
仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(川内営業所) 2005年4月現在　 川 内

年　式 小計 中計

いすゞ P-LV214M 89年式 宮城22か53-40 宮城22か53-41 宮城22か53-43 計3台 計3台

〃 U-LV224M 90年式 宮城22か55-53 宮城22か55-54 宮城22か55-55 宮城22か55-58 計4台

91年式 宮城22か57-69 宮城22か57-70 宮城22か57-71 宮城22か57-72 宮城22か57-73 計5台

92年式 宮城22か59-74 宮城22か59-75 宮城22か59-76 宮城22か59-83 計4台

93年式 宮城22か61-52 計1台 計14台

〃 U-LV218M 93年式 宮城22か61-47 計1台

94年式 宮城22か62-89 計1台 計2台

〃 KC-LV280N 95年式 宮城22か64-41 宮城22か64-43 宮城22か64-44 宮城22か64-45 宮城22か64-46 計5台

96年式 宮城22か65-73 宮城22か65-74 宮城22か65-75 宮城22か65-76 宮城22か65-77 計5台

97年式 宮城22か67-78 宮城22か67-79 宮城22か67-80 計3台

98年式 宮城200か･･ 81 宮城200か･･ 83 計2台

00年式 宮城200か･2 06 計1台 計16台

〃 KL-LV834L1 02年式 宮城200か･5 59 計1台

03年式 宮城200か･7 20 計1台

04年式 宮城200か･9 09 計1台 計3台

〃 U-LV771R 91年式 宮城22か57-65 宮城22か57-66 宮城22か57-67 宮城22か57-68 計4台 計4台

日産ディ KC-UA460KAM 98年式 宮城200か･･ 62 計1台 計1台

日　野 KL-HU2PMEA 01年式 宮城200か･4 15 計1台 計1台

〃 KL-HU2PMEE 05年式 宮城200か10-78 宮城200か10-79 計2台 計2台

〃 U-RU1FRAA 91年式 宮城22か57-07 宮城22か57-08 宮城22か57-09 計3台 計3台

〃 U-RU1FTAB 92年式 宮城22か59-44 宮城22か59-45 計2台

93年式 宮城22か61-18 宮城22か61-20 計2台 計4台

〃 KC-RU3FSCB 95年式 宮城22か64-15 宮城22か64-16 宮城22か64-17 計3台 計3台

〃 KC-RR1JJAA改 99年式 宮城200か･1 14 宮城200か･1 15 宮城200か･1 16 計3台 計3台

〃 KK-RR1JJGA改 04年式 宮城200か･9 20 計1台 計1台

三　菱 U-MP618M 90年式 宮城22か55-41 計1台

91年式 宮城22か57-55 宮城22か57-56 計2台

92年式 宮城22か59-27 宮城22か59-28 計2台

93年式 宮城22か61-58 宮城22か61-59 宮城22か61-61 宮城22か61-62 計4台

94年式 宮城22か62-57 宮城22か62-58 宮城22か62-59 宮城22か62-61 宮城22か62-62 計5台 計14台

〃 KC-MP617M 95年式 宮城22か64-51 宮城22か64-53 計2台

96年式 宮城22か66-10 宮城22か66-11 計2台 計4台

〃 KC-MP717M 97年式 宮城22か67-71 計1台 計1台

〃 KL-MP35JM 02年式 宮城200か･5 60 計1台

03年式 宮城200か･7 24 計1台 計2台

〃 U-MS726S 91年式 宮城22か57-62 宮城22か57-63 宮城22か57-64 計3台 計3台

〃 U-MS729S 91年式 宮城22か57-00 宮城22か57-01 宮城22か57-02 計3台 計3台

計87台

メーカー/形式 該当する車輛

-　1　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(白沢出張所) 2005年4月現在　 白 沢

年　式 小計 中計

いすゞ KC-LV280N 98年式 宮城200か･･ 77 計1台

00年式 宮城200か･2 06 計1台 計2台

日　野 KL-HU2PMEA 01年式 宮城200か･4 16 計1台 計1台

〃 KK-RJ1JJHK改 03年式 宮城200か･7 33 計1台 計1台

〃 KK-RX4JFEA 00年式 宮城200か･3 52 計1台 計1台

三　菱 U-MP618M 91年式 宮城22か57-57 計1台

94年式 宮城22か62-63 宮城22か62-64 宮城22か62-65 計3台 計4台

〃 KC-MP617M 95年式 宮城22か64-54 宮城22か64-55 宮城22か64-56 計3台

96年式 宮城22か66-07 宮城22か66-08 宮城22か66-09 計3台 計6台

〃 KC-MP717M 97年式 宮城22か67-72 宮城22か67-73 計2台

98年式 宮城200か･･ 72 宮城200か･･ 73 計2台 計4台

〃 KL-MP35JM 02年式 宮城200か･5 61 計1台 計1台

〃 U-MK517J 93年式 宮城22か61-45 計1台 計1台

計21台

メーカー/形式 該当する車輛

-　2　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(実沢営業所) 2005年4月現在　 実 沢

年　式 小計 中計

いすゞ KC-LV280N 00年式 宮城200か･2 04 宮城200か･2 05 計2台 計2台

〃 KL-LV834L1 03年式 宮城200か･7 21 計1台

04年式 宮城200か･9 10 計1台

05年式 宮城200か10-94 宮城200か10-95 宮城200か10-96 計3台 計5台

日産ディ U-UA440LAN 90年式 宮城22か55-68 宮城22か55-69 宮城22か55-70 宮城22か55-71 宮城22か55-72 宮城22か55-73 宮城22か55-74 宮城22か55-75 計8台

