
日野・２０２０

修正履歴

① 年／ 月／ 日

② 年／ 月／ 日

日野自動車株式会社

２０２０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 0003346 ～ 0003538 共通の一連番号
トヨタNBG-BZU600A
日野NBG-BZU600M
日野NBG-BZU600X
トヨタ2SG-XKC605 XKC605 0002013 ～ 0002062 共通の一連番号
日野2SG-XKC605M
トヨタ2SG-XKU605 XKU605 0001510 ～ 0001560 共通の一連番号
日野2SG-XKU605M
トヨタ2SG-XKU605A
日野2SG-XKU605X
トヨタ2SG-XKU655 XKU655 0001298 ～ 0001375 共通の一連番号
日野2SG-XKU655M
トヨタ2SG-XKU702 XKU702 0001043 ～ 0001063 共通の一連番号
日野2SG-XKU702M
トヨタ2SG-XKU710 XKU710 0003041 ～ 0003095 共通の一連番号
日野2SG-XKU710M
トヨタ2SG-XKU712 XKU712 0001392 ～ 0001578 共通の一連番号
日野2SG-XKU712M
トヨタ2SG-XKU722 XKU722 0001068 ～ 0001078 共通の一連番号
日野2SG-XKU722M
トヨタ2PG-XZC600D XZC600 0013983 ～ 0014430 共通の一連番号
日野2PG-XZC600T
トヨタ2RG-XZC600D
日野2RG-XZC600T
トヨタ2PG-XZC605 XZC605 0026626 ～ 0029956 共通の一連番号
日野2PG-XZC605M
トヨタ2RG-XZC605
日野2RG-XZC605M

