
いすゞ・２０１６

修正履歴

① 年／ 月／ 日

② 年／ 月／ 日

いすゞ自動車株式会社

２０１６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 7018620～7020839 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 7010645～7011921 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 7005105～7005997 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 7023052～7027969 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 7001165～7001335 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 7002874～7003286 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 7000252～7000285 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 7052910～7059852 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 7052856～7061323 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 7007845～7009214 共通の一連番号
いすゞBDG-NKS85AD 7031426～7035280
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BDG-NMR85AR
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 次頁へ続く

一般社団法人 日本自動車工業会 6 / 23



いすゞ・２０１６

いすゞTRG-NMR85R 前頁より続く
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
いすゞBDG-NMS85AR NMS85 7002361～7002814 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
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いすゞBDG-NPR85AR NPR85 7058759～7066974 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
いすゞBDG-NPS85AR NPS85 7003515～7004074 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 7000149～7000153 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 7001705～7001721 共通の一連番号
いすゞSFG-NKR82XAN
いすゞSFG-NKR82ZAN
いすゞTFG-NKR82ZAN
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いすゞNFG-NLR82AN NLR82 7000488～7000657 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 7001608～7001792 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 7003538～7003772 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 7006153～7007324 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 7011235～7015025 共通の一連番号
いすゞTPG-NPR85YN
いすゞTKG-NPR85YN
マツダBKG-LHR85A LHR85 7006197～7006980 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
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マツダBKG-LHS85A LHS85 7001528～7001715 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
マツダBKG-LJS85A LJS85 7000245～7000272 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 7000905～7000988 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 7000056～7000067 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 7000577～7000622 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 7000015～7000017 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 7004496～7004855 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 7003019～7003281 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 7000274～7000311 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 7001066～7001149 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
マツダBDG-LMS85AR LMS85 7000021～7000024 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

