
いすゞ・２０２０

いすゞ自動車株式会社

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 始番号～終番号 備考
いすゞNFG-NJR82AN NJR82 7000174～7000177 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-NMR82AN NMR82 7002242～7002270 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 7003965～7003976 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 7002599～7006658 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 7002537～7006074 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
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
いすゞ2RG-NPR88AR NPR88 7005088～7012405 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 7000596～7001061 共通の一連番号
いすゞ2PG-NKR88YN
いすゞ2RG-NPR88YN NPR88Y 7004391～7007249 共通の一連番号
いすゞ2PG-NPR88YN
いすゞ2RG-NJR88A NJR88 7002801～7006607 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 7004134～7011298 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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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
いすゞ2RG-NNR88AR NNR88 7000176～7000448 共通の一連番号
いすゞ2RG-NNR88N
いすゞ2RG-NNR88AN
いすゞ2RG-NJS88A NJS88 7000410～7000911 共通の一連番号
いすゞ2RG-NJS88AN
いすゞ2RG-NKS88A NKS88 7000506～7001609 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 7000206～7000423 共通の一連番号
いすゞ2RG-NLS88AN
いすゞ2RG-NMS88AR NMS88 7000377～7000931 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 7000460～7001064 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 7000016～7000039
いすゞ2RG-NHR88A NHR88 7000771～7001978 共通の一連番号
いすゞ2RG-NHR88AN
いすゞ2RG-NHS88A NHS88 7000335～7000973 共通の一連番号
いすゞ2RG-NHS88AN
マツダ2RG-LJR88A LJR88 7000130～7000303 共通の一連番号
マツダ2RG-LJR88AD
マツダ2RG-LJR88N
マツダ2RG-LJR88AN
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
マツダ2RG-LKR88A LKR88 7000117～7000306 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
マツダ2RG-LLR88AR LLR88 7000045～7000101 共通の一連番号
マツダ2RG-LLR88N
マツダ2RG-LLR88AN
マツダ2RG-LMR88R LMR88 7000026～7000070 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 7000006～7000030 共通の一連番号
マツダ2RG-LNR88N
マツダ2RG-LNR88AN
マツダ2RG-LPR88AR LPR88 7000060～7000147 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-LKR88YN LKR88Y 7000001～7000001 共通の一連番号
マツダ2PG-LKR88YN
マツダ2RG-LPR88YN LPR88Y 7000015～7000050 共通の一連番号
マツダ2PG-LPR88YN
マツダ2RG-LJS88A LJS88 7000020～7000034 共通の一連番号
マツダ2RG-LJS88AN
マツダ2RG-LKS88A LKS88 7000013～7000027 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-LLS88AR LLS88 7000001～7000006 共通の一連番号
マツダ2RG-LLS88AN
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
マツダ2RG-LMS88AR LMS88 7000002～7000006 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 7000006～7000013 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-LHR88A LHR88 7000306～7000760 共通の一連番号
マツダ2RG-LHR88AN
マツダ2RG-LHS88A LHS88 7000056～7000164 共通の一連番号
マツダ2RG-LHS88AN
ニッサン2RG-AHR88A AHR88 7000132～7000700 共通の一連番号
ニッサン2RG-AHR88AN
ニッサン2RG-AHS88A AHS88 7000058～7000275 共通の一連番号
ニッサン2RG-AHS88AN
ニッサン2RG-AJR88A AJR88 共通の一連番号
ニッサン2RG-AJR88AD
ニッサン2RG-AJR88N
ニッサン2RG-AJR88AN
ニッサン2RG-AKR88A AKR88 共通の一連番号
ニッサン2RG-AKR88AD
ニッサン2RG-AKR88R
ニッサン2PG-AKR88R
ニッサン2RG-AKR88AR
ニッサン2RG-AKR88N
ニッサン2PG-AKR88N
ニッサン2RG-AKR88AN
ニッサン2RG-ALR88AR ALR88 共通の一連番号
ニッサン2RG-ALR88N
ニッサン2RG-ALR88AN
ニッサン2RG-AMR88R AMR88 共通の一連番号
ニッサン2PG-AMR88R
ニッサン2RG-AMR88AR
ニッサン2RG-AMR88N
ニッサン2PG-AMR88N
ニッサン2RG-AMR88AN
ニッサン2RG-ANR88AR ANR88 共通の一連番号
