
いすゞ・２０１９

修正履歴

① 年／ 月／ 日

② 年／ 月／ 日

いすゞ自動車株式会社

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

いすゞBKG-NHR85A NHR85 7025287 〜 7026388 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 7014394 〜 7015071 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

始番号〜終番号
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いすゞBKG-NJS85A NJS85 7007805 〜 7008391 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 7037392 〜 7040433 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 7001925 〜 7002041 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 7004123 〜 7004577 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 7000370 〜 7000389 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 7072704 〜 7078011 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 7079635 〜 7086794 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 7012227 〜 7013211 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 7043625 〜 7045637 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 7003910 〜 7004113 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 7086264 〜 7091350 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 7005590 〜 7005982 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 7000166 〜 7000173 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 7001732 〜 7001738 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-NMR82AN NMR82 7002096 〜 7002241 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 7003951 〜 7003964 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
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いすゞ2RG-NLR88AR NLR88 7000067 〜 7002598 共通の一連番号

いすゞ2RG-NLR88N

いすゞ2RG-NLR88AN

いすゞ2SG-NLR88AN

いすゞ2RG-NMR88R NMR88 7000055 〜 7002536 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

いすゞ2SG-NMR88N

いすゞ2SG-NMR88AN

いすゞ2RG-NPR88AR NPR88 7000142 〜 7005087 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2SG-NPR88AN

いすゞ2RG-NKR88YN NKR88Y 7000215 〜 7000595 共通の一連番号

いすゞ2PG-NKR88YN

いすゞ2RG-NPR88YN NPR88Y 7001858 〜 7004390 共通の一連番号

いすゞ2PG-NPR88YN

いすゞ2RG-NJR88A NJR88 7000025 〜 7002800 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

いすゞ2RG-NKR88A NKR88 7000006 〜 7004133 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

いすゞ2RG-NNR88AR NNR88 7000001 〜 7000175 共通の一連番号

いすゞ2RG-NNR88N

いすゞ2RG-NNR88AN
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いすゞ2RG-NJS88A NJS88 7000004 〜 7000409 共通の一連番号

いすゞ2RG-NJS88AN

いすゞ2RG-NKS88A NKS88 7000004 〜 7000505 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

いすゞ2RG-NLS88AR NLS88 7000004 〜 7000205 共通の一連番号

いすゞ2RG-NLS88AN

いすゞ2RG-NMS88AR NMS88 7000007 〜 7000376 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2RG-NPS88AR NPS88 7000009 〜 7000459 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2RG-NNS88AN NNS88 7000002 〜 7000015

いすゞ2RG-NHR88A NHR88 7000001 〜 7000770 共通の一連番号

いすゞ2RG-NHR88AN

いすゞ2RG-NHS88A NHS88 7000001 〜 7000334 共通の一連番号

いすゞ2RG-NHS88AN

マツダBKG-LHR85A LHR85 7008516 〜 7008837 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 7002003 〜 7002051 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 7000337 〜 7000346 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
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マツダBKG-LLR85AR LLR85 7001148 〜 7001190 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

マツダBKG-LNR85AR LNR85 7000690 〜 7000698 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BDG-LJR85A LJR85 7005533 〜 7005634 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 7003838 〜 7003959 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 7000367 〜 7000375 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 7001293 〜 7001318 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-LPR85AR LPR85 7003071 〜 7003136 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 7000164 〜 7000170 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2RG-LJR88A LJR88 7000001 〜 7000129 共通の一連番号

マツダ2RG-LJR88AD

マツダ2RG-LJR88N

マツダ2RG-LJR88AN

マツダ2RG-LKR88A LKR88 7000001 〜 7000116 共通の一連番号

マツダ2RG-LKR88AD

マツダ2RG-LKR88R

マツダ2PG-LKR88R

マツダ2RG-LKR88AR

マツダ2RG-LKR88N

マツダ2PG-LKR88N

マツダ2RG-LKR88AN
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マツダ2RG-LLR88AR LLR88 7000001 〜 7000044 共通の一連番号