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2PG-XZC630D XZC630 0002177 ～ 0002203 共通の一連番号
日野2PG-XZC630T
トヨタ2RG-XZC630D
日野2RG-XZC630T
トヨタ2PG-XZC645 XZC645 0005094 ～ 0005348 共通の一連番号
日野2PG-XZC645M
トヨタ2RG-XZC645
日野2RG-XZC645M
トヨタ2PG-XZC655 XZC655 0006017 ～ 0006530 共通の一連番号
日野2PG-XZC655M
トヨタ2RG-XZC655
日野2RG-XZC655M
トヨタ2KG-XZC675 XZC675 0004689 ～ 0004999 共通の一連番号
日野2KG-XZC675M
トヨタ2KG-XZC675D
日野2KG-XZC675T
トヨタ2PG-XZC710 XZC710 0004766 ～ 0005273 共通の一連番号
日野2PG-XZC710M
トヨタ2RG-XZC710
日野2RG-XZC710M
トヨタ2KG-XZU600W XZU600 0027315 ～ 0032473 共通の一連番号
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
トヨタ2PG-XZU602W XZU602 0001203 ～ 0001228 共通の一連番号
日野2PG-XZU602F
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
トヨタ2PG-XZU605 XZU605 0028366 ～ 0032271 共通の一連番号
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2PG-XZU630D XZU630 0004558 ～ 0004842 共通の一連番号
日野2PG-XZU630T
トヨタ2RG-XZU630D
日野2RG-XZU630T
トヨタ2KG-XZU640W XZU640 0006753 ～ 0007107 共通の一連番号
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2PG-XZU642W XZU642 0001450 ～ 0001542 共通の一連番号
日野2PG-XZU642F
トヨタ2PG-XZU642G
日野2PG-XZU642J
トヨタ2PG-XZU645 XZU645 0005821 ～ 0006532 共通の一連番号
日野2PG-XZU645M
トヨタ2RG-XZU645
日野2RG-XZU645M
トヨタ2KG-XZU650W XZU650 0011802 ～ 0012524 共通の一連番号
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2PG-XZU652W XZU652 0001698 ～ 0001893 共通の一連番号
日野2PG-XZU652F
トヨタ2PG-XZU655 XZU655 0012645 ～ 0013917 共通の一連番号
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2KG-XZU675 XZU675 0012061 ～ 0013323 共通の一連番号
日野2KG-XZU675M
トヨタ2KG-XZU675D
日野2KG-XZU675T
トヨタ2KG-XZU685 XZU685 0009515 ～ 0010447 共通の一連番号
日野2KG-XZU685M
トヨタ2KG-XZU695 XZU695 0005072 ～ 0005416 共通の一連番号
日野2KG-XZU695M
トヨタ2KG-XZU700 XZU700 0010738 ～ 0011765 共通の一連番号
トヨタ2KG-XZU700A
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2PG-XZU702 XZU702 0001488 ～ 0001643 共通の一連番号
日野2PG-XZU702M
トヨタ2RG-XZU702
日野2RG-XZU702M
トヨタ2PG-XZU702A
日野2PG-XZU702X
トヨタ2KG-XZU710 XZU710 0029877 ～ 0032054 共通の一連番号
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2PG-XZU712 XZU712 0007866 ～ 0009713 共通の一連番号
日野2PG-XZU712M
トヨタ2RG-XZU712
日野2RG-XZU712M
トヨタ2KG-XZU712
日野2KG-XZU712M
トヨタ2KG-XZU720 XZU720 0017828 ～ 0019029 共通の一連番号
日野2KG-XZU720M
トヨタ2PG-XZU720
日野2PG-XZU720M
トヨタ2RG-XZU720
日野2RG-XZU720M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
トヨタ2KG-XZU722 XZU722 0005933 ～ 0007493 共通の一連番号
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2KG-XZU730 XZU730 0002875 ～ 0003062 共通の一連番号
日野2KG-XZU730M
トヨタ2KG-XZU732 XZU732 0001306 ～ 0001397 共通の一連番号
日野2KG-XZU732M
トヨタ2KG-XZU775 XZU775 0003511 ～ 0003801 共通の一連番号
日野2KG-XZU775M
日野2DG-FC2ABA FC2AB 117978 ～ 125123 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 101650 ～ 102322 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 101382 ～ 102014 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 116499 ～ 122274 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 101580 ～ 102322 共通の一連番号
日野2KG-GD2ABA
日野2KG-GD2ABG
日野2PG-GD2ABA
日野2PG-GD2ABG
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
日野2DG-FE2ABA FE2AB 104823 ～ 106668 共通の一連番号
日野2KG-FE2ABA
日野2KG-FE2ABG
日野2PG-FE2ABA
日野2PG-FE2ABG
日野2DG-FG2ABA FG2AB 100159 ～ 100207 共通の一連番号
日野2KG-FG2ABA
日野2PG-FG2ABA
日野2DG-GK2ABA GK2AB 100834 ～ 101208 共通の一連番号
日野2KG-GK2ABA
日野2KG-FX2ABA FX2AB 100221 ～ 100322
日野2KG-GX2ABA GX2AB 100820 ～ 101180 共通の一連番号
日野2PG-GX2ABA
日野2PG-FS1AGA FS1AG 103538 ～ 104913
日野2KG-FS1AHA FS1AH 100854 ～ 101171 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 101026 ～ 101433 共通の一連番号
日野2PG-FS1AJA
日野2KG-FS1EGA FS1EG 100968 ～ 101460
日野2DG-FS1EHA FS1EH 100774 ～ 101057 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 100604 ～ 100819 共通の一連番号
日野2KG-FS1EJA
日野2PG-FS1EJA
日野2PG-FQ1AJG FQ1AJ 101062 ～ 101632 共通の一連番号
日野2PG-FQ1AJJ
日野2PG-FR1AGA FR1AG 100152 ～ 100195
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
日野2PG-FR1AHA FR1AH 105791 ～ 107670 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 100902 ～ 101230 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 101350 ～ 101735 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 101320 ～ 101806 共通の一連番号
日野2PG-FN1AGA
日野2PG-FN1AGG
日野2KG-FN1AJA FN1AJ 101373 ～ 101875 共通の一連番号
日野2PG-FN1AJA
日野2KG-FN1AJG
日野2PG-FN1AJG
日野2PG-FW1AHG FW1AH 113553 ～ 118010 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 100262 ～ 100320 共通の一連番号
日野2RG-FW1AJG
日野2PG-FW1AJJ
日野2RG-FW1AJJ
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
日野2DG-FW1EHG FW1EH 102173 ～ 102906 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 100370 ～ 100520 共通の一連番号
日野2PG-FH1AGG
日野2PG-SH1AGGG SH1AGG 100360 ～ 100536
日野2PG-SH1AHGG SH1AHG 100016 ～ 100016
日野2PG-SH1ALGG SH1ALG 100018 ～ 100022 
日野2PG-SH1EDGG SH1EDG 103239 ～ 105068 共通の一連番号
日野2PG-SH1EDGJ
日野2PG-SH1EEGG SH1EEG 100768 ～ 101262
日野2PG-SH1EGGG SH1EGG 100191 ～ 100313 共通の一連番号
日野2PG-SH1EGGJ
日野2PG-SS1EKGA SS1EKG 100085 ～ 100116 共通の一連番号
日野2PG-SS1EKGG
日野2DG-SS1EKHA SS1EKH 100635 ～ 101029
日野2DG-PR1APJF PR1APJ 10088 ～ 10113
日野2DG-RR2AJDA RR2AJD 40679 ～ 40885 共通の一連番号
いすゞ2DG-RR2AJDJ 60346 ～ 60474
日野2RG-RU1ESDA RU1ESD 40778 ～ 40887 共通の一連番号
いすゞ2RG-RU1ESDJ 60411 ～ 60494
日野2TG-RU1ASDA RU1ASD 41331 ～ 41520 共通の一連番号
いすゞ2TG-RU1ASDJ 60692 ～ 60790
日野2DG-RU2AHDA RU2AHD 40401 ～ 40466 共通の一連番号
日野2KG-RU2AHDA
いすゞ2DG-RU2AHDJ RU2AHD 60209 ～ 60242
いすゞ2KG-RU2AHDJ
日野2DG-HX9JHCE HX9JHC 40082 ～ 40130
日野2DG-HX9JLCE HX9JLC 40488 ～ 40633
日野2SG-HL2ANBP HL2ANB 40151 ～ 40209
日野2SG-HL2ASBP HL2ASB 40067 ～ 40074
※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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