-XKU600X

日野SQG-XKU600M

日野SQG-XKU600X

日野TQG-XKU600M

日野TQG-XKU600X

トヨタTSG-XKU600

トヨタTSG-XKU600A

日野TSG-XKU600M

日野TSG-XKU600X

トヨタSJG-XKU605 XKU605 0001421 〜 0001509 共通の一連番号

トヨタSQG-XKU605

トヨタTQG-XKU605

日野SJG-XKU605M

日野SQG-XKU605M

日野TQG-XKU605M

トヨタTSG-XKU605

日野TSG-XKU605M

トヨタ2SG-XKU605

日野2SG-XKU605M

トヨタ2SG-XKU605A

日野2SG-XKU605X
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSJG-XKU645 XKU645 0001065 〜 0001067 共通の一連番号

トヨタSQG-XKU645

トヨタTQG-XKU645

日野SJG-XKU645M

日野SQG-XKU645M

日野TQG-XKU645M

トヨタTSG-XKU645

日野TSG-XKU645M

トヨタ2SG-XKU645

日野2SG-XKU645M

トヨタSJG-XKU650 XKU650 0001712 〜 0001726 共通の一連番号

トヨタSQG-XKU650

トヨタTQG-XKU650

日野SJG-XKU650M

日野SQG-XKU650M

日野TQG-XKU650M

トヨタTSG-XKU650

日野TSG-XKU650M

トヨタSJG-XKU655 XKU655 0001242 〜 0001297 共通の一連番号

トヨタSQG-XKU655

トヨタTQG-XKU655

日野SJG-XKU655M

日野SQG-XKU655M

日野TQG-XKU655M

トヨタTSG-XKU655

日野TSG-XKU655M

トヨタ2SG-XKU655

日野2SG-XKU655M

トヨタTSG-XKU702 XKU702 0001026 〜 0001042 共通の一連番号

日野TSG-XKU702M

トヨタ2SG-XKU702

日野2SG-XKU702M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSJG-XKU710 XKU710 0002959 〜 0003040 共通の一連番号

トヨタSQG-XKU710

トヨタTQG-XKU710

日野SJG-XKU710M

日野SQG-XKU710M

日野TQG-XKU710M

トヨタTSG-XKU710

日野TSG-XKU710M

トヨタ2SG-XKU710

日野2SG-XKU710M

トヨタTSG-XKU712 XKU712 0001232 〜 0001391 共通の一連番号

日野TSG-XKU712M

トヨタ2SG-XKU712

日野2SG-XKU712M

トヨタTSG-XKU722 XKU722 0001034 〜 0001067 共通の一連番号

日野TSG-XKU722M

トヨタ2SG-XKU722

日野2SG-XKU722M

トヨタSKG-XZC600 XZC600 0012800 〜 0013982 共通の一連番号

トヨタTKG-XZC600

日野SKG-XZC600M

日野TKG-XZC600M

トヨタ2PG-XZC600D

日野2PG-XZC600T

トヨタ2RG-XZC600D

日野2RG-XZC600T
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZC605 XZC605 0023339 〜 0026625 共通の一連番号

トヨタSKG-XZC605V

トヨタTKG-XZC605

トヨタTKG-XZC605V

日野SKG-XZC605M

日野SKG-XZC605Y

日野TKG-XZC605M

日野TKG-XZC605Y

トヨタTPG-XZC605

トヨタTPG-XZC605V

日野TPG-XZC605M

日野TPG-XZC605Y

トヨタ2PG-XZC605

日野2PG-XZC605M

トヨタ2RG-XZC605

日野2RG-XZC605M

トヨタSKG-XZC610D XZC610 0009968 〜 0010751 共通の一連番号

トヨタTKG-XZC610D

日野SKG-XZC610T

日野TKG-XZC610T

トヨタTPG-XZC610D

日野TPG-XZC610T

トヨタSKG-XZC630D XZC630 0002132 〜 0002176 共通の一連番号

トヨタTKG-XZC630D

日野SKG-XZC630T

日野TKG-XZC630T

トヨタTPG-XZC630D

日野TPG-XZC630T

トヨタ2PG-XZC630D

日野2PG-XZC630T

トヨタ2RG-XZC630D

日野2RG-XZC630T
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZC645 XZC645 0004692 〜 0005093 共通の一連番号

