
社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
*** ***** フォード ***** ***
*** ***** フォード ***** ***

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
*** 民生デイゼル BR20 富士重工業 方向幕
108 民生デイゼル BR20 富士重工業 方向幕
220 民生デイゼル CONDOR 富士重工業 方向幕 リアエンジンバス初号車

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
*** 日デ 4R103 方向幕
*** 三菱 MR490 方向幕
*** 三菱 MR490 方向幕
*** 三菱 MR490 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
151 日デ 4R93 方向幕
152 日デ 4R93 方向幕
153 日デ 4R93 方向幕
154 日デ 4R93 方向幕
155 日デ 4R93 方向幕
156 日デ 4R93 方向幕
157 日デ 4R93 方向幕
158 日デ 4R93 方向幕
159 日デ 4R93 方向幕
160 日デ 4R93 方向幕
161 日デ 4R93 方向幕
251 三菱 MR490 方向幕 ワンマンバス初号車
252 三菱 MR490 方向幕
253 三菱 MR490 方向幕
254 三菱 MR490 方向幕
255 三菱 MR490 方向幕
256 三菱 MR490 方向幕
257 三菱 MR490 方向幕
258 三菱 MR490 方向幕
259 三菱 MR490 方向幕
260 三菱 MR490 方向幕
261 三菱 MR490 方向幕
262 三菱 MR490 方向幕
263 三菱 MR490 方向幕
264 三菱 MR490 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
162 日デ 4R93 方向幕
163 日デ 4R93 方向幕
164 日デ 4R93 方向幕
165 日デ 4R93 方向幕
166 日デ 4R93 方向幕
167 日デ 4R93 方向幕
168 日デ 4R93 方向幕
169 日デ 4R93 方向幕
170 日デ 4R93 方向幕
171 日デ 4R93 方向幕
172 日デ 4R93 方向幕
173 日デ 4R93 方向幕
174 日デ 4R93 方向幕
175 日デ 4R93 方向幕
176 日デ 4R93 方向幕
265 三菱 MR490 方向幕
266 三菱 MR490 方向幕
267 三菱 MR490 方向幕
268 三菱 MR490 方向幕
269 三菱 MR490 方向幕
270 三菱 MR490 方向幕
271 三菱 MR490 方向幕
272 三菱 MR490 方向幕
273 三菱 MR490 方向幕
274 三菱 MR490 方向幕
275 三菱 MR490 方向幕

1927年式

フォードT 1927年**月 1927年07月10日運行開始 →除籍(****年**月)
フォードT 1927年**月 1927年07月10日運行開始 →除籍(****年**月)

1952年式

神2 51411 1952年**月 →除籍(****年**月)
神2 51433 1952年**月 →除籍(****年**月)
神2 51466 1952年**月 →除籍(****年**月)

1962年式

神2い**** 富士R13 1963年**月 →101_相模2こ・735(1967年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1963年**月 →5**_*******(19**年**月)→112_相模22か・110(1970年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1963年**月 →535_*******(19**年**月)→157_相模22か・124(1970年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1963年**月 →511_*******(19**年**月)→158_相模22か・117(1970年**月)→除籍(****年**月)

1964年式

神2い**** 富士R13 1964年**月 →151_相模2こ・307(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →152_相模2こ・316(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →153_相模2こ・326(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →154_相模2こ・317(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →155_相模2こ・310(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →156_相模2こ・320(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →349_横浜2き19-67(1968年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →350_横浜2き19-70(1968年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →159_相模2こ・318(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →160_相模2こ・308(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い**** 富士R13 1964年**月 →161_相模2こ・312(1966年**月)→除籍(****年**月)
神2い34-23 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神2い34** 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神22い39-73 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)
神22い39-74 富士R13 1964年**月 →除籍(****年**月)

