
●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

　エルフ 　２ＰＧ－ＮＫＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＰＧ－ＮＫＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＰＧ－ＮＭＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＰＧ－ＮＭＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＰＧ－ＮＰＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＰＧ－ＮＰＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＨＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＨＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＪＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＪＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＫＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＫＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＬＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＬＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＭＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＭＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＮＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＮＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＰＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＲＧ－ＮＰＳ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＳＧ－ＮＪＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＳＧ－ＮＫＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＳＧ－ＮＬＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＳＧ－ＮＭＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　２ＳＧ－ＮＰＲ８８ 　４ＪＺ１ '18.03～ H30.03～

　エルフ 　ＡＦＧ－ＮＫＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '05.04～ H17.04～

　エルフ 　ＡＦＧ－ＮＰＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '05.04～ H17.04～

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＤＧ－ＮＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＪＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '09.01～ H21.01～ ○ ○

　エルフ 　ＢＪＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '09.01～ H21.01～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生
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　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＢＫＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＫＧ－ＮＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＧ－ＮＨＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10

　エルフ 　ＫＫ－ＮＨＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＨＳ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'06.10 H14.06～H18.10

　エルフ 　ＫＫ－ＮＨＳ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ６６ 　４ＨＦ１ '99.01～'02.05 H11.01～H14.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ６６ 　４ＨＦ１（ＣＮＧ） '02.04～ H14.04～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ７１ 　４ＨＧ１ '99.01～'03.05 H11.01～H15.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ７１ 　４ＨＧ１（ＬＰＧ） '02.04～ H14.04～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＳ６６ 　４ＨＦ１ '99.01～'02.05 H11.01～H14.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＳ７１ 　４ＨＧ１ '99.01～'03.05 H11.01～H15.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＫＳ７１ 　４ＨＧ１（ＬＰＧ） '02.04～ H14.04～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＰＲ６６ 　４ＨＦ１ '99.01～'02.05 H11.01～H14.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＰＲ６６ 　４ＨＦ１（ＣＮＧ） '02.04～ H14.04～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＰＲ７１ 　４ＨＧ１ '99.01～'03.05 H11.01～H15.05

　エルフ 　ＫＫ－ＮＰＲ７１ 　４ＨＧ１（ＬＰＧ） '02.04～ H14.04～

　エルフ 　ＫＫ－ＮＰＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　エルフ 　ＫＫ－ＮＰＳ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　エルフ 　ＫＫ－ＷＫＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＲ－ＮＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＲ－ＮＨＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＲ－ＮＨＳ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＲ－ＮＨＳ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　エルフ 　ＫＲ－ＮＫＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　エルフ 　ＫＲ－ＮＫＲ８１ 　４ＨＬ１ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＲ－ＮＫＳ８１ 　４ＨＬ１ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＲ－ＮＰＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　エルフ 　ＫＲ－ＮＰＲ８１ 　４ＨＬ１ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　エルフ 　ＫＲ－ＮＰＳ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　エルフ 　ＮＦＧ－ＮＪＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　エルフ 　ＮＦＧ－ＮＫＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　エルフ 　ＮＦＧ－ＮＬＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　エルフ 　ＮＦＧ－ＮＭＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　エルフ 　ＮＦＧ－ＮＰＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　エルフ 　ＰＡ－ＮＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＡ－ＮＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＨＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＨＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＨＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＨＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＫＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○
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　エルフ 　ＰＢ－ＮＫＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＫＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＫＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＰＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＢ－ＮＰＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　エルフ 　ＰＤＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＰＤＧ－ＮＰＲ７５ 　４ＨＫ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＰＫＧ－ＮＰＲ７５ 　４ＨＫ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　エルフ 　ＳＪＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＪＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＪＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＪＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＳＫＧ－ＮＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　エルフ 　ＴＤＧ－ＮＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＤＧ－ＮＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＤＧ－ＮＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＫＧ－ＮＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○
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インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＰＧ－ＮＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＱＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＱＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＱＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＱＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＱＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＲＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　エルフ 　ＴＳＧ－ＮＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～ ○ ○

