
いすゞ・２０２１

いすゞ自動車株式会社

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
いすゞNFG-NJR82AN NJR82 7000178 ～ 7000178 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 7002271 ～ 7002281 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 7003977 ～ 7003981 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 7006659 ～ 7009615 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 7006075 ～ 7008756 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

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
いすゞ2RG-NPR88AR NPR88 7012406 ～ 7017882 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 7001062 ～ 7001410 共通の一連番号
いすゞ2PG-NKR88YN
いすゞ2RG-NPR88YN NPR88Y 7007250 ～ 7009582 共通の一連番号
いすゞ2PG-NPR88YN
いすゞ2RG-NJR88A NJR88 7006608 ～ 7010197 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 7011299 ～ 7018281 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 7000449 ～ 7000614 共通の一連番号
いすゞ2RG-NNR88N
いすゞ2RG-NNR88AN
いすゞ2RG-NJS88A NJS88 7000912 ～ 7001453 共通の一連番号
いすゞ2RG-NJS88AN
いすゞ2RG-NKS88A NKS88 7001610 ～ 7002770 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 7000424 ～ 7000648 共通の一連番号
いすゞ2RG-NLS88AN
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
いすゞ2RG-NMS88AR NMS88 7000932 ～ 7001471 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 7001065 ～ 7001590 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 7000040 ～ 7000058
いすゞ2RG-NHR88A NHR88 7001979 ～ 7002946 共通の一連番号
いすゞ2RG-NHR88AN
いすゞ2RG-NHS88A NHS88 7000974 ～ 7001526 共通の一連番号
いすゞ2RG-NHS88AN
マツダ2RG-LJR88A LJR88 7000304 ～ 7000435 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 7000307 ～ 7000465 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 7000102 ～ 7000158 共通の一連番号
マツダ2RG-LLR88N
マツダ2RG-LLR88AN
マツダ2RG-LMR88R LMR88 7000071 ～ 7000110 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 7000031 ～ 7000045 共通の一連番号
マツダ2RG-LNR88N
マツダ2RG-LNR88AN
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
マツダ2RG-LPR88AR LPR88 7000148 ～ 7000239 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 7000051 ～ 7000069 共通の一連番号
マツダ2PG-LPR88YN
マツダ2RG-LJS88A LJS88 7000035 ～ 7000051 共通の一連番号
マツダ2RG-LJS88AN
マツダ2RG-LKS88A LKS88 7000028 ～ 7000054 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 7000007 ～ 7000008 共通の一連番号
マツダ2RG-LLS88AN
マツダ2RG-LMS88AR LMS88 7000007 ～ 7000008 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 7000014 ～ 7000018 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 7000761 ～ 7000996 共通の一連番号
マツダ2RG-LHR88AN
マツダ2RG-LHS88A LHS88 7000165 ～ 7000247 共通の一連番号
マツダ2RG-LHS88AN
ニッサン2RG-AHR88A AHR88 7000701 ～ 7001301 共通の一連番号
ニッサン2RG-AHR88AN
ニッサン2RG-AHS88A AHS88 7000276 ～ 7000442 共通の一連番号
ニッサン2RG-AHS88AN
ニッサン2RG-AJR88A AJR88 7000001 ～ 7000077 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
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
ニッサン2RG-AKR88A AKR88 7000001 ～ 7000073 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 7000001 ～ 7000020 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 7000001 ～ 7000040 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 7000001 ～ 7000006 共通の一連番号