一般社団法人 日本自動車工業会 15 / 23



いすゞ・２０１６

マツダBDG-LPR85AR LPR85 7002428～7002627 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 7000114～7000124 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NFG-LJR82AN LJR82 7000003～7000003 共通の一連番号
マツダSFG-LJR82AN
マツダSFG-LJR82ZAN
マツダTFG-LJR82ZAN
マツダTFG-LJR82AN
マツダPDG-LKR85YN LKR85Y 7000020～7000021 共通の一連番号
マツダSKG-LKR85YN
マツダTPG-LKR85YN
マツダTKG-LKR85YN
マツダSKG-LPR85YN LPR85Y 7000270～7000327 共通の一連番号
マツダTPG-LPR85YN
マツダTKG-LPR85YN
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いすゞPKG-FRR90S1 FRR90 7091661～7107239 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 7005728～7006922 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 7000757～7000837 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 7000484～7000570 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
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いすゞPDG-FTR34S2 FTR34 7005903～7006354 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 7000207～7000219 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 7000744～7000803 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 7001915～7002143 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
いすゞLKG-FTR90S2 FTR90 7005291～7006510 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 7000191～7000195 共通の一連番号
いすゞQKG-CVR77A
いすゞLKG-CXE77A CXE77A 7000430～7000431 共通の一連番号
いすゞQKG-CXE77A
いすゞLKG-CXM77AT CXM77AT 7000214～7000217 共通の一連番号
いすゞQKG-CXM77AT
いすゞLKG-CXZ77AT CXZ77AT 7011804～7011974 共通の一連番号
いすゞQKG-CXZ77AT
いすゞLKG-CYE77AM CYE77AM 7000287～7000310 共通の一連番号
いすゞQKG-CYE77AM
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いすゞLKG-CYG77AM CYG77AM 7000746～7000771 共通の一連番号
いすゞQKG-CYG77AM
いすゞLKG-CYL77A CYL77A 7007707～7007717 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-CYY77AY CYY77AY 7001265～7001369 共通の一連番号
いすゞQKG-CYY77AY
いすゞLKG-EXD52AD EXD52AD 7002952～7003519 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD52AD
いすゞLKG-EXD52AE EXD52AE 7000666～7000762 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD52AE
いすゞLKG-EXD52AG EXD52AG 7000308～7000319 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD52AG
いすゞLKG-EXD77AD EXD77AD 7000318～7000327 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD77AD
いすゞLKG-EXD77AG EXD77AG 7000331～7000340 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD77AG
いすゞLKG-EXR52AD EXR52AD 7000035～7000035 共通の一連番号
いすゞQKG-EXR52AD
いすゞLKG-EXR52AG EXR52AG 7000054～7000055 共通の一連番号
いすゞQKG-EXR52AG
いすゞLKG-EXY52AJ EXY52AJ 7000678～7000687 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 7001087～7001146 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-CYM52AM CYM52AM 7000030～7000036 共通の一連番号
いすゞQDG-CYM52AM
いすゞLDG-CYZ77AV CYZ77AV 7000069～7000070 共通の一連番号
いすゞQDG-CYZ77AV
いすゞQDG-CYZ52AV CYZ52AV 7000048～7000049
いすゞQDG-CYZ52AMQ CYZ52AMQ 7000091～7000098
いすゞQPG-CXG77B CXG77B 7000003～7000018 共通の一連番号
いすゞQKG-CXG77B
いすゞQPG-CXY77BJ CXY77BJ 7000009～7000032 共通の一連番号
いすゞQKG-CXY77BJ
いすゞQPG-CXZ77BT CXZ77BT 7000480～7002254 共通の一連番号
いすゞQKG-CXZ77BT
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いすゞQPG-CYE77BZ CYE77BZ 7000005～7000041 共通の一連番号
いすゞQKG-CYE77BZ
いすゞQPG-CYH77B CYH77B 7000013～7000177 共通の一連番号
いすゞQKG-CYH77B
いすゞQPG-CYJ77B CYJ77B 7000393～7006052 共通の一連番号
いすゞQKG-CYJ77B
いすゞQPG-CYJ77BA
いすゞQKG-CYJ77BA
いすゞQPG-CYL77B CYL77B 7000339～7002519 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 7000009～7000120 共通の一連番号
いすゞQKG-CYL77BM
いすゞQPG-CYL77BZ CYL77BZ 7000005～7000065 共通の一連番号
いすゞQKG-CYL77BZ
いすゞQFG-CYL78B CYL78B 7000008～7000013
いすゞQPG-CYM77B CYM77B 7000017～7000122 共通の一連番号
いすゞQKG-CYM77B
いすゞQPG-CYM77BM CYM77BM 7000016～7000138 共通の一連番号
いすゞQKG-CYM77BM
いすゞQPG-CYY77B CYY77B 7000035～7000211 共通の一連番号
いすゞQKG-CYY77B
いすゞQPG-CYY77BJ CYY77BJ 7000006～7000031 共通の一連番号
いすゞQKG-CYY77BJ
いすゞQPG-CYY77BY CYY77BY 7000010～7000096 共通の一連番号
いすゞQKG-CYY77BY
いすゞQPG-CYZ77B CYZ77B 7000046～7000286 共通の一連番号
いすゞQKG-CYZ77B