　フォワード 　２ＫＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＫＧ－ＦＶＺ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＲＳ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＳＳ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＴＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＴＳ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＰＧ－ＦＶＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＲＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＲＧ－ＦＲＳ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＲＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＲＧ－ＦＳＳ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＲＧ－ＦＴＲ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　２ＲＧ－ＦＴＳ９０ 　４ＨＫ１ '17.07～'19.02 H29.07～H31.02

　フォワード 　ＡＤＧ－ＦＲＤ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＡＤＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＤ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03



●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＤ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＤ３５ 　６ＨＬ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＲ３３ 　６ＨＨ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＲ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＲ３５ 　６ＨＬ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＲＳ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＳＤ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＳＤ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＳＲ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＳＲ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＫ－ＦＳＳ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＳＤ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＳＤ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＳＲ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＳＲ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＴＲ３３ 　６ＨＨ１ '02.01～'04.03 H14.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＴＳ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＫＬ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１ '03.01～'04.03 H15.01～H16.03

　フォワード 　ＬＤＧ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＤＧ－ＦＴＳ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＤＧ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＫＧ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＫＧ－ＦＴＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＫＧ－ＦＴＳ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＫＧ－ＦＶＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＫＧ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＬＰＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '14.09～ H26.09～ ○ ○

　フォワード 　ＰＡ－ＦＲＤ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＡ－ＦＲＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＡ－ＦＳＤ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＡ－ＦＳＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＢ－ＦＲＤ３５ 　６ＨＬ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＢ－ＦＲＲ３５ 　６ＨＬ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＢ－ＦＲＳ３５ 　６ＨＬ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＢ－ＦＳＲ３５ 　６ＨＬ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＢ－ＦＳＳ３５ 　６ＨＬ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＲＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＲＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＳＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＴＳ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＶＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＤＧ－ＧＳＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＪ－ＦＳＤ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＪ－ＦＳＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○
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西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　フォワード 　ＰＪ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＪ－ＦＴＳ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＪ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '04.04～'07.07 H16.04～H19.07 ○ ○

　フォワード 　ＰＫＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＫＧ－ＦＲＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＫＧ－ＦＳＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＫＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＫＧ－ＦＳＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＰＫＧ－ＧＳＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　フォワード 　ＱＤＧ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　フォワード 　ＱＫＧ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　フォワード 　ＱＫＧ－ＦＶＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　フォワード 　ＱＫＧ－ＦＶＺ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　フォワード 　ＱＰＧ－ＦＴＲ３４ 　６ＨＫ１－ＴＣ '14.09～ H26.09～ ○ ○

　フォワード 　ＱＰＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '14.09～ H26.09～ ○ ○

　フォワード 　ＳＤＧ－ＦＲＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＳＤＧ－ＦＳＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＳＤＧ－ＧＳＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＳＫＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＳＫＧ－ＦＲＳ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＳＫＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　フォワード 　ＳＰＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '14.09～ H26.09～ ○ ○

　フォワード 　ＳＰＧ－ＦＳＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '14.09～ H26.09～ ○ ○

　フォワード 　ＴＫＧ－ＦＲＲ９０ 　４ＨＫ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～ ○ ○

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＶＲ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＶＲ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＥ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＥ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＧ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＧ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＭ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＭ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＹ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＺ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＺ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＥ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＥ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＧ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＧ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＬ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＬ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05



●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＹ６０ 　６ＮＸ１ '16.04～'19.04 H28.04～H31.04

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＹ６０ 　６ＵＺ１ '19.05～'21.05 R01.05～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＫＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＶＲ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＸＹ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＨ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＥＸＤ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＥＸＲ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　２ＰＧ－ＥＸＹ７７ 　６ＵＺ１ '16.04～'21.05 H28.04～R03.05