ニッサン2RG-ANR88N
ニッサン2RG-ANR88AN
ニッサン2RG-APR88AR APR88 7000001 ～ 7000076 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 7000001 ～ 7000004 共通の一連番号
ニッサン2PG-APR88YN
ニッサン2RG-AJS88A AJS88 7000001 ～ 7000013 共通の一連番号
ニッサン2RG-AJS88AN
ニッサン2RG-AKS88A AKS88 7000001 ～ 7000015 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 7000001 ～ 7000001 共通の一連番号
ニッサン2RG-ALS88AN
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
ニッサン2RG-AMS88AR AMS88 7000001 ～ 7000006 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 7000001 ～ 7000001 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 7166137 ～ 7178525 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2RG-FRR90U2
いすゞ2PG-FRR90U2
いすゞPKG-FSR90S2 FSR90 7012605 ～ 7013994 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2RG-FSR90U2
いすゞ2PG-FSR90U2
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
いすゞPKG-FSS90S2 FSS90 7001175 ～ 7001251 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 7001073 ～ 7001192 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 7013116 ～ 7014831 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 7000088 ～ 7000097 共通の一連番号
いすゞ2PG-FTS90S2
いすゞ2PG-FVR90U2 FVR90 7000208 ～ 7000267
いすゞ2KG-FVZ90U2 FVZ90 7000076 ～ 7000090
いすゞ2KG-FVZ60U2 FVZ60 7000619 ～ 7000868
UDトラックス2RG-BRR90S1 BRR90 7002149 ～ 7002677 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-BRR90U2
UDトラックス2PG-BRR90U2
UDトラックス2RG-BRS90S2 BRS90 7000024 ～ 7000026 共通の一連番号
UDトラックス2PG-BRS90S2
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
UDトラックス2RG-BSR90S2 BSR90 7000213 ～ 7000278 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-BSR90U2
UDトラックス2PG-BSR90U2
UDトラックス2RG-BTR90U2 BTR90 7000482 ～ 7000618 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 7000005 ～ 7000005
UDトラックス2KG-BVZ60U2 BVZ60 7000058 ～ 7000076
UDトラックス2PG-BVR90U2 BVR90 7000020 ～ 7000023
いすゞQFG-CYJ78B CYJ78B 7000019 ～ 7000023
いすゞ2PG-CXM77C CXM77C 7000016 ～ 7000027 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXM77C
いすゞ2PG-CYM77CM CYM77CM 7000428 ～ 7000548 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYM77CM
いすゞ2PG-CYM77CZ CYM77CZ 7000005 ～ 7000007 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYM77CZ
いすゞ2PG-CYM77C CYM77C 7000343 ～ 7000431 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYM77C
いすゞ2PG-CYL77CM CYL77CM 7000385 ～ 7000488 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYL77CM
いすゞ2PG-CYL77CZ CYL77CZ 7000219 ～ 7000259 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYL77CZ
いすゞ2PG-CYL77C CYL77C 7005002 ～ 7006319 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 7005608 ～ 7007100 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXZ77CT
いすゞ2PG-CYZ77CM CYZ77CM 7001162 ～ 7001453 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77CM
いすゞ2PG-CYZ77C CYZ77C 7000714 ～ 7000867 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77C
いすゞ2PG-CYZ77CJ CYZ77CJ 7000234 ～ 7000308 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYZ77CJ
いすゞ2PG-CYY77C CYY77C 7000506 ～ 7000637 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77C