トヨタTKG-XZC645

日野SKG-XZC645M

日野TKG-XZC645M

トヨタTPG-XZC645

日野TPG-XZC645M

トヨタ2PG-XZC645

日野2PG-XZC645M

トヨタ2RG-XZC645

日野2RG-XZC645M

トヨタSKG-XZC655 XZC655 0005305 〜 0006016 共通の一連番号

トヨタTKG-XZC655

日野SKG-XZC655M

日野TKG-XZC655M

トヨタTPG-XZC655

日野TPG-XZC655M

トヨタ2PG-XZC655

日野2PG-XZC655M

トヨタ2RG-XZC655

日野2RG-XZC655M

トヨタSKG-XZC675 XZC675 0004277 〜 0004688 共通の一連番号

トヨタSKG-XZC675D

トヨタTKG-XZC675

トヨタTKG-XZC675D

日野SKG-XZC675M

日野SKG-XZC675T

日野TKG-XZC675M

日野TKG-XZC675T

トヨタ2KG-XZC675

日野2KG-XZC675M

トヨタ2KG-XZC675D

日野2KG-XZC675T

一般社団法人 日本自動車工業会 6 / 20



日野・２０１９

車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZC710 XZC710 0004101 〜 0004765 共通の一連番号

トヨタTKG-XZC710

日野SKG-XZC710M

日野TKG-XZC710M

トヨタTPG-XZC710

日野TPG-XZC710M

トヨタ2PG-XZC710

日野2PG-XZC710M

トヨタ2RG-XZC710

日野2RG-XZC710M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU600 XZU600 0022702 〜 0027314 共通の一連番号

トヨタSKG-XZU600D

トヨタSKG-XZU600A

トヨタSKG-XZU600H

トヨタSKG-XZU600W

トヨタTKG-XZU600

トヨタTKG-XZU600D

トヨタTKG-XZU600A

トヨタTKG-XZU600H

トヨタTKG-XZU600W

日野SKG-XZU600M

日野SKG-XZU600T

日野SKG-XZU600X

日野SKG-XZU600E

日野SKG-XZU600F

日野TKG-XZU600M

日野TKG-XZU600T

日野TKG-XZU600X

日野TKG-XZU600E

日野TKG-XZU600F

トヨタTPG-XZU600

トヨタTPG-XZU600H

トヨタTPG-XZU600A

トヨタ2KG-XZU600W

日野TPG-XZU600M

日野TPG-XZU600E

日野TPG-XZU600X

日野2KG-XZU600F

トヨタ2PG-XZU600D

日野2PG-XZU600T

トヨタ2RG-XZU600D

日野2RG-XZU600T

トヨタ2PG-XZU600H

日野2PG-XZU600E

トヨタ2RG-XZU600H

日野2RG-XZU600E

トヨタ2PG-XZU600A

日野2PG-XZU600X

トヨタ2RG-XZU600A

日野2RG-XZU600X
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタTKG-XZU602W XZU602 0001161 〜 0001202 共通の一連番号

日野TKG-XZU602F

トヨタ2PG-XZU602W

日野2PG-XZU602F

トヨタSKG-XZU605 XZU605 0024129 〜 0028365 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU605

日野SKG-XZU605M

日野TKG-XZU605M

トヨタTPG-XZU605

日野TPG-XZU605M

トヨタ2PG-XZU605

日野2PG-XZU605M

トヨタ2RG-XZU605

日野2RG-XZU605M

トヨタ2PG-XZU605A

日野2PG-XZU605X

トヨタ2RG-XZU605A

日野2RG-XZU605X

トヨタSKG-XZU610D XZU610 0003821 〜 0003940 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU610D

日野SKG-XZU610T

日野TKG-XZU610T

トヨタTPG-XZU610D

日野TPG-XZU610T

トヨタSKG-XZU620D XZU620 0017018 〜 0018233 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU620D

日野SKG-XZU620T

日野TKG-XZU620T

トヨタTPG-XZU620D

日野TPG-XZU620T

トヨタSKG-XZU630D XZU630 0004140 〜 0004557 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU630D

日野SKG-XZU630T

日野TKG-XZU630T

トヨタ2PG-XZU630D

日野2PG-XZU630T

トヨタ2RG-XZU630D

日野2RG-XZU630T
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU640 XZU640 0006368 〜 0006752 共通の一連番号

トヨタSKG-XZU640W

トヨタTKG-XZU640

トヨタTKG-XZU640W

日野SKG-XZU640M

日野SKG-XZU640F

日野TKG-XZU640M

日野TKG-XZU640F

トヨタTPG-XZU640

トヨタ2KG-XZU640W

日野TPG-XZU640M

日野2KG-XZU640F

トヨタ2PG-XZU640

日野2PG-XZU640M

トヨタ2RG-XZU640

日野2RG-XZU640M

トヨタTPG-XZU642W XZU642 0001329 〜 0001449 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU642W

