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浅間町 港北
2011/10 2013/12

緑
2016/2

横浜230あ1694↓
横浜230か2019

港北
2018/6
浅間町
2018/12
浅間町
2018/12

前中引

いすゞ PKG-LV234L2

前中引J-BUS

2010/6 横浜230あ1689

0-1695 保土ケ谷

0-1694 保土ケ谷 2010/6

逆T字

PKG-LV234L2 J-BUS

逆T字

逆T字

前中引J-BUS 逆T字

逆T字

前中引 逆T字

前中引

登録番号

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

0-1686 滝頭

0-1685 滝頭 2010/6 横浜230あ1685

J-BUS

0-1701 港南

0-1700 港南 2010/6 横浜230あ1700

J-BUS

0-1704 港南

いすゞ PKG-LV234L2

いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS

備考

0-1683 滝頭 2010/6 横浜230あ1683

J-BUS

車番 新製配置 廃車年月

逆T字 国交省認定ノンステップ

転属・貸出歴（転属・貸出先／年月） 最終配置窓形状

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 前中引

いすゞ

メーカー

PKG-LV234L2

型式 車体

逆T字 国交省認定ノンステップ0-1684 滝頭 2010/6 横浜230あ1684

扉形状

J-BUS

納車年月

国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS 前中引2010/6 横浜230あ1686

0-1689 滝頭

0-1688 滝頭 2010/6 横浜230あ1688

逆T字 国交省認定ノンステップ0-1687 滝頭 2010/6 横浜230あ1687 いすゞ PKG-LV234L2 前中引J-BUS

逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

いすゞ

国交省認定ノンステップ0-1690 保土ケ谷 2010/6 横浜230あ1690 いすゞ PKG-LV234L2

0-1691 保土ケ谷 2010/6 横浜230あ1691 逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

J-BUS

前中引

いすゞ PKG-LV234L2

2010/6 横浜230あ16920-1692 保土ケ谷

国交省認定ノンステップ0-1693 保土ケ谷 2010/6 横浜230あ1693 いすゞ PKG-LV234L2 前中引J-BUS

逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

J-BUS

前中引

いすゞ PKG-LV234L2

2010/6 横浜230あ1695

国交省認定ノンステップ0-1696 保土ケ谷 2010/6 横浜230あ1696 いすゞ PKG-LV234L2

0-1697 保土ケ谷 2010/6 横浜230あ1697 逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

J-BUS

前中引

いすゞ PKG-LV234L2

2010/6 横浜230あ16980-1698 港南

国交省認定ノンステップ0-1699 港南 2010/6 横浜230あ1699 いすゞ PKG-LV234L2 前中引J-BUS

逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

J-BUS

前中引

いすゞ PKG-LV234L2

2010/6 横浜230あ1701

国交省認定ノンステップ0-1702 港南 2010/6 横浜230あ1702 いすゞ PKG-LV234L2

0-1703 港南 2010/6 横浜230あ1703 逆T字 国交省認定ノンステップPKG-LV234L2

逆T字 国交省認定ノンステップ2010/7 横浜230あ1704

前中引

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

J-BUSいすゞ

前中引

0-1705 港南 2010/7 横浜230あ1705

0-1706 港南 2010/7 横浜230あ1706

逆T字 国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ逆T字

国交省認定ノンステップ前中引

J-BUS

J-BUS0-1707 緑 2010/7 横浜230あ1707 いすゞ 逆T字PKG-LV234L2

前中引
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浅間町
2014/9
浅間町
2014/9
鶴見