　ギガ 　ＡＤＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '06.03～ H18.03～ ○ ○

　ギガ 　ＡＤＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '06.03～ H18.03～ ○ ○

　ギガ 　ＫＣ－ＣＶＳ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＸＷ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＨ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＨ８２ 　１２ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＪ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＬ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＭ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＷ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＷ８２ 　１２ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＣＹＺ８１ 　１０ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＥＸＲ８２ 　１２ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＣ－ＥＸＹ８２ 　１２ＰＥ１ '97.01～ H09.01～

　ギガ 　ＫＫ－ＧＳＲ３４ 　６ＨＫ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＶＲ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＶＲ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＶＲ８０ 　８ＰＥ１ '00.06～ H12.06～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＶＳ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＧ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＧ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＨ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＨ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＭ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＭ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～



●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＭ８０ 　８ＰＥ１ '00.06～ H12.06～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＭ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＷ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＹ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＹ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＺ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＺ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＺ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＺ８０ 　８ＰＥ１ '00.06～ H12.06～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＸＺ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＧ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＧ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＧ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＧ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＨ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＨ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＨ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＨ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＨ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＪ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＪ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＪ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＪ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＪ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＬ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＬ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＬ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＬ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＬ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＭ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＭ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＭ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＭ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＭ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＷ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＹ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＹ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＹ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＹ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＺ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＺ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＺ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＺ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＣＹＺ８１ 　１０ＰＥ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＤ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～
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西暦 和暦

インジェクター
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車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＲ２３ 　６ＳＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＲ５１ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＲ５２ 　６ＷＦ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１（コモンレール） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１（電子ガバナー） '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＫＬ－ＥＸＺ７５ 　１０ＴＤ１ '02.01～ H14.01～

　ギガ 　ＬＤＧ－ＣＶＲ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＤＧ－ＣＹＭ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＤＧ－ＣＹＺ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＤＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＤＧ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＤＧ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＶＲ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＧ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＨ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＥＸＤ７７ 　６ＵＺ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＥＸＲ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＬＫＧ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１ '10.05～ H22.05～ ○ ○

　ギガ 　ＰＡ－ＧＳＲ３４ 　６ＨＫ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＶＲ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＶＲ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＸＹ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＸＺ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＧ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＧ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＨ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＨ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＪ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○



●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＬ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＭ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＹ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＺ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＥＸＲ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＤＧ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＶＲ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＶＲ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＥ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＧ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＭ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＹ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＹ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＺ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＺ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＥ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＧ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＧ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＧ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＨ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＨ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＪ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＪ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＬ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＬ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＭ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＭ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＹ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＹ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＺ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＺ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○



●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　ギガ 　ＰＪ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＥＸＤ５１ 　６ＷＦ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＥＸＲ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＪ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１ '03.10～'06.02 H15.10～H18.02 ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＸＹ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＧ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＨ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＥＸＲ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＰＫＧ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１－ＴＣ '07.03～ H19.03～ ○ ○

　ギガ 　ＱＤＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＤＧ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＤＧ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＶＲ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＥ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＧ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＭ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＥ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＧ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＬ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＹ６０ 　６ＮＸ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＶＲ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＥ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＧ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＭ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＥ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＧ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＨ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＭ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＹ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＣＹＺ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○
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西暦 和暦