日野TPG-XZU642F

日野TKG-XZU642F

トヨタ2PG-XZU642W

日野2PG-XZU642F

トヨタ2PG-XZU642G

日野2PG-XZU642J

トヨタSKG-XZU645 XZU645 0004970 〜 0005820 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU645

日野SKG-XZU645M

日野TKG-XZU645M

トヨタTPG-XZU645

日野TPG-XZU645M

トヨタ2PG-XZU645

日野2PG-XZU645M

トヨタ2RG-XZU645

日野2RG-XZU645M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU650 XZU650 0010992 〜 0011801 共通の一連番号

トヨタSKG-XZU650W

トヨタTKG-XZU650

トヨタTKG-XZU650W

日野SKG-XZU650M

日野SKG-XZU650F

日野TKG-XZU650M

日野TKG-XZU650F

トヨタTPG-XZU650

トヨタ2KG-XZU650W

日野TPG-XZU650M

日野2KG-XZU650F

トヨタ2PG-XZU650

日野2PG-XZU650M

トヨタ2RG-XZU650

日野2RG-XZU650M

トヨタTKG-XZU652 XZU652 0001450 〜 0001697 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU652W

日野TKG-XZU652M

日野TKG-XZU652F

トヨタ2PG-XZU652W

日野2PG-XZU652F

トヨタSKG-XZU655 XZU655 0010813 〜 0012644 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU655

日野SKG-XZU655M

日野TKG-XZU655M

トヨタTPG-XZU655

日野TPG-XZU655M

トヨタ2PG-XZU655

日野2PG-XZU655M

トヨタ2RG-XZU655

日野2RG-XZU655M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU675 XZU675 0010738 〜 0012060 共通の一連番号

トヨタSKG-XZU675D

トヨタTKG-XZU675

トヨタTKG-XZU675D

日野SKG-XZU675M

日野SKG-XZU675T

日野TKG-XZU675M

日野TKG-XZU675T

トヨタ2KG-XZU675

日野2KG-XZU675M

トヨタ2KG-XZU675D

日野2KG-XZU675T

トヨタSKG-XZU685 XZU685 0008587 〜 0009514 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU685

日野SKG-XZU685M

日野TKG-XZU685M

トヨタ2KG-XZU685

日野2KG-XZU685M

トヨタSKG-XZU695 XZU695 0004601 〜 0005071 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU695

日野SKG-XZU695M

日野TKG-XZU695M

トヨタ2KG-XZU695

日野2KG-XZU695M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSDG-XZU700A XZU700 0009620 〜 0010737 共通の一連番号

トヨタSKG-XZU700

トヨタSDG-XZU700

トヨタTKG-XZU700

トヨタTKG-XZU700A

日野SDG-XZU700X

日野SKG-XZU700M

日野SDG-XZU700M

日野TKG-XZU700M

日野TKG-XZU700X

トヨタTPG-XZU700

トヨタ2KG-XZU700

トヨタ2KG-XZU700A

日野TPG-XZU700M

日野2KG-XZU700M

日野2KG-XZU700X

トヨタ2PG-XZU700

日野2PG-XZU700M

トヨタ2RG-XZU700

日野2RG-XZU700M

トヨタTKG-XZU702 XZU702 0001312 〜 0001487 共通の一連番号

トヨタTPG-XZU702

日野TKG-XZU702M

日野TPG-XZU702M

トヨタ2PG-XZU702

日野2PG-XZU702M

トヨタ2RG-XZU702

日野2RG-XZU702M

トヨタ2PG-XZU702A

日野2PG-XZU702X
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU710 XZU710 0027285 〜 0029876 共通の一連番号

トヨタSDG-XZU710

トヨタTKG-XZU710

トヨタTDG-XZU710

日野SKG-XZU710M

日野SDG-XZU710M

日野TKG-XZU710M

日野TDG-XZU710M

トヨタTPG-XZU710

トヨタ2KG-XZU710

日野TPG-XZU710M

日野2KG-XZU710M

トヨタ2PG-XZU710

日野2PG-XZU710M

トヨタ2RG-XZU710

日野2RG-XZU710M

トヨタTDG-XZU712 XZU712 0005184 〜 0007865 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU712