1965年式

相模2こ・・28 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・29 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・30 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・31 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・32 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・33 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・43 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・44 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・45 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・46 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・47 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・48 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・50 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・51 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・・52 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・116 富士R13 1965年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・118 富士R13 1965年**月 →566_横浜2き・118(1968年**月)→266_横浜2き・118(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・117 富士R13 1965年**月 →567_横浜2き・117(1968年**月)→267_横浜2き・117(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・127 富士R13 1965年**月 →568_横浜2き・127(1968年**月)→268_横浜2き・127(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・128 富士R13 1965年**月 →569_横浜2き・128(1968年**月)→269_横浜2き・128(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・129 富士R13 1965年**月 →570_横浜2き・129(1968年**月)→270_横浜2き・129(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・130 富士R13 1965年**月 →571_横浜2き・130(1968年**月)→271_横浜2き・130(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・131 富士R13 1965年**月 →572_横浜2き・131(1968年**月)→127_相模22か・126(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・455 富士R13 1965年**月 →573_横浜2き・455(1968年**月)→133_相模22か・113(1970年**月)→2**_横浜22か20-7*(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・456 富士R13 1965年**月 →574_横浜2き・456(1968年**月)→134_相模22か・112(1970年**月)→2**_横浜22か20-7*(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・457 富士R13 1965年**月 →575_横浜2き・457(1968年**月)→135_相模22か・111(1970年**月)→2**_横浜22か20-7*(1975年**月)→除籍(****年**月)





社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
126 三菱 MR490 方向幕
127 三菱 MR490 方向幕
128 日デ 4R94 方向幕
129 三菱 MR490 方向幕
130 三菱 MR490 方向幕
131 三菱 MR490 方向幕
177 日デ 4R94 方向幕
178 日デ 4R94 方向幕
179 日デ 4R94 方向幕
250 三菱 MR490 方向幕
276 三菱 MR490 方向幕
277 三菱 MR490 方向幕
278 三菱 MR490 方向幕
279 三菱 MR490 方向幕
351 日デ 4R94 方向幕
352 日デ 4R94 方向幕
353 日デ 4R94 方向幕
354 日デ 4R94 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
113 いすゞ BA30 方向幕
114 いすゞ BA30 方向幕
132 日デ 4R94 方向幕
248 三菱 MR490 方向幕
249 三菱 MR490 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
118 いすゞ BU05D 方向幕
119 いすゞ BU05D 方向幕
146 日デ 4R94 方向幕
147 日デ 4R94 方向幕
148 日デ 4R94 方向幕
149 日デ 4R94 方向幕
150 日デ 4R94 方向幕
220 三菱 MR410 方向幕
221 三菱 MR410 方向幕
222 三菱 MR410 方向幕
223 三菱 MR410 方向幕
224 三菱 MR410 方向幕
227 三菱 MR410 方向幕
228 三菱 MR410 方向幕
242 日デ 4R94 方向幕
243 日デ 4R94 方向幕
244 日デ 4R94 方向幕
245 日デ 4R94 方向幕
246 三菱 MR410 方向幕
247 三菱 MR410 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
120 いすゞ BU05D 方向幕
121 いすゞ BU05D 方向幕
143 日デ 4R94 方向幕
144 日デ 4R94 方向幕
145 日デ 4R94 方向幕
247 三菱 MR410 方向幕
541 日デ 4R94 方向幕
563 三菱 MR410 方向幕
564 三菱 MR410 方向幕
565 三菱 MR410 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
130 日デ PR95 方向幕
131 日デ PR95 方向幕

1966年式

相模2こ・394 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・395 富士R13 1966年**月 →275_横浜22か・・・4(1970年**月)→除籍(****年**月)
相模2こ・400 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・*** 富士R13 1966年**月 →530_横浜2き19-68(1968年**月)→136_相模22か・123(1970年**月)→除籍(****年**月)
相模2こ・*** 富士R13 1966年**月 →533_横浜2き19-69(1968年**月)→137_相模22か・119(1970年**月)→除籍(****年**月)
相模2こ・*** 富士R13 1966年**月 →534_横浜2き19-71(1968年**月)→138_相模22か・120(1970年**月)→除籍(****年**月)
相模2こ・300 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・301 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・302 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・605 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・606 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・607 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・620 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・619 富士R13 1966年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き・596 富士R13 1966年**月 →107_相模22か10-38(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・597 富士R13 1966年**月 →108_相模22か10-39(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・598 富士R13 1966年**月 →109_相模22か10-40(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き・599 富士R13 1966年**月 →110_相模22か10-41(1975年**月)→除籍(****年**月)