インジェクター
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車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　ギガ 　ＱＫＧ－ＥＸＤ５２ 　６ＷＧ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＥＸＤ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＥＸＲ５２ 　６ＷＧ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＥＸＹ５２ 　６ＷＧ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＫＧ－ＥＸＺ５２ 　６ＷＧ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＰＧ－ＣＶＲ６０ 　６ＮＸ１ '15.10～'17.04 H27.10～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＰＧ－ＣＸＺ７７ 　６ＵＺ１ '12.04～'17.04 H24.04～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＰＧ－ＣＹＬ７７ 　６ＵＺ１ '15.10～'17.04 H27.10～H29.04 ○ ○

　ギガ 　ＱＰＧ－ＣＹＪ７７ 　６ＵＺ１ '15.10～'17.04 H27.10～H29.04 ○ ○

　エルガ 　ＫＬ－ＬＶ２８０ 　８ＰＥ１ '00.06～ H12.06～

　エルガ 　ＫＬ－ＬＶ３８０ 　８ＰＥ１ '00.06～ H12.06～

　エルガ 　ＬＤＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　エルガ 　ＬＫＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　エルガ 　ＰＤＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '07.08～ H19.08～ ○ ○

　エルガ 　ＰＪ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '04.12～ H16.12～ ○ ○

　エルガ 　ＰＫＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '07.08～ H19.08～ ○ ○

　エルガ 　ＱＤＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　エルガ 　ＱＫＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　エルガ 　ＱＫＧ－ＬＶ２９０ 　４ＨＫ１ '15.09～ H27.09～ ○ ○

　エルガ 　ＱＰＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　エルガ 　ＱＱＧ－ＬＶ２３４ 　６ＨＫ１ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　エルガミオ 　ＰＡ－ＬＲ２３４ 　６ＨＫ１ '04.08～ H16.08～ ○ ○

　エルガミオ 　ＰＤＧ－ＬＲ２３４ 　６ＨＫ１ '07.08～ H19.08～ ○ ○

　エルガミオ 　ＳＤＧ－ＬＲ２９０ 　４ＨＫ１ '11.11～ H23.11～ ○ ○

　エルガミオ 　ＳＫＧ－ＬＲ２９０ 　４ＨＫ１ '12.07～ H24.07～ ○ ○

　ガーラ 　２ＫＧ－ＲＵ 　Ａ０５Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＫＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＤＧ－ＲＵ 　Ａ０５Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＤＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＤＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＲＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＲＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＴＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　２ＴＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '17.06～'19.06 H29.06～R01.06 ○ ○

　ガーラ 　ＡＤＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '05.08～ H17.08～ ○ ○

　ガーラ 　ＡＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '06.02～ H18.02～ ○ ○

　ガーラ 　ＢＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '07.01～ H19.01～ ○ ○

　ガーラ 　ＢＪＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '08.05～ H20.05～ ○ ○

　ガーラ 　ＬＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　ガーラ 　ＬＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　ガーラ 　ＰＫＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '06.06～ H18.06～ ○ ○

　ガーラ 　ＱＰＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～ H24.05～ ○ ○

　ガーラ 　ＱＰＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～ H24.05～ ○ ○

　ガーラ 　ＱＲＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～ H24.05～ ○ ○

　ガーラ 　ＱＲＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～ H24.05～ ○ ○

　ガーラ 　ＱＴＧ－ＲＵ 　Ａ０９Ｃ '12.05～ H24.05～
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　ガーラ 　ＱＴＧ－ＲＵ 　Ｅ１３Ｃ '12.05～ H24.05～

　ガーラ 　ＳＤＧ－ＲＵ 　Ｊ０８Ｅ '10.08～ H22.08～ ○ ○

　ガーラ 　ＶＭ－ＲＵ 　Ｐ１１Ｃ '05.01～ H17.01～ ○ ○

　エルフ１００ 　ＡＳＱ１Ｆ２４ 　ＱＲ２０ＤＥ '07.06～'19.06 H19.06～R01.06

　エルフ１００ 　ＡＳＱ２Ｆ２４ 　ＱＲ２０ＤＥ '07.06～'19.06 H19.06～R01.06

　エルフ１００ 　ＡＳＺ１Ｆ２４ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '07.06～'19.06 H19.06～R01.06

　エルフ１００ 　ＡＳＺ２Ｆ２４ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '07.06～'19.06 H19.06～R01.06

　エルフ１００ 　ＡＳＺ４Ｆ２４ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '07.06～'19.06 H19.06～R01.06

