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2005年10月02日 新設 
2005年10月10日 浅間町営業所のデータ追加（5-3794、3798～3800）
2005年10月16日 浅間町営業所のデータ追加（5-3801～3803）
2005年10月23日 緑営業所のデータ追加（5-3804～3808）
2005年10月30日 緑営業所のデータ追加（5-3809～3814）
2005年11月06日 本牧営業所のデータ追加（5-3815～3821）
2005年11月13日 本牧営業所のデータ追加（5-3822～3825）
2005年11月27日 保土ケ谷営業所のデータ追加（5-3777～3780）
2005年11月27日 浅間町営業所のデータ追加（5-3781～3785）
2006年03月05日 滝頭営業所のデータ追加（5-3826～3828）
2006年03月19日 本牧営業所のデータ追加（5-3829～3832）
2006年07月30日 本牧営業所の5-3829、3830号車が転属（磯子営業所へ）
2007年03月04日 本牧営業所の5-3815、3816、3832号車が転属（滝頭営業所へ）
2007年03月18日 本牧営業所の5-3825号車が転属（鶴見営業所へ）

滝頭営業所の5-3826号車が転属（緑営業所へ）
2007年03月21日 本牧営業所の5-3817～3819号車が転属（滝頭営業所へ）

本牧営業所の5-3824号車が転属（鶴見営業所へ）
本牧営業所の5-3831号車が転属（緑営業所へ）

2007年04月08日 保土ケ谷営業所の5-3786号車が転属（港北営業所へ）
本牧営業所の5-3820～3822号車が転属（滝頭営業所へ）
本牧営業所の5-3823号車が転属（港北営業所へ）

2007年09月09日 滝頭営業所の5-3815～3819号車が転属（若葉台営業所へ）
滝頭営業所の5-3820、3821号車が転属（緑営業所へ）

2007年09月17日 滝頭営業所の5-3822号車が転属（港北営業所へ）
2007年11月04日 滝頭営業所の5-3820号車が転属（港北営業所へ）

滝頭営業所の5-3821号車が転属（鶴見営業所へ）
2008年02月17日 緑営業所の5-3803～3807号車が転属（保土ケ谷営業所へ）

緑営業所の5-3808～3812号車が転属（鶴見営業所へ）
2009年01月19日 浅間町営業所の5-3794～3796号車が転属（滝頭営業所へ）
2009年01月26日 浅間町営業所の5-3797、3798号車が転属（滝頭営業所へ）
2010年02月11日 鶴見営業所の5-3808、3821号車が転属（磯子営業所へ）
2010年02月21日 鶴見営業所の5-3809～3812号車が転属（磯子営業所へ）
2010年05月06日 滝頭営業所の5-3798号車が転属（本牧営業所へ）

鶴見営業所の5-3824号車が転属（浅間町営業所へ）
2010年10月25日 浅間町営業所の5-3781、3824号車が転属（保土ケ谷営業所へ）

保土ケ谷営業所の5-3805、3806、3807号車が転属（本牧営業所へ）
鶴見営業所の5-3825号車が転属（本牧営業所へ）

2011年02月07日 浅間町営業所の5-3801号車が転属（本牧営業所へ）
2011年03月28日 保土ケ谷営業所の5-3790号車が転属（鶴見営業所へ）
2011年12月12日 保土ケ谷営業所の5-3789号車が転属（滝頭営業所へ）
2012年03月05日 保土ケ谷営業所の5-3787号車が転属（鶴見営業所へ）
2012年05月28日 保土ケ谷営業所の5-3788号車がBDF対応車化
2012年07月23日 港北営業所の5-3786号車が転属（本牧営業所へ）
2012年11月05日 本牧営業所の5-3807号車が転属（港北営業所へ）
2012年12月03日 本牧営業所の5-3786号車が転属（港北営業所へ）
2013年02月03日 本牧営業所の5-3806号車、3825号車が転属（保土ケ谷営業所へ）
2013年04月07日 保土ケ谷営業所の5-3788号車が転属（滝頭営業所へ）

滝頭営業所の5-3789号車が転属（保土ケ谷営業所へ）
磯子営業所の5-3808、3829、3830号車が転属（保土ケ谷営業所へ）

2013年08月31日 本牧営業所の5-3798、3805号車が転属（港北営業所へ）
2013年10月29日 浅間町営業所の5-3803号車が転属（港北営業所へ）

改訂履歴
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2013年11月24日 浅間町営業所の5-3800号車が転属（港北営業所へ）
2014年01月05日 保土ケ谷営業所の5-3789号車が転属（港南営業所へ）
2014年09月22日 鶴見営業所の5-3790号車が転属（港南営業所へ）

磯子営業所の5-3809～3811号車が転属（港南営業所へ）
2014年01月10日 滝頭営業所の5-3794号車が転属（浅間町営業所へ）

若葉台営業所の5-3819号車が転属（保土ケ谷営業所へ）
2014年04月05日 浅間町営業所の5-3794号車が転属（滝頭営業所へ）

港南営業所の5-3811号車が転属（磯子営業所へ）
保土ケ谷営業所の5-3819号車が転属（若葉台営業所へ）

2016年03月29日 鶴見営業所の5-3787号車が転属（本牧営業所へ）
2016年04月11日 本牧営業所の5-3787号車が転属（鶴見営業所へ）
2017年01月20日 緑営業所の5-3826、3831号車が転属（保土ケ谷営業所へ）
2018年01月08日 滝頭営業所の5-3827、3828、3832号車が廃車（滝頭営業所2005年度小型車全廃）

保土ケ谷営業所の5-3826、3829号車が廃車
2019年01月06日 保土ケ谷営業所の5-3808、3824、3825号車が転属（磯子営業所へ）

保土ケ谷営業所の5-3830、3831号車が廃車（2005年度小型車全廃）
港北営業所の5-3803号車がナンバープレートの番号変更

2019年02月17日 緑営業所の5-3804号車が転属（浅間町営業所へ）
2020年05月02日 滝頭営業所の5-3795号車が転属（浅間町営業所へ）

保土ケ谷営業所の5-3806が転属（滝頭営業所へ）
磯子営業所の5-3808号車が転属（保土ヶ谷営業所へ）
磯子営業所の5-3821号車が転属（浅間町営業所へ）
磯子営業所の5-2825号車が転属（本牧営業所へ）
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