ニッサン2RG-ANR88N
ニッサン2RG-ANR88AN
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
ニッサン2RG-APR88AR APR88 共通の一連番号
ニッサン2PG-APR88AR
ニッサン2RG-APR88N
ニッサン2PG-APR88N
ニッサン2RG-APR88AN
ニッサン2PG-APR88AN
ニッサン2RG-APR88YN APR88Y 共通の一連番号
ニッサン2PG-APR88YN
ニッサン2RG-AJS88A AJS88 共通の一連番号
ニッサン2RG-AJS88AN
ニッサン2RG-AKS88A AKS88 共通の一連番号
ニッサン2PG-AKS88A
ニッサン2PG-AKS88AD
ニッサン2RG-AKS88AN
ニッサン2PG-AKS88AN
ニッサン2RG-ALS88AR ALS88 共通の一連番号
ニッサン2RG-ALS88AN
ニッサン2RG-AMS88AR AMS88 共通の一連番号
ニッサン2PG-AMS88AR
ニッサン2RG-AMS88AN
ニッサン2PG-AMS88AN
ニッサン2RG-APS88AR APS88 共通の一連番号
ニッサン2PG-APS88AR
ニッサン2RG-APS88AN
ニッサン2PG-APS88AN
いすゞPKG-FRR90S1 FRR90 7152557～7166136 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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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
いすゞPKG-FSR90S2 FSR90 7011089～7012604 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 7001077～7001174 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 7000940～7001072 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 7011423～7013115 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 7000072～7000087 共通の一連番号
いすゞ2PG-FTS90S2
いすゞ2PG-FVR90U2 FVR90 7000146～7000207
いすゞ2KG-FVZ90U2 FVZ90 7000047～7000075
いすゞ2KG-FVZ60U2 FVZ60 7000377～7000618
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
UDトラックス2RG-BRR90S1 BRR90 7001606～7002148 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 7000018～7000023 共通の一連番号
UDトラックス2PG-BRS90S2
UDトラックス2RG-BSR90S2 BSR90 7000150～7000212 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-BTR90U2 BTR90 7000346～7000481 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 7000004～7000004
UDトラックス2KG-BVZ60U2 BVZ60 7000037～7000057
UDトラックス2PG-BVR90U2 BVR90 7000014～7000019
いすゞQFG-CYL78B CYL78B 7000020～7000022
いすゞQFG-CYJ78B CYJ78B 7000015～7000018
いすゞ2PG-CXM77C CXM77C 7000009～7000015 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXM77C
いすゞ2PG-CYM77CM CYM77CM 7000324～7000427 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYM77CM
いすゞ2PG-CYM77CZ CYM77CZ 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYM77CZ
いすゞ2PG-CYM77C CYM77C 7000259～7000342 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYM77C
いすゞ2PG-CYL77CM CYL77CM 7000286～7000384 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYL77CM
いすゞ2PG-CYL77CZ CYL77CZ 7000175～7000218 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYL77CZ
いすゞ2PG-CYL77C CYL77C 7003728～7005001 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 7003810～7005607 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXZ77CT
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
いすゞ2PG-CYZ77CM CYZ77CM 7000873～7001161 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77CM
いすゞ2PG-CYZ77C CYZ77C 7000522～7000713 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77C
いすゞ2PG-CYZ77CJ CYZ77CJ 7000164～7000233 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77CJ
いすゞ2PG-CYY77C CYY77C 7000365～7000505 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77C
いすゞ2PG-CXY77CJ CXY77CJ 7000082～7000111 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXY77CJ
いすゞ2PG-CYY77CJ CYY77CJ 7000099～7000141 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77CJ
いすゞ2PG-CYY77CY CYY77CY 7000402～7000536 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77CY
いすゞ2DG-CYY77CYV CYY77CYV
