
日野・２０２１

修正履歴

① 年／ 月／ 日

② 年／ 月／ 日

日野自動車株式会社

２０２１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 0003539 ～ 0003607 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 0002063 ～ 0002133 共通の一連番号
日野2SG-XKC605M
トヨタ2SG-XKU605 XKU605 0001561 ～ 0001620 共通の一連番号
日野2SG-XKU605M
トヨタ2SG-XKU605A
日野2SG-XKU605X
トヨタ2SG-XKU645 XKU645 0001068 ～ 0001068 共通の一連番号
日野2SG-XKU645M
トヨタ2SG-XKU655 XKU655 0001376 ～ 0001424 共通の一連番号
日野2SG-XKU655M
トヨタ2SG-XKU702 XKU702 0001064 ～ 0001070 共通の一連番号
日野2SG-XKU702M
トヨタ2SG-XKU710 XKU710 0003096 ～ 0003154 共通の一連番号
日野2SG-XKU710M
トヨタ2SG-XKU712 XKU712 0001579 ～ 0001766 共通の一連番号
日野2SG-XKU712M
トヨタ2SG-XKU720 XKU720 0001570 ～ 0001570 共通の一連番号
日野2SG-XKU720M
トヨタ2SG-XKU722 XKU722 0001079 ～ 0001097 共通の一連番号
日野2SG-XKU722M
トヨタ2PG-XZC600D XZC600 0014431 ～ 0014898 共通の一連番号
日野2PG-XZC600T
トヨタ2RG-XZC600D
日野2RG-XZC600T