いすゞQPG-CYZ77BJ CYZ77BJ 7000009～7000057 共通の一連番号
いすゞQKG-CYZ77BJ
いすゞQPG-CYZ77BM CYZ77BM 7000053～7000399 共通の一連番号
いすゞQKG-CYZ77BM
いすゞQKG-CVR60B CVR60B 7000001～7000017
いすゞQPG-CXE77B CXE77B 7000002～7000037 共通の一連番号
いすゞQKG-CXE77B
いすゞQKG-CXM60BT CXM60BT 7000001～7000015
いすゞQPG-CXM77B CXM77B 7000001～7000003 共通の一連番号
いすゞQKG-CXM77B
いすゞQKG-CYE60BM CYE60BM 7000002～7000083
いすゞQKG-CYG60BM CYG60BM 7000003～7000117
いすゞQPG-CYJ77BL CYJ77BL 7000001～7000007 共通の一連番号
いすゞQKG-CYJ77BL
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いすゞQPG-CYJ77BZ CYJ77BZ 7000001～7000014 共通の一連番号
いすゞQKG-CYJ77BZ
いすゞQFG-CYJ78B CYJ78B 7000001～7000005
いすゞQKG-CYL60B CYL60B 7000011～7000026 共通の一連番号
いすゞQKG-CYL60BA
いすゞQPG-CYM77BZ CYM77BZ 7000001～7000002 共通の一連番号
いすゞQKG-CYM77BZ
いすゞQKG-CYY60BY CYY60BY 7000004～7000120
いすゞQDG-CYZ52BMQ CYZ52BMQ 7000004～7000039
いすゞQDG-CYZ52BV CYZ52BV 7000005～7000036
いすゞQDG-CYZ77BMQ CYZ77BMQ 7000002～7000007
いすゞQDG-CYZ77BV CYZ77BV 7000002～7000005
いすゞQKG-EXD52BD EXD52BD 7000007～7000986
いすゞQKG-EXD52BE EXD52BE 7000004～7000259
いすゞQKG-EXD52BG EXD52BG 7000001～7000017
いすゞQPG-EXD77BD EXD77BD 7000012～7000043 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD77BD
いすゞQPG-EXD77BG EXD77BG 7000001～7000065 共通の一連番号
いすゞQKG-EXD77BG
いすゞQPG-EXR77BD EXR77BD 7000001～7000002 共通の一連番号
いすゞQKG-EXR77BD
いすゞQPG-EXR77BG EXR77BG 7000001～7000004 共通の一連番号
いすゞQKG-EXR77BG
いすゞQKG-EXY52BJ EXY52BJ 7000003～7000060 共通の一連番号
いすゞQDG-EXY52BJ
いすゞQPG-EXY77BJ EXY77BJ 7000006～7000007 共通の一連番号
いすゞQKG-EXY77BJ
いすゞQKG-EXZ52BJ EXZ52BJ 7000009～7000218 共通の一連番号
いすゞQDG-EXZ52BJ
いすゞ2PG-CYL77C CYL77C 7000001～7000010 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 7000001～7000003 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXZ77CT
いすゞ2PG-CYZ77CM CYZ77CM 7000001～7000001 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77CM
いすゞ2PG-CYZ77C CYZ77C 7000001～7000002 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77C
いすゞ2PG-CYY77CY CYY77CY 7000001～7000001 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77CY
いすゞ2PG-CVR77C CVR77C 7000001～7000001 共通の一連番号
いすゞ2KG-CVR77C
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いすゞ2PG-CYE77CZ CYE77CZ 7000001～7000002 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYE77CZ
いすゞ2PG-CYJ77C CYJ77C 7000001～7000014 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-CYL60C CYL60C 7000001～7000001
いすゞ2KG-CXZ60CT CXZ60CT 7000001～7000001
いすゞ2KG-CYY60CY CYY60CY 7000001～7000005
いすゞ2KG-CVR60C CVR60C 7000001～7000001
いすゞ2KG-CYG60CM CYG60CM 7000001～7000001
いすゞ2KG-CXE60C CXE60C 7000001～7000002
いすゞSDG-LR290J1 LR290J1 7001376～7001543 共通の一連番号
いすゞSKG-LR290J1
いすゞSKG-LR290J2 LR290J2 7000007～7000148
いすゞ2KG-LR290J3 LR290J3 7000001～7000002
いすゞLDG-LV234L3 LV234L3 7001283～7001305 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 7001198～7001237 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 7000331～7000367 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 7000152～7000764 共通の一連番号
いすゞQKG-LV290N1
いすゞQPG-LV290N1
いすゞQRG-LV290N1
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いすゞ2DG-LV290N2 LV290N2 7000001～7000001 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QDG-LV290Q1 LV290Q1 7000038～7000218 共通の一連番号
いすゞQKG-LV290Q1
いすゞQPG-LV290Q1
いすゞQRG-LV290Q1
いすゞ2DG-LV290Q2 LV290Q2 7000001～7000003 共通の一連番号
いすゞ2KG-LV290Q2
いすゞ2PG-LV290Q2
いすゞ2TG-LV290Q2
日野SDG-KR290J1 KR290J1 7000836～7000907 共通の一連番号
日野SKG-KR290J1
日野SKG-KR290J2 KR290J2 7000001～7000112
日野LDG-KV234L3 KV234L3 7000603～7000613 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
日野LDG-KV234N3 KV234N3 7000879～7000908 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 7000352～7000416 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 7000066～7000269 共通の一連番号
日野QKG-KV290N1
日野QPG-KV290N1
日野QRG-KV290N1
日野QDG-KV290Q1 KV290Q1 7000051～7000258 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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