2011/12
港北 滝頭

2013/9 2013/12
浅間町
2014/9
港南

2011/9
港南

2011/9
港南

2011/9

港南 磯子 本牧
2011/11 2017/11 2019/3

港南 滝頭
2011/11 2017/12

港南 滝頭
2011/11 2017/12

港南 鶴見 港北
2011/11 2011/12 2018/6

2010/7 横浜230あ17080-1708 緑

横浜230あ1710

逆T字

国交省認定ノンステップ

扉形状

いすゞ PKG-LV234L2

窓形状車番 新製配置 納車年月

逆T字

0-1709 緑

廃車年月備考 転属・貸出歴（転属・貸出先／年月）メーカー 型式 車体

逆T字J-BUS 前中引

前中引J-BUS

最終配置登録番号

国交省認定ノンステップ

2010/7 国交省認定ノンステップ

前中引

横浜230あ1712 前中引

いすゞ PKG-LV234L2

横浜230あ1711

0-1710 若葉台 2010/7

横浜230あ1709 いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS2010/7 逆T字

いすゞ PKG-LV234L2

若葉台 2010/7 逆T字

いすゞ PKG-LV234L2

いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS 前中引

国交省認定ノンステップ

J-BUS 前中引 国交省認定ノンステップ

J-BUS 逆T字

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS

0-1717 本牧 2010/7 横浜230あ1717

0-1713 若葉台

0-1712 若葉台 2010/7

0-1711

国交省認定ノンステップ

横浜230あ1713

0-1714

横浜230あ1716 いすゞ PKG-LV234L2

前中引

J-BUS 前中引

逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

いすゞ PKG-LV234L2

前中引

J-BUS

PKG-LV234L2 J-BUS 前中引

2010/7 横浜230あ1719 いすゞ PKG-LV234L2

0-1715

本牧 2010/7

逆T字

横浜230あ1714

本牧 2010/7 横浜230あ1715 前中引

国交省認定ノンステップ

J-BUS

2010/7

逆T字

逆T字

逆T字

国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

J-BUS 前中引

いすゞ PKG-LV234L2

国交省認定ノンステップ

0-1716 本牧

国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

いすゞ PKG-LV234L20-1718 本牧 2010/7 横浜230あ1718

本牧 いすゞ PKG-LV234L22010/7 横浜230あ1721 J-BUS 前中引

いすゞ0-1720 本牧 2010/7 横浜230あ1720

0-1719 本牧 J-BUS 前中引

0-1724 磯子 2010/7 横浜230あ1724 いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS 前中引

J-BUS 前中引

いすゞ PKG-LV234L2

いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS 前中引

0-1721

2010/7 横浜230あ17220-1722 本牧

0-1723 磯子 2010/7 横浜230あ1723

逆T字

いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS

いすゞ PKG-LV234L2 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

逆T字 国交省認定ノンステップ

0-1725 磯子

J-BUS 前中引

横浜230あ1726

2010/7 横浜230あ1725

逆T字 国交省認定ノンステップ

前中引

J-BUS 前中引

国交省認定ノンステップいすゞ PKG-LV234L2

0-1726 磯子 2010/7

0-1727 浅間町 2010/7

0-1729 浅間町 2010/7 横浜230あ1729

2010/7 横浜230あ17280-1728 浅間町

横浜230あ1727

0-1730 港北 2010/7 横浜230あ1730 国交省認定ノンステップいすゞ PKG-LV234L2

いすゞ

いすゞ

逆T字

J-BUS 前中引 逆T字

国交省認定ノンステップJ-BUS

国交省認定ノンステップ

逆T字PKG-LV234L2

PKG-LV234L2

前中引

J-BUS 前中引 逆T字

逆T字

PKG-LV234L2

港北 J-BUS2010/7 国交省認定ノンステップ

0-1732 港北 2010/7 横浜230あ1732 日野

前中引横浜230あ17310-1731 日野

J-BUS 前中引 逆T字 国交省認定ノンステップ

PKG-LV234L2
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磯子
2019/9

ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ
ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ

0-3305 港南 2011/2 横浜230あ3305 日野 LJG-HU8JMGP

0-3303 本牧 2011/2

2011/2 横浜230あ33040-3304 本牧

メーカー 型式 転属・貸出歴（転属・貸出先／年月） 最終配置備考 廃車年月

0-1733 港北

港北

車体 扉形状 窓形状

2010/7

2010/7

いすゞ

いすゞ

鶴見

0-1739 港北

0-1741

鶴見

いすゞ

0-1735 港北

2010/8

0-1736

0-1745

車番

0-1737

いすゞ

新製配置 納車年月 登録番号

0-1744

横浜230あ3303

横浜230あ1734

横浜230あ1738 いすゞ

2010/8

2010/7

J-BUS

いすゞ

PKG-LV234L2

いすゞ

逆T字

0-1740 鶴見 2010/8

0-1743

横浜230あ1744

鶴見 2010/8

横浜230あ1733 PKG-LV234L2

J-BUS 逆T字

LJG-HU8JMGP

逆T字

J-BUS 前中引

前中引

J-BUS

逆T字

国交省認定ノンステップ

J-BUS 逆T字 国交省認定ノンステップ

J-BUS

日野

J-BUS 前中引

PKG-LV234L2

逆T字

逆T字

逆T字

J-BUS

前中引

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

逆T字

いすゞ

横浜230あ1735

横浜230あ1739

J-BUS 前中引

逆T字 国交省認定ノンステップ

PKG-LV234L2

前中引PKG-LV234L2

国交省認定ノンステップ

いすゞ

国交省認定ノンステップJ-BUS 前中引

国交省認定ノンステップ逆T字J-BUS 前中引

J-BUS

J-BUSいすゞ

0-1734 港北 2010/7

PKG-LV234L2

PKG-LV234L2

J-BUS 前中引

J-BUS 前中引PKG-LV234L2

横浜230あ1737

横浜230あ1736 いすゞ

いすゞ PKG-LV234L2 J-BUS 前中引

0-1738

港北 2010/7

国交省認定ノンステップ

逆T字

国交省認定ノンステップ

横浜230あ1746

逆T字

PKG-LV234L2

前中引いすゞ

2010/8

国交省認定ノンステップ前中引

港北

鶴見 横浜230あ1743

横浜230あ1740

2010/8

2010/8

横浜230あ1741鶴見 2010/8 PKG-LV234L2

PKG-LV234L2

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

逆T字

J-BUS

前中引

逆T字前中引

逆T字いすゞ PKG-LV234L2

J-BUS

いすゞ

いすゞ PKG-LV234L2

逆T字前中引

0-1747 鶴見 PKG-LV234L2

PKG-LV234L2

横浜230あ1747

0-1748 鶴見 2010/8 横浜230あ1748

2010/8

逆T字

0-1746

横浜230あ1745

前中引

0-1750 2010/8鶴見 横浜230あ1750

J-BUSLJG-HU8JMGP

逆T字

逆T字J-BUS

日野

0-3998

0-3999

0-3997 LJG-HU8JMGP

横浜230あ3301

2011/2 横浜230あ3300

日野

日野 LJG-HU8JMGP

日野0-3300 保土ケ谷

0-3301

逆T字

保土ケ谷 横浜230あ3997 日野

J-BUS 前中引LJG-HU8JMGP

前中引

前中引

保土ケ谷 2011/2 横浜230あ3998 前中引日野 LJG-HU8JMGP J-BUS

J-BUS 前中引

2011/2

保土ケ谷 2011/2 横浜230あ3999

本牧

逆T字

逆T字

逆T字

LJG-HU8JMGP

2011/2

前中引 逆T字J-BUS

前中引

前中引J-BUS

0-3302 本牧 2011/2 横浜230あ3302 日野 LJG-HU8JMGP
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ハイブリッドノンステップ
国交省認定ノンステップ

鶴見
2016/1

2010年06月14日 新設
2010年06月21日 滝頭営業所に新車導入（0-1687～1689号車）
2010年07月05日 保土ケ谷営業所に新車導入（0-1690～1697号車）

保土ケ谷営業所に貸切用新車導入（0-3012号車）
港南営業所に新車導入（0-1698～1706号車）
緑営業所に新車導入（0-1707～1709号車）

2010年07月12日 若葉台営業所に新車導入（0-1710～1713号車）
本牧営業所に新車導入（0-1714～1716号車）

2010年07月19日 本牧営業所に新車導入（0-1717～1722号車）
磯子営業所に新車導入（0-1723、1724号車）

2010年07月26日 磯子営業所に新車導入（0-1725、1726号車）
浅間町営業所に新車導入（0-1727～1729号車）

2010年08月02日 港北営業所に新車導入（0-1730～1737号車）
2010年08月16日 港北営業所に新車導入（0-1738、1739号車）

鶴見営業所に新車導入（0-1740～1750号車）
2011年02月07日 保土ケ谷営業所に新車導入（0-3997～3999、3300号車）

本牧営業所に新車導入（0-3301、3302号車）
2011年02月14日 本牧営業所に新車導入（0-3303、3304号車）

港南営業所に新車導入（0-3305、3306号車）
2011年03月07日 鶴見営業所に新車導入（0-3307、3308号車）

港北営業所に新車導入（0-3309号車）
2011年09月19日 本牧営業所の0-1719～1722号車が転属（港南営業所へ）
2011年10月10日 滝頭営業所の0-1683号車が転属（浅間町営業所へ）
2011年11月20日 磯子営業所の0-1723～1726号車が転属（港南営業所へ）
2011年12月26日 本牧営業所の0-1716号車が転属（鶴見営業所へ）

港南営業所の0-1726号車が転属（鶴見営業所へ）
2013年09月29日 本牧営業所の0-1717号車が転属（港北営業所へ）
2014年01月05日 浅間町営業所の0-1683号車が転属（港北営業所へ）

港北営業所の0-1717号車が転属（滝頭営業所へ）
2014年09月08日 本牧営業所の0-1714、1715、1718号車が転属（浅間町営業所へ）
2016年01月25日 港北営業所の0-3309号車が転属（鶴見営業所へ）
2016年02月18日 滝頭営業所の0-1689号車が転属（緑営業所へ）
2018年01月08日 港南営業所の0-1723号車が転属（磯子営業所へ）

港南営業所の0-1724、1725号車が転属（滝頭営業所へ）
2019年01月06日 保土ケ谷営業所の0-1694号車がナンバープレートの番号変更
2020年05月02日 港南営業所の0-1698号車が転属（港北営業所へ）

港南営業所の0-1699、1700号車が転属（浅間町営業所へ）
磯子営業所の0-1723号車が転属（本牧営業所へ）
鶴見営業所の0-1740号車が転属（磯子営業所へ）

廃車年月転属・貸出歴（転属・貸出先／年月） 最終配置メーカー 型式 備考扉形状

逆T字

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

国交省認定ノンステップ

逆T字

逆T字

0-3308 鶴見 2011/3 横浜200か3305

0-3309 港北 2011/3 横浜200か33１0 前中引

J-BUS 前中引

日野 前中引

日野 PDG-KR234J2

日野 PDG-KR234J2

0-3307 鶴見 2011/3 横浜200か3304

逆T字

窓形状

日野 LJG-HU8JMGP

車体納車年月 登録番号

0-3306 港南

新製配置車番

2011/2 横浜230あ3306

日野 貸切メトロ

PDG-KR234J2 J-BUS

J-BUS

J-BUS

改訂履歴

PKG-KV234Q20-3012 保土ケ谷 2010/6 横浜230あ3012

J-BUS

前扉

前中引
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