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-XZC605 XZC605 0029957 ～ 0033843 共通の一連番号
日野2PG-XZC605M
トヨタ2RG-XZC605
日野2RG-XZC605M
トヨタ2PG-XZC630D XZC630 0002204 ～ 0002220 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 0005349 ～ 0005557 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 0006531 ～ 0006981 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 0005000 ～ 0005393 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 0005274 ～ 0005745 共通の一連番号
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2KG-XZU600W XZU600 0032474 ～ 0038171 共通の一連番号
日野2KG-XZU600F
トヨタ2PG-XZU600W
日野2PG-XZU600F
トヨタ2RG-XZU600W
日野2RG-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 0001229 ～ 0001244 共通の一連番号
日野2PG-XZU602F
トヨタ2PG-XZU605 XZU605 0032272 ～ 0036629 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 0004843 ～ 0005182 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 0007108 ～ 0007543 共通の一連番号
日野2KG-XZU640F
トヨタ2PG-XZU640W
日野2PG-XZU640F
トヨタ2PG-XZU640
日野2PG-XZU640M
トヨタ2RG-XZU640
日野2RG-XZU640M
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
トヨタ2PG-XZU642W XZU642 0001543 ～ 0001686 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 0006533 ～ 0007311 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 0012525 ～ 0013300 共通の一連番号
日野2KG-XZU650F
トヨタ2PG-XZU650W
日野2PG-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 0001894 ～ 0002206 共通の一連番号
日野2PG-XZU652F
トヨタ2PG-XZU655 XZU655 0013918 ～ 0015361 共通の一連番号
日野2PG-XZU655M
トヨタ2RG-XZU655
日野2RG-XZU655M
トヨタ2KG-XZU675 XZU675 0013324 ～ 0014886 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 0010448 ～ 0011431 共通の一連番号
日野2KG-XZU685M
トヨタ2KG-XZU695 XZU695 0005417 ～ 0005876 共通の一連番号
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2KG-XZU700 XZU700 0011766 ～ 0012962 共通の一連番号
日野2KG-XZU700M
トヨタ2KG-XZU700A
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 0001644 ～ 0001798 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 0032055 ～ 0034171 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 0009714 ～ 0011978 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 0019030 ～ 0020316 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 0007494 ～ 0009228 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 0003063 ～ 0003293 共通の一連番号
日野2KG-XZU730M
トヨタ2KG-XZU732 XZU732 0001398 ～ 0001481 共通の一連番号
日野2KG-XZU732M
トヨタ2KG-XZU775 XZU775 0003802 ～ 0004099 共通の一連番号
日野2KG-XZU775M
トヨタ3BF-TRY230 TRY230 0500000 ～ 0502103
トヨタ2DG-GDY231 GDY231 0001001 ～ 0002583 共通の一連番号
日野2DG-GDY231M
トヨタ2PG-GDY231
日野2PG-GDY231M
トヨタ2DG-GDY281 GDY281 0001001 ～ 0002247 共通の一連番号
日野2DG-GDY281M
トヨタ2PG-GDY281
日野2PG-GDY281M
日野2DG-FC2ABA FC2AB 125124 ～ 131928 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 102323 ～ 102906 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 102015 ～ 102424 共通の一連番号
日野2KG-FJ2ABA
日野2KG-FJ2ABG
日野2PG-FJ2ABA
日野2PG-FJ2ABG
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
日野2DG-FJ2ACA FJ2AC 100015 ～ 100162 共通の一連番号
日野2KG-FJ2ACA
日野2KG-FJ2ACG
日野2PG-FJ2ACA
日野2PG-FJ2ACG
日野2DG-FD2ABA FD2AB 122275 ～ 128304 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 102323 ～ 103107 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 106669 ～ 107841 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-FE2ACA FE2AC 100015 ～ 100497 共通の一連番号
日野2KG-FE2ACA
日野2KG-FE2ACG
日野2PG-FE2ACA
日野2PG-FE2ACG
日野2DG-FG2ABA FG2AB 100208 ～ 100251 共通の一連番号
日野2KG-FG2ABA
日野2PG-FG2ABA
日野2DG-GK2ABA GK2AB 101209 ～ 101557 共通の一連番号
日野2KG-GK2ABA
日野2KG-FX2ABA FX2AB 100323 ～ 100414
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
日野2KG-GX2ABA GX2AB 101181 ～ 101440 共通の一連番号
日野2PG-GX2ABA
日野2PG-FS1AGA FS1AG 104914 ～ 106181
日野2KG-FS1AHA FS1AH 101172 ～ 101426 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 101434 ～ 101734 共通の一連番号
日野2PG-FS1AJA
日野2KG-FS1EGA FS1EG 101461 ～ 102021
日野2DG-FS1EHA FS1EH 101058 ～ 101329 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 100820 ～ 101051 共通の一連番号
日野2KG-FS1EJA
日野2PG-FS1EJA
日野2PG-FQ1AJG FQ1AJ 101633 ～ 101861 共通の一連番号
日野2PG-FQ1AJJ
日野2PG-FR1AGA FR1AG 100196 ～ 100255
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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 107671 ～ 109141 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 101231 ～ 101533 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 101736 ～ 102037 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 101807 ～ 102274 共通の一連番号
日野2PG-FN1AGA
日野2PG-FN1AGG
日野2KG-FN1AJA FN1AJ 101876 ～ 102307 共通の一連番号
日野2PG-FN1AJA
日野2KG-FN1AJG
日野2PG-FN1AJG
日野2PG-FW1AHG FW1AH 118011 ～ 121890 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 100321 ～ 100371 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 102907 ～ 103544 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 100521 ～ 100633 共通の一連番号
日野2PG-FH1AGG
日野2PG-SH1AGGG SH1AGG 100537 ～ 100709
日野2PG-SH1ALGG SH1ALG 100023 ～ 100029
日野2PG-SH1EDGG SH1EDG 105069 ～ 106577 共通の一連番号
日野2PG-SH1EDGJ
日野2PG-SH1EEGG SH1EEG 101263 ～ 101684
日野2PG-SH1EGGG SH1EGG 100314 ～ 100388 共通の一連番号
日野2PG-SH1EGGJ
日野2PG-SS1EKGA SS1EKG 100117 ～ 100132 共通の一連番号
日野2PG-SS1EKGG
日野2DG-SS1EKHA SS1EKH 101030 ～ 101395
日野2DG-PR1APJF PR1APJ 10114 ～ 10133
日野2DG-RR2AJDA RR2AJD 40886 ～ 41061 共通の一連番号
いすゞ2DG-RR2AJDJ 60475 ～ 60630
日野2RG-RU1ESDA RU1ESD 40888 ～ 40904 共通の一連番号
いすゞ2RG-RU1ESDJ 60495 ～ 60500
日野2TG-RU1ASDA RU1ASD 41521 ～ 41547 共通の一連番号
いすゞ2TG-RU1ASDJ 60791 ～ 60814
日野2DG-RU2AHDA RU2AHD 40467 ～ 40476 共通の一連番号
日野2KG-RU2AHDA
いすゞ2DG-RU2AHDJ 60243 ～ 60247
いすゞ2KG-RU2AHDJ
日野2DG-HX9JHCE HX9JHC 40131 ～ 40173
日野2DG-HX9JLCE HX9JLC 40634 ～ 40797
日野2SG-HL2ANBP HL2ANB 40210 ～ 40238 共通の一連番号
いすゞ2SG-HL2ANBD 60024 ～ 60025
日野2SG-HL2ASBP HL2ASB 40075 ～ 40075
※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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