　エルフ１００ 　ＡＳＺ５Ｆ２４ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '07.06～'19.06 H19.06～R01.06

　コモ 　ＪＱＥ２５ 　ＫＡ２４ＤＥ '03.05～'07.07 H15.05～H19.07

　コモ 　ＪＱＧＥ２５ 　ＫＡ２４ＤＥ '01.11～'03.04 H13.11～H15.04

　コモ 　ＪＳＥ２５ 　ＱＲ２５ＤＥ '07.08～'08.12 H19.08～H20.12

　コモ 　ＪＳＧＥ２５ 　ＱＲ２５ＤＥ '07.08～'12.06 H19.08～H24.06

　コモ 　ＪＣＳ４Ｅ２６ 　ＱＲ２５ＤＥ '12.06～'21.05 H24.06～R03.05

　コモ 　ＪＣＷ４Ｅ２６ 　ＹＤ２５ＤＤＴｉ '12.06～'21.05 H24.06～R03.05 ○ ○

　コモ 　ＪＣＷ８Ｅ２６ 　ＹＤ２５ＤＤＴｉ '12.06～'21.05 H24.06～R03.05 ○ ○

　コモ 　ＪＶＲ２Ｅ２６ 　ＱＲ２０ＤＥ '12.06～'21.05 H24.06～R03.05

　コモ 　ＪＶＷ２Ｅ２６ 　ＹＤ２５ＤＤＴｉ '12.06～'21.05 H24.06～R03.05 ○ ○

　コモ 　ＪＶＷ６Ｅ２６ 　ＹＤ２５ＤＤＴｉ '12.06～'21.05 H24.06～R03.05 ○ ○

　フィリー 　ＪＡＬＥ５０ 　ＶＧ３３Ｅ '97.05～'00.07 H09.05～H12.07

　フィリー 　ＪＡＬＷＥ５０ 　ＶＧ３３Ｅ '97.05～'00.07 H09.05～H12.07

　フィリー 　ＪＡＰＥ５０ 　ＶＱ３５ＤＥ '00.08～'02.04 H12.08～H14.04

　フィリー 　ＪＡＰＷＥ５０ 　ＶＱ３５ＤＥ '00.08～'02.04 H12.08～H14.04

　フィリー 　ＪＡＴＥ５０ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '99.08～'00.07 H11.08～H12.07

　フィリー 　ＪＡＴＥ５０ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '00.08～'02.04 H12.08～H14.04

　フィリー 　ＪＡＴＷＥ５０ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '99.08～'00.07 H11.08～H12.07

　フィリー 　ＪＡＴＷＥ５０ 　ＺＤ３０ＤＤＴｉ '00.08～'02.04 H12.08～H14.04

　フィリー 　ＪＡＶＥ５０ 　ＱＤ３２ＥＴｉ '97.05～'99.07 H09.05～H11.07

　フィリー 　ＪＡＶＷＥ５０ 　ＱＤ３２ＥＴｉ '97.05～'99.07 H09.05～H11.07

　アトラス 　ＡＦＧ－ＡＫＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '05.04～ H17.04～

　アトラス 　ＡＦＧ－ＡＰＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '05.04～ H17.04～

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＤＧ－ＡＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＪＧ－ＡＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '09.01～ H21.01～ ○ ○

　アトラス 　ＢＪＧ－ＡＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '09.01～ H21.01～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○
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　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＢＫＧ－ＡＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＫＧ－ＡＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＧ－ＡＨＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10

　アトラス 　ＫＫ－ＡＨＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＨＳ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'06.10 H14.06～H18.10

　アトラス 　ＫＫ－ＡＨＳ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ６６ 　４ＨＦ１ '99.01～'02.05 H11.01～H14.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ６６ 　４ＨＦ１（ＣＮＧ） '02.04～ H14.04～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ７１ 　４ＨＧ１ '99.01～'03.05 H11.01～H15.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ７１ 　４ＨＧ１（ＬＰＧ） '02.04～ H14.04～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＳ６６ 　４ＨＦ１ '99.01～'02.05 H11.01～H14.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＳ７１ 　４ＨＧ１ '99.01～'03.05 H11.01～H15.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＫＳ７１ 　４ＨＧ１（ＬＰＧ） '02.04～ H14.04～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＰＲ６６ 　４ＨＦ１ '99.01～'02.05 H11.01～H14.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＰＲ６６ 　４ＨＦ１（ＣＮＧ） '02.04～ H14.04～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＰＲ７１ 　４ＨＧ１ '99.01～'03.05 H11.01～H15.05