マツダ2RG-LLR88N

マツダ2RG-LLR88AN

マツダ2RG-LMR88R LMR88 7000001 〜 7000025 共通の一連番号

マツダ2PG-LMR88R

マツダ2RG-LMR88AR

マツダ2RG-LMR88N

マツダ2PG-LMR88N

マツダ2RG-LMR88AN

マツダ2RG-LNR88AR LNR88 7000001 〜 7000005 共通の一連番号

マツダ2RG-LNR88N

マツダ2RG-LNR88AN

マツダ2RG-LPR88AR LPR88 7000001 〜 7000059 共通の一連番号

マツダ2PG-LPR88AR

マツダ2RG-LPR88N

マツダ2PG-LPR88N

マツダ2RG-LPR88AN

マツダ2PG-LPR88AN

マツダ2RG-LPR88YN LPR88Y 7000001 〜 7000014 共通の一連番号

マツダ2PG-LPR88YN

マツダ2RG-LJS88A LJS88 7000001 〜 7000019 共通の一連番号

マツダ2RG-LJS88AN

マツダ2RG-LKS88A LKS88 7000001 〜 7000012 共通の一連番号

マツダ2PG-LKS88A

マツダ2PG-LKS88AD

マツダ2RG-LKS88AN

マツダ2PG-LKS88AN

マツダ2RG-LMS88AR LMS88 7000001 〜 7000001 共通の一連番号

マツダ2PG-LMS88AR

マツダ2RG-LMS88AN

マツダ2PG-LMS88AN

マツダ2RG-LPS88AR LPS88 7000001 〜 7000005 共通の一連番号

マツダ2PG-LPS88AR

マツダ2RG-LPS88AN

マツダ2PG-LPS88AN

マツダ2RG-LNS88AN LNS88 7000001 〜 7000001

マツダ2RG-LHR88A LHR88 7000001 〜 7000305 共通の一連番号

マツダ2RG-LHR88AN

マツダ2RG-LHS88A LHS88 7000001 〜 7000055 共通の一連番号

マツダ2RG-LHS88AN
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ニッサン2RG-AHR88A AHR88 7000001 〜 7000131 共通の一連番号

ニッサン2RG-AHR88AN

ニッサン2RG-AHS88A AHS88 7000001 〜 7000057 共通の一連番号

ニッサン2RG-AHS88AN

いすゞPKG-FRR90S1 FRR90 7139217 〜 7152556 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 7009685 〜 7011088 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 7000988 〜 7001076 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 7000821 〜 7000939 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 7009671 〜 7011422 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2RG-FTS90S2 FTS90 7000036 〜 7000071 共通の一連番号

いすゞ2PG-FTS90S2

いすゞ2PG-FVR90U2 FVR90 7000079 〜 7000145

いすゞ2KG-FVZ90U2 FVZ90 7000020 〜 7000046

いすゞ2KG-FVZ60U2 FVZ60 7000147 〜 7000376
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UDトラックス2RG-BRR90S1 BRR90 7000979 〜 7001605 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 7000012 〜 7000017 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BRS90S2

UDトラックス2RG-BSR90S2 BSR90 7000068 〜 7000149 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 7000008 〜 7000009 共通の一連番号

UDトラックス2PG-BSS90S2

UDトラックス2RG-BTR90U2 BTR90 7000181 〜 7000345 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2KG-BVZ90U2 BVZ90 7000003 〜 7000003

UDトラックス2KG-BVZ60U2 BVZ60 7000009 〜 7000036

UDトラックス2PG-BVR90U2 BVR90 7000006 〜 7000013

いすゞQFG-CYJ78B CYJ78B 7000014 〜 7000014

いすゞ2PG-CXM77C CXM77C 7000005 〜 7000008 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXM77C

いすゞ2PG-CYM77CM CYM77CM 7000188 〜 7000323 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM77CM

いすゞ2PG-CYM77CZ CYM77CZ 7000003 〜 7000004 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM77CZ

いすゞ2PG-CYM77C CYM77C 7000153 〜 7000258 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYM77C

いすゞ2PG-CYL77CM CYL77CM 7000172 〜 7000285 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYL77CM

いすゞ2PG-CYL77CZ CYL77CZ 7000077 〜 7000174 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYL77CZ
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いすゞ2PG-CYL77C CYL77C 7002122 〜 7003727 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 7002149 〜 7003809 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXZ77CT

いすゞ2PG-CYZ77CM CYZ77CM 7000483 〜 7000872 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYZ77CM

いすゞ2PG-CYZ77C CYZ77C 7000312 〜 7000521 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYZ77C

いすゞ2PG-CYZ77CJ CYZ77CJ 7000092 〜 7000163 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYZ77CJ

いすゞ2PG-CYY77C CYY77C 7000201 〜 7000364 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYY77C

いすゞ2PG-CXY77CJ CXY77CJ 7000052 〜 7000081 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXY77CJ

いすゞ2PG-CYY77CJ CYY77CJ 7000057 〜 7000098 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYY77CJ

いすゞ2PG-CYY77CY CYY77CY 7000295 〜 7000401 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYY77CY

いすゞ2PG-CVR77C CVR77C 7000004 〜 7000008 共通の一連番号

いすゞ2KG-CVR77C

いすゞ2PG-CXG77C CXG77C 7000013 〜 7000052 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXG77C