1967年式

相模2こ・641 富士R12 1967年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・643 富士R12 1967年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・518 富士R13 1967年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き12-** 富士R13 1967年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き12-** 富士R13 1967年**月 →除籍(****年**月)

1968年式

相模2こ・873 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・874 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・858 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・859 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・860 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・861 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ・862 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き17-43 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き17-44 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き17-34 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き17-35 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き17-36 富士R13 1968年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き17-37 富士R13 1968年**月 →108_相模22か・859(1974年**月)→2**_横浜22か20-7*(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き17-38 富士R13 1968年**月 →110_相模22か・862(1974年**月)→2**_横浜22か20-7*(1975年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き17-58 富士R13 1968年**月 →542_横浜2き17-58(1968年**月)→139_相模22か・115(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き17-59 富士R13 1968年**月 →543_横浜2き17-59(1968年**月)→140_相模22か・114(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き17-60 富士R13 1968年**月 →544_横浜2き17-60(1968年**月)→142_相模2こ12-26(1969年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き17-61 富士R13 1968年**月 →545_横浜2き17-61(1968年**月)→141_相模22か・118(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き15-21 富士R13 1968年**月 →546_横浜2き15-21(1968年**月)→231_横浜2き15-21(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き15-22 富士R13 1968年**月 →547_横浜2き15-22(1968年**月)→232_横浜2き15-22(1970年**月)→除籍(****年**月)

1969年式

相模2こ11-22 富士R13 1969年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ11-23 富士R13 1969年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ11-24 富士R13 1969年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ11-25 富士R13 1969年**月 →除籍(****年**月)
相模2こ11-26 富士R13 1969年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き24-07 富士R13 1969年**月 →除籍(****年**月)
横浜2き23-23 富士R13 1969年**月 →129_相模22か・116(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き24-08 富士R13 1969年**月 →233_横浜2き24-08(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き24-09 富士R13 1969年**月 →234_横浜2き24-09(1970年**月)→除籍(****年**月)
横浜2き24-10 富士R13 1969年**月 →235_横浜2き24-10(1970年**月)→除籍(****年**月)

1970年式

相模22か・・11 富士R13 1970年**月 →除籍(****年**月)
相模22か・・12 富士R13 1970年**月 →除籍(****年**月)



社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
107 三菱 MR410 方向幕
109 三菱 MR410 方向幕
117 いすゞ BA10 方向幕 ツーマンバス最終号車
124 三菱 MR410 方向幕

社番 登録番号 メーカー 型式 ボディ 導入年月 行先表示器 備考 転属・改番・除籍
154 日デ U20N 方向幕
155 日デ U20N 方向幕
156 日デ U20N 方向幕
157 日デ U20N 方向幕

1971年式

相模22か・221 富士R13 1971年**月 →239_横浜22か20-71(1975年**月)→除籍(****年**月)
相模22か・222 富士R13 1971年**月 →240_横浜22か20-72(1975年**月)→除籍(****年**月)
相模22か・231 富士R12 1971年**月 →除籍(1983年**月)
相模22か・223 富士R13 1971年**月 →241_横浜22か20-73(1975年**月)→除籍(****年**月)

1976年式

相模22か11-33 富士3E 1976年**月 →除籍(****年**月)
相模22か11-34 富士3E 1976年**月 →除籍(****年**月)
相模22か11-35 富士3E 1976年**月 →除籍(****年**月)
相模22か11-36 富士3E 1976年**月 →除籍(****年**月)
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