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
いすゞ2PG-CXY77CJ CXY77CJ 7000112 ～ 7000144 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXY77CJ
いすゞ2PG-CYY77CJ CYY77CJ 7000142 ～ 7000172 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77CJ
いすゞ2PG-CYY77CY CYY77CY 7000537 ～ 7000615 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYY77CY
いすゞ2PG-CVR77C CVR77C 7000011 ～ 7000014 共通の一連番号
いすゞ2KG-CVR77C
いすゞ2PG-CXG77D CXG77D 7000001 ～ 7000001 共通の一連番号
いすゞ2RG-CXG77D
いすゞ2PG-CXE77C CXE77C 7000071 ～ 7000081 共通の一連番号
いすゞ2KG-CXE77C
いすゞ2PG-CXE77D CXE77D 7000001 ～ 7000003 共通の一連番号
いすゞ2RG-CXE77D
いすゞ2PG-CYH77C CYH77C 7000415 ～ 7000518 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYH77C
いすゞ2PG-CYJ77CL CYJ77CL 7000037 ～ 7000037 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYJ77CL
いすゞ2PG-CYJ77CZ CYJ77CZ 7000090 ～ 7000096 共通の一連番号
いすゞ2KG-CYJ77CZ
いすゞ2PG-CYJ77C CYJ77C 7016041 ～ 7020735 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 7000084 ～ 7000121
いすゞ2KG-CYL60C CYL60C 7000073 ～ 7000089
いすゞ2KG-CXZ60CT CXZ60CT 7000475 ～ 7000568
いすゞ2KG-CVR60C CVR60C 7000100 ～ 7000117
いすゞ2KG-CYG60CM CYG60CM 7000513 ～ 7000643
いすゞ2KG-CYE60CM CYE60CM 7000354 ～ 7000435
いすゞ2PG-EXR77CE EXR77CE 7000007 ～ 7000007
いすゞ2PG-EXD77CG EXD77CG 7000163 ～ 7000231
いすゞ2PG-EXD52CD EXD52CD 7002171 ～ 7002960 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXD52CD
いすゞ2PG-EXD52CE EXD52CE 7000551 ～ 7000730 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXD52CE
いすゞ2PG-EXD52CG EXD52CG 7000056 ～ 7000067 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXD52CG
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
いすゞ2PG-EXZ52CK EXZ52CK 7000590 ～ 7000783 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXZ52CK
いすゞ2DG-EXZ52CK
いすゞ2PG-EXY52CK EXY52CK 7000140 ～ 7000196 共通の一連番号
いすゞ2KG-EXY52CK
いすゞ2DG-EXY52CK
いすゞ2DG-CYZ77CMQ CYZ77CMQ 7000010 ～ 7000014
いすゞ2DG-CYZ77CV CYZ77CV 7000013 ～ 7000017
いすゞ2DG-CYJ77CW CYJ77CW 7000050 ～ 7000071
いすゞ2DG-CYZ52CMQ CYZ52CMQ 7000151 ～ 7000187
いすゞ2DG-CYZ52CV CYZ52CV 7000078 ～ 7000090
いすゞ2PG-EXR77CG EXR77CG 7000016 ～ 7000026
いすゞ2PG-EXD77CD EXD77CD 7000037 ～ 7000037
いすゞ2PG-EXY77CK EXY77CK 7000008 ～ 7000009
いすゞ2PG-CYJ77D CYJ77D 7000003 ～ 7000009 共通の一連番号
いすゞ2PG-CYJ77DA
いすゞ2PG-CYL77D CYL77D 7000003 ～ 7000006 共通の一連番号
いすゞ2PG-CYL77DA
いすゞ2PG-CXZ77DT CXZ77DT 7000005 ～ 7000005 共通の一連番号
いすゞ2RG-CXZ77DT
いすゞQFG-CYJ78CG CYJ78CG 7000001 ～ 7000002
いすゞ2KG-LR290J4 LR290J4 7000502 ～ 7000708
いすゞ2DG-LV290N3 LV290N3 7000871 ～ 7001064 共通の一連番号
 〃 2KG-LV290N3
 〃 2PG-LV290N3
 〃 2TG-LV290N3
 〃 2RG-LV290N3
いすゞ2DG-LV290Q3 LV290Q3 7000214 ～ 7000257 共通の一連番号
 〃 2KG-LV290Q3
 〃 2PG-LV290Q3
 〃 2TG-LV290Q3
 〃 2RG-LV290Q3
日野2KG-KR290J4 KR290J4 7000280 ～ 7000385
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車名・型式（※） 車台型式 備考始番号～終番号
日野2DG-KV290N3 KV290N3 7000153 ～ 7000186 共通の一連番号
 〃2KG-KV290N3
 〃2PG-KV290N3
 〃2TG-KV290N3
 〃2RG-KV290N3
日野2DG-KV290Q3 KV290Q3 7000169 ～ 7000203 共通の一連番号
 〃2KG-KV290Q3
 〃2PG-KV290Q3
 〃2TG-KV290Q3
 〃2RG-KV290Q3
日野KX525Z1 KX525Z1 7000014 ～ 7000014
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