トヨタTPG-XZU712

日野TDG-XZU712M

日野TKG-XZU712M

日野TPG-XZU712M

トヨタ2PG-XZU712

日野2PG-XZU712M

トヨタ2RG-XZU712

日野2RG-XZU712M

トヨタ2KG-XZU712

日野2KG-XZU712M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU720 XZU720 0016593 〜 0017827 共通の一連番号

トヨタSDG-XZU720

トヨタTKG-XZU720

トヨタTDG-XZU720

日野SKG-XZU720M

日野SDG-XZU720M

日野TKG-XZU720M

日野TDG-XZU720M

トヨタTPG-XZU720

トヨタ2KG-XZU720

日野TPG-XZU720M

日野2KG-XZU720M

トヨタ2PG-XZU720

日野2PG-XZU720M

トヨタ2RG-XZU720

日野2RG-XZU720M

トヨタTDG-XZU722 XZU722 0004149 〜 0005932 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU722

トヨタTPG-XZU722

日野TDG-XZU722M

日野TKG-XZU722M

日野TPG-XZU722M

トヨタ2KG-XZU722

日野2KG-XZU722M

トヨタ2PG-XZU722

日野2PG-XZU722M

トヨタ2RG-XZU722

日野2RG-XZU722M

トヨタSDG-XZU730 XZU730 0002714 〜 0002874 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU730

トヨタTDG-XZU730

日野SDG-XZU730M

日野TKG-XZU730M

日野TDG-XZU730M

トヨタ2KG-XZU730

日野2KG-XZU730M

トヨタTDG-XZU732 XZU732 0001217 〜 0001305 共通の一連番号

日野TDG-XZU732M

トヨタ2KG-XZU732

日野2KG-XZU732M
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日野・２０１９

車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

トヨタSKG-XZU775 XZU775 0003173 〜 0003510 共通の一連番号

トヨタTKG-XZU775

日野SKG-XZU775M

日野TKG-XZU775M

トヨタ2KG-XZU775

日野2KG-XZU775M

日野2DG-FC2ABA FC2AB 110450 〜 117977 共通の一連番号

日野2KG-FC2ABA

日野2KG-FC2ABG

日野2PG-FC2ABA

日野2PG-FC2ABG

日野2DG-GC2ABA GC2AB 100924 〜 101649 共通の一連番号

日野2DG-GC2ABG

日野2KG-GC2ABA

日野2KG-GC2ABG

日野2PG-GC2ABA

日野2PG-GC2ABG

日野2DG-FJ2ABA FJ2AB 100808 〜 101381 共通の一連番号

日野2KG-FJ2ABA

日野2KG-FJ2ABG

日野2PG-FJ2ABA

日野2PG-FJ2ABG

日野2DG-FD2ABA FD2AB 110440 〜 116498 共通の一連番号

日野2KG-FD2ABA

日野2KG-FD2ABG

日野2KG-FD2ABJ

日野2PG-FD2ABA

日野2PG-FD2ABG

日野2PG-FD2ABJ

日野2DG-GD2ABA GD2AB 100924 〜 101579 共通の一連番号

日野2KG-GD2ABA

日野2KG-GD2ABG

日野2PG-GD2ABA

日野2PG-GD2ABG

日野2DG-FE2ABA FE2AB 102691 〜 104822 共通の一連番号

日野2KG-FE2ABA

日野2KG-FE2ABG

日野2PG-FE2ABA

日野2PG-FE2ABG
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日野・２０１９

車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

日野2DG-FG2ABA FG2AB 100093 〜 100158 共通の一連番号

日野2KG-FG2ABA

日野2PG-FG2ABA

日野2DG-GK2ABA GK2AB 100445 〜 100833 共通の一連番号

日野2KG-GK2ABA

日野2KG-FX2ABA FX2AB 100129 〜 100220

日野2KG-GX2ABA GX2AB 100499 〜 100819 共通の一連番号

日野2PG-GX2ABA

日野2PG-FS1AGA FS1AG 102247 〜 103537

日野2KG-FS1AHA FS1AH 100548 〜 100853 共通の一連番号

日野2PG-FS1AHA

日野2RG-FS1AHA

日野2PG-FS1AHG

日野2RG-FS1AHG

日野2PG-FS1AHJ

日野2RG-FS1AHJ

日野2KG-FS1AJA FS1AJ 100603 〜 101025 共通の一連番号

日野2PG-FS1AJA

日野2KG-FS1EGA FS1EG 100604 〜 100967

日野2DG-FS1EHA FS1EH 100467 〜 100773 共通の一連番号

日野2KG-FS1EHA

日野2PG-FS1EHA

日野2DG-FS1EHG

日野2KG-FS1EHG

日野2PG-FS1EHG

日野2KG-FS1EHJ

日野2PG-FS1EHJ

日野2DG-FS1EJA FS1EJ 100352 〜 100603 共通の一連番号

日野2KG-FS1EJA

日野2PG-FS1EJA

日野2PG-FQ1AJG FQ1AJ 100513 〜 101061 共通の一連番号

日野2PG-FQ1AJJ

日野2PG-FR1AGA FR1AG 100087 〜 100151
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日野・２０１９