いすゞ2DG-CYY77DU CYY77DU 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77DU
いすゞ2PG-CYY77DU
いすゞ2RG-CYY77DU
いすゞ2PG-CVR77C CVR77C 7000009～7000010 共通の一連番号
いすゞ2KG-CVR77C
いすゞ2DG-CVR77D CVR77D 共通の一連番号
いすゞ2KG-CVR77D
いすゞ2PG-CVR77D
いすゞ2RG-CVR77D
いすゞ2DG-CXG77D CXG77D 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXG77D
いすゞ2PG-CXG77D
いすゞ2RG-CXG77D
いすゞ2PG-CXE77C CXE77C 7000055～7000070 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXE77C
いすゞ2DG-CXE77D CXE77D 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXE77D
いすゞ2PG-CXE77D
いすゞ2RG-CXE77D
いすゞ2PG-CYH77C CYH77C 7000295～7000414 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYH77C
いすゞ2PG-CYJ77CL CYJ77CL 7000019～7000036 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYJ77CL
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
いすゞ2PG-CYJ77CZ CYJ77CZ 7000074～7000089 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYJ77CZ
いすゞ2PG-CYJ77C CYJ77C 7011544～7016040 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 7000065～7000083
いすゞ2KG-CYL60C CYL60C 7000052～7000072
いすゞ2KG-CXZ60CT CXZ60CT 7000349～7000474
いすゞ2KG-CYY60CY CYY60CY 7000010～7000080
いすゞ2KG-CVR60C CVR60C 7000076～7000099
いすゞ2KG-CYG60CM CYG60CM 7000378～7000512
いすゞ2DG-CYG77DM CYG77DM 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYG77DM
いすゞ2PG-CYG77DM
いすゞ2RG-CYG77DM
いすゞ2KG-CYE60CM CYE60CM 7000241～7000353
いすゞ2PG-EXR77CE EXR77CE
いすゞ2PG-EXD77CG EXD77CG 7000101～7000162
いすゞ2PG-EXD52CD EXD52CD 7001483～7002170 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXD52CD
いすゞ2PG-EXD52CE EXD52CE 7000384～7000550 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXD52CE
いすゞ2PG-EXD52CG EXD52CG 7000036～7000055 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXD52CG
いすゞ2PG-EXZ52CK EXZ52CK 7000400～7000589 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXZ52CK
いすゞ2DG-EXZ52CK
いすゞ2PG-EXY52CK EXY52CK 7000100～7000139 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXY52CK
いすゞ2DG-EXY52CK
いすゞ2DG-CYZ77CMQ CYZ77CMQ 7000006～7000009
いすゞ2DG-CYZ77DMQ CYZ77DMQ 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77DMQ
いすゞ2PG-CYZ77DMQ
いすゞ2RG-CYZ77DMQ
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車名・型式（※） 車台型式 始番号～終番号 備考
いすゞ2DG-CYZ77CV CYZ77CV 7000010～7000012
いすゞ2DG-CYJ77CW CYJ77CW 7000040～7000049
いすゞ2DG-CYJ77DW CYJ77DW 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYJ77DW
いすゞ2PG-CYJ77DW
いすゞ2RG-CYJ77DW
いすゞ2DG-CYZ52CMQ CYZ52CMQ 7000094～7000150
いすゞ2DG-CYZ52CV CYZ52CV 7000056～7000077
いすゞ2PG-EXR77CG EXR77CG 7000011～7000015
いすゞ2PG-EXD77CD EXD77CD
いすゞ2PG-EXY77CK EXY77CK 7000002～7000007
いすゞ2KG-LR290J4 LR290J4 7000312～7000501
いすゞ2KG-LR290J5 LR290J5
いすゞ2DG-LV290N3 LV290N3 7000435～7000870 共通の一連番号
 〃 2KG-LV290N3
 〃 2PG-LV290N3
 〃 2TG-LV290N3
 〃 2RG-LV290N3
いすゞ2DG-LV290Q3 LV290Q3 7000120～7000213 共通の一連番号
 〃 2KG-LV290Q3
 〃 2PG-LV290Q3
 〃 2TG-LV290Q3
 〃 2RG-LV290Q3
いすゞ2KG-LV290Q4 LV290Q4 共通の一連番号
 〃 2RG-LV290Q4
 〃 2TG-LV290Q4
いすゞLX525Z1 LX525Z1 7000003～7000005
日野2KG-KR290J4 KR290J4 7000127～7000279
日野2DG-KV290N3 KV290N3 7000083～7000152 共通の一連番号
 〃2KG-KV290N3
 〃2PG-KV290N3
 〃2TG-KV290N3
 〃2RG-KV290N3
日野2DG-KV290Q3 KV290Q3 7000069～7000168 共通の一連番号
 〃2KG-KV290Q3
 〃2PG-KV290Q3
 〃2TG-KV290Q3
 〃2RG-KV290Q3
日野KX525Z1 KX525Z1 7000006～7000013
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