いすゞ2PG-CXE77C CXE77C 7000044 〜 7000054 共通の一連番号

いすゞ2KG-CXE77C

いすゞ2PG-CYE77CZ CYE77CZ 7000014 〜 7000014 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYE77CZ

いすゞ2PG-CYH77C CYH77C 7000181 〜 7000294 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYH77C

いすゞ2PG-CYJ77CL CYJ77CL 7000009 〜 7000018 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYJ77CL

いすゞ2PG-CYJ77CZ CYJ77CZ 7000054 〜 7000073 共通の一連番号

いすゞ2KG-CYJ77CZ

いすゞ2PG-CYJ77C CYJ77C 7006365 〜 7011543 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 7000033 〜 7000064

いすゞ2KG-CYL60C CYL60C 7000031 〜 7000051

いすゞ2KG-CXZ60CT CXZ60CT 7000176 〜 7000348
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いすゞ2KG-CVR60C CVR60C 7000049 〜 7000075

いすゞ2KG-CXG60CT CXG60CT 7000002 〜 7000005

いすゞ2KG-CYG60CM CYG60CM 7000205 〜 7000377

いすゞ2KG-CYE60CM CYE60CM 7000124 〜 7000240

いすゞ2PG-EXR77CE EXR77CE 7000004 〜 7000006

いすゞ2PG-EXD77CG EXD77CG 7000027 〜 7000100

いすゞ2PG-EXD52CD EXD52CD 7000368 〜 7001482 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXD52CD

いすゞ2PG-EXD52CE EXD52CE 7000121 〜 7000383 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXD52CE

いすゞ2PG-EXD52CG EXD52CG 7000003 〜 7000035 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXD52CG

いすゞ2PG-EXZ52CK EXZ52CK 7000111 〜 7000399 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXZ52CK

いすゞ2DG-EXZ52CK

いすゞ2PG-EXY52CK EXY52CK 7000025 〜 7000099 共通の一連番号

いすゞ2KG-EXY52CK

いすゞ2DG-EXY52CK

いすゞ2DG-CYZ77CMQ CYZ77CMQ 7000003 〜 7000005

いすゞ2DG-CYZ77CV CYZ77CV 7000003 〜 7000009

いすゞ2DG-CYJ77CW CYJ77CW 7000013 〜 7000039

いすゞ2DG-CYZ52CMQ CYZ52CMQ 7000031 〜 7000093
いすゞ2DG-CYZ52CV CYZ52CV 7000021 〜 7000055

いすゞ2KG-CXG60C CXG60C 7000001 〜 7000002

いすゞ2PG-EXR77CG EXR77CG 7000001 〜 7000010

いすゞ2PG-EXD77CD EXD77CD 7000006 〜 7000036

いすゞ2PG-EXD77CL EXD77CL 7000001 〜 7000001

いすゞ2KG-LR290J3 LR290J3 7000487 〜 7000578

いすゞ2KG-LR290J4 LR290J4 7000002 〜 7000311

いすゞ2DG-LV290N2 LV290N2 7001034 〜 7001176 共通の一連番号

 〃 2KG-LV290N2

 〃 2PG-LV290N2

 〃 2TG-LV290N2

いすゞ2DG-LV290N3 LV290N3 7000002 〜 7000434 共通の一連番号

 〃 2KG-LV290N3

 〃 2PG-LV290N3

 〃 2TG-LV290N3

いすゞ2DG-LV290Q2 LV290Q2 7000285 〜 7000323 共通の一連番号

 〃 2KG-LV290Q2

 〃 2PG-LV290Q2

 〃 2TG-LV290Q2
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いすゞ2DG-LV290Q3 LV290Q3 7000002 〜 7000119 共通の一連番号

 〃 2KG-LV290Q3

 〃 2PG-LV290Q3

 〃 2TG-LV290Q3

日野2KG-KR290J3 KR290J3 7000313 〜 7000389

日野2KG-KR290J4 KR290J4 7000001 〜 7000126

日野2DG-KV290N2 KV290N2 7000214 〜 7000242 共通の一連番号

 〃2KG-KV290N2

 〃2PG-KV290N2

 〃2TG-KV290N2

日野2DG-KV290N3 KV290N3 7000001 〜 7000082 共通の一連番号

 〃2KG-KV290N3

 〃2PG-KV290N3

 〃2TG-KV290N3

日野2DG-KV290Q2 KV290Q2 7000216 〜 7000282 共通の一連番号

 〃2KG-KV290Q2

 〃2PG-KV290Q2

 〃2TG-KV290Q2

日野2DG-KV290Q3 KV290Q3 7000001 〜 7000068 共通の一連番号

 〃2KG-KV290Q3

 〃2PG-KV290Q3

 〃2TG-KV290Q3

日野KX525Z1 KX525Z1 7000001 〜 7000005

※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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