　アトラス 　ＫＫ－ＡＰＲ７１ 　４ＨＧ１（ＬＰＧ） '02.04～ H14.04～

　アトラス 　ＫＫ－ＡＰＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　アトラス 　ＫＫ－ＡＰＳ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　アトラス 　ＫＲ－ＡＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＲ－ＡＨＲ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　アトラス 　ＫＲ－ＡＨＳ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＲ－ＡＨＳ６９ 　４ＪＧ２（ＬＰＧ） '04.01～ H16.01～

　アトラス 　ＫＲ－ＡＫＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　アトラス 　ＫＲ－ＡＫＲ８１ 　４ＨＬ１ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＲ－ＡＫＳ８１ 　４ＨＬ１ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＲ－ＡＰＲ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　アトラス 　ＫＲ－ＡＰＲ８１ 　４ＨＬ１ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　アトラス 　ＫＲ－ＡＰＳ７２ 　４ＨＪ１ '02.06～'03.04 H14.06～H15.04

　アトラス 　ＮＦＧ－ＡＪＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　アトラス 　ＮＦＧ－ＡＫＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　アトラス 　ＮＦＧ－ＡＬＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　アトラス 　ＮＦＧ－ＡＭＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　アトラス 　ＮＦＧ－ＡＰＲ８２ 　４ＨＶ１（ＣＮＧ） '07.07～ H19.07～

　アトラス 　ＰＡ－ＡＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＡ－ＡＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＨＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＨＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○
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　アトラス 　ＰＢ－ＡＨＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＨＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＫＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＫＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＫＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＫＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＰＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＢ－ＡＰＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　アトラス 　ＰＤＧ－ＡＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＰＤＧ－ＡＰＲ７５ 　４ＨＫ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　アトラス 　ＰＫＧ－ＡＰＲ７５ 　４ＨＫ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＤＧ－ＬＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＪＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '09.01～ H21.01～ ○ ○

　タイタン 　ＢＪＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '09.01～ H21.01～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＢＫＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＫＲ－ＬＨＲ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　タイタン 　ＫＲ－ＬＨＳ６９ 　４ＪＧ２ '02.06～'04.05 H14.06～H16.05

　タイタン 　ＰＡ－ＬＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＡ－ＬＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＫＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＫＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＫＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＫＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＰＲ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＰＳ８１ 　４ＨＬ１－ＮＡ '04.06～'06.10 H16.06～H18.10 ○ ○

　タイタン 　ＰＢ－ＬＰＳ８１ 　４ＨＬ１－ＴＣ '05.05～'06.10 H17.05～H18.10 ○ ○



●いすゞ インジェクターID登録・DPF再生対応表(ver 2021.06)

西暦 和暦

インジェクター
ID登録

車種名 車両型式 エンジン型式
対応年式

DPF再生

　タイタン 　ＰＤＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＰＤＧ－ＬＰＲ７５ 　４ＨＫ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＰＫＧ－ＬＰＲ７５ 　４ＨＫ１－ＴＣ '06.11～ H18.11～ ○ ○

　タイタン 　ＳＪＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＪＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＪＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＪＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＨＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＨＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＳＫＧ－ＬＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '11.05～ H23.05～

　タイタン 　ＴＤＧ－ＬＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＤＧ－ＬＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＤＧ－ＬＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＬＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＮＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＫＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＫＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＭＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＰＧ－ＬＰＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＱＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＱＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＱＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＱＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＱＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～
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　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＪＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＪＳ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＫＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＬＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＭＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＮＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～

　タイタン 　ＴＲＧ－ＬＰＲ８５ 　４ＪＪ１－ＴＣ '12.04～ H24.04～