車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

日野2PG-FR1AHA FR1AH 103800 〜 105790 共通の一連番号

日野2RG-FR1AHA

日野2PG-FR1AHG

日野2RG-FR1AHG

日野2PG-FR1AHJ

日野2RG-FR1AHJ

日野2SG-FR1AHH

日野2SG-FR1AHS

日野2DG-FR1AJA FR1AJ 100556 〜 100901 共通の一連番号

日野2KG-FR1AJA

日野2PG-FR1AJA

日野2PG-FR1AJG

日野2RG-FR1AJG

日野2KG-FR1EHA FR1EH 100861 〜 101349 共通の一連番号

日野2PG-FR1EHA

日野2KG-FR1EHG

日野2PG-FR1EHG

日野2KG-FR1EHJ

日野2PG-FR1EHJ

日野2KG-FN1AGA FN1AG 100748 〜 101319 共通の一連番号

日野2PG-FN1AGA

日野2PG-FN1AGG

日野2KG-FN1AJA FN1AJ 100805 〜 101372 共通の一連番号

日野2PG-FN1AJA

日野2KG-FN1AJG

日野2PG-FN1AJG
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日野・２０１９

車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

日野2PG-FW1AHG FW1AH 108494 〜 113552 共通の一連番号

日野2RG-FW1AHG

日野2PG-FW1AHJ

日野2RG-FW1AHJ

日野2SG-FW1AHH

日野2SG-FW1AHS

日野2PG-FW1AJG FW1AJ 100200 〜 100261 共通の一連番号

日野2RG-FW1AJG

日野2PG-FW1AJJ

日野2RG-FW1AJJ

日野2DG-FW1EHG FW1EH 101382 〜 102172 共通の一連番号

日野2KG-FW1EHG

日野2PG-FW1EHG

日野2KG-FW1EHJ

日野2PG-FW1EHJ

日野2PG-FH1AGA FH1AG 100225 〜 100369 共通の一連番号

日野2PG-FH1AGG

日野2PG-SH1ADGG SH1ADG 100015 〜 100015

日野2PG-SH1AGGG SH1AGG 100124 〜 100359

日野2PG-SH1ALGG SH1ALG 100016 〜 100017

日野2PG-SH1EDGG SH1EDG 100914 〜 103238 共通の一連番号

日野2PG-SH1EDGJ

日野2PG-SH1EEGG SH1EEG 100276 〜 100767

日野2PG-SH1EGGG SH1EGG 100052 〜 100190 共通の一連番号

日野2PG-SH1EGGJ

日野2PG-SS1EKGA SS1EKG 100028 〜 100084 共通の一連番号

日野2PG-SS1EKGG

日野2DG-SS1EKHA SS1EKH 100156 〜 100634

日野2DG-PR1APJF PR1APJ 10068 〜 10087

日野2DG-RR2AJDA RR2AJD 40405 〜 40678 共通の一連番号

いすゞ2DG-RR2AJDJ 60171 〜 60345

日野2RG-RU1ESDA RU1ESD 40523 〜 40777 共通の一連番号

いすゞ2RG-RU1ESDJ 60250 〜 60410

日野2TG-RU1ASDA RU1ASD 40784 〜 41330 共通の一連番号

いすゞ2TG-RU1ASDJ 60426 〜 60691
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日野・２０１９

車名・型式（※） 車台型式 備考始番号〜終番号

日野2DG-RU2AHDA RU2AHD 40246 〜 40400 共通の一連番号

日野2KG-RU2AHDA 60125 〜 60208

いすゞ2DG-RU2AHDJ

いすゞ2KG-RU2AHDJ

日野2DG-HX9JHCE HX9JHC 40041 〜 40081

日野2DG-HX9JLCE HX9JLC 40234 〜 40487

日野2SG-HL2ANBP HL2ANB 40084 〜 40150 共通の一連番号

いすゞ2SG-HL2ANBD 60018 〜 60021

日野2SG-HL2ASBP HL2ASB 40052 〜 40066 共通の一連番号

いすゞ2SG-HL2ASBD 60016 〜 60023

※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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