
徳島市交通局 在籍車両一覧 20 台                                               R3.10.1 現在 
車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
60 いすゞ自動車 H19 PA-LR234J1 改 LR234J1-7000649 2007.2 12249 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
61 いすゞ自動車 H19 PA-LR234J1 改 LR234J1-7000650 2007.2 12250 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
62 日野自動車 H20 PDG-KR234J2 KR234J2-7000114 2008.2 12748 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
63 日野自動車 H20 PDG-KR234J2 KR234J2-7000115 2008.2 12749 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
65 いすゞ自動車 H21 PDG-LR234J2 LR234J2-7000434 2009.1 13095 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
66 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000867 2010.2 13776 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
67 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000868 2010.2 13777 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
68 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000869 2010.2 13778 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
69 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000870 2010.2 13779 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
70 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000871 2010.2 13780 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
71 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000872 2010.2 13781 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
72 いすゞ自動車 H22 PDG-LR234J2 LR234J2-7000873 2010.2 13782 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
73 いすゞ自動車 H23 PDG-LR234J2 LR234J2-7001178 2011.2 14278 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
74 いすゞ自動車 H23 PDG-LR234J2 LR234J2-7001179 2011.2 14279 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
75 いすゞ自動車 H23 PDG-LR234J2 LR234J2-7001180 2011.2 14280 J バス 6HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
76 いすゞ自動車 H24 SDG-LR290J1 LR290J1-7000095 2012.2 14804 J バス 4HK1 55 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
77 いすゞ自動車 H25 SDG-LR290J1 LR290J1-7000457 2013.2 15390 J バス 4HK1 54 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
78 いすゞ自動車 H27 SDG-LR290J1 LR290J1-7001123 2015.2 16454 J バス 4HK1 54 

右側面 正面 左側面 

   



車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
223 日野自動車 H26 SDG-HX9JBE HX9JLB-40500 2014.2 40500 J バス JO5E 33 

右側面 正面 左側面 

   
 

車号 メーカー 年式 型式 車体番号 製造年月 ボディ番号 ボディメーカー エンジン型式 定員 
508 いすゞ自動車 H21 PDG-LV234L2 LV234L2-7000493 2009.1 65747 J バス 6HK1 69 

右側面 正面 左側面 

   