91年式 宮城22か57-20 宮城22か57-21 宮城22か57-22 宮城22か57-23 宮城22か57-26 計5台

92年式 宮城22か59-71 宮城22か59-72 計2台

94年式 宮城22か62-45 宮城22か62-47 宮城22か62-48 宮城22か62-50 宮城22か62-51 宮城22か62-52 計6台 計21台

〃 KC-UA460LAN 95年式 宮城22か64-18 宮城22か64-21 宮城22か64-22 宮城22か64-23 宮城22か64-29 計5台

96年式 宮城22か65-82 宮城22か65-83 宮城22か65-84 宮城22か65-86 宮城22か65-87 宮城22か65-93 計6台

97年式 宮城22か67-63 宮城22か67-64 宮城22か67-65 計3台

98年式 宮城200か･･ 63 宮城200か･･ 64 宮城200か･･ 65 計3台 計17台

〃 U-RM211GAN 93年式 宮城22か61-43 宮城22か61-44 計2台 計2台

〃 KK-RM252GAN 02年式 宮城200か･5 69 宮城200か･5 70 宮城200か･5 71 計3台 計3台

日　野 KL-HU2PMEA 01年式 宮城200か･4 17 宮城200か･4 18 計2台 計2台

〃 KK-RJ1JJHK改 03年式 宮城200か･7 34 計1台 計1台

三　菱 U-MP618M 90年式 宮城22か55-38 宮城22か55-39 宮城22か55-40 宮城22か55-43 宮城22か55-44 宮城22か55-45 宮城22か55-46 宮城22か55-47

宮城22か55-48 宮城22か55-50 計10台

91年式 宮城22か57-51 宮城22か57-52 宮城22か57-53 宮城22か57-54 宮城22か57-58 計5台

92年式 宮城22か59-30 宮城22か59-31 宮城22か59-32 宮城22か59-33 宮城22か59-34 宮城22か59-35 宮城22か59-36 宮城22か59-37

宮城22か59-38 宮城22か59-39 宮城22か59-40 計11台

93年式 宮城22か61-60 宮城22か61-64 宮城22か61-65 宮城22か61-67 計4台

94年式 宮城22か62-60 宮城22か62-69 宮城22か62-70 計3台 計33台

〃 KC-MP617M 95年式 宮城22か64-52 宮城22か64-57 宮城22か64-58 宮城22か64-59 宮城22か64-60 宮城22か64-61 宮城22か64-62 宮城22か64-63

宮城22か64-64 宮城22か64-65 計10台

96年式 宮城22か66-12 宮城22か66-13 宮城22か66-14 宮城22か66-15 宮城22か66-16 宮城22か66-17 宮城22か66-18 計7台 計17台

〃 KC-MP717M 97年式 宮城22か67-66 宮城22か67-67 宮城22か67-68 宮城22か67-69 宮城22か67-70 計5台

98年式 宮城200か･･ 70 宮城200か･･ 71 宮城200か･･ 74 宮城200か･･ 75 宮城200か･･ 76 計5台 計10台

〃 KL-MP35JM 03年式 宮城200か･7 25 計1台 計1台

計114台

メーカー/形式 該当する車輛

-　3　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(東仙台営業所) 2005年4月現在　 東仙台

年　式 小計 中計

日産ディ P-UA33L 89年式 宮城22か53-27 宮城22か53-28 計2台 計2台

〃 U-UA440LAN 90年式 宮城22か55-76 宮城22か55-77 宮城22か55-78 計3台

91年式 宮城22か57-30 宮城22か57-31 宮城22か57-32 計3台

92年式 宮城22か59-59 宮城22か59-61 宮城22か59-63 宮城22か59-64 計4台

93年式 宮城22か61-30 宮城22か61-32 宮城22か61-33 宮城22か61-35 宮城22か61-36 計5台

94年式 宮城22か62-53 宮城22か62-54 宮城22か62-55 宮城22か62-56 計4台 計19台

〃 KC-UA460LAN 95年式 宮城22か64-24 宮城22か64-26 宮城22か64-27 宮城22か64-28 計4台

96年式 宮城22か65-88 宮城22か65-89 宮城22か65-90 宮城22か65-91 計4台

97年式 宮城22か67-59 宮城22か67-60 宮城22か67-61 宮城22か67-62 計4台

98年式 宮城200か･･ 66 宮城200か･･ 67 宮城200か･･ 68 宮城200か･･ 69 計4台 計16台

〃 U-UA440LAN改 93年式 宮城22か63-15 宮城22か63-16 計2台 計2台

〃 NE-UA4E0LAN 00年式 宮城200か･2 25 宮城200か･2 26 計2台 計2台

〃 KL-UA452MAN改 01年式 宮城200か･4 13 宮城200か･4 14 計2台

02年式 宮城200か･5 67 宮城200か･5 68 計2台

03年式 宮城200か･7 29 宮城200か･7 30 計2台

04年式 宮城200か･9 21 宮城200か･9 22 計2台

05年式 宮城200か10-74 宮城200か10-75 計2台 計10台

〃 P-RM81GR改 88年式 宮城22か51-46 宮城22か51-47 宮城22か51-48 宮城22か51-50 宮城22か51-52 計5台 計5台

〃 KC-RM211GAN 95年式 宮城22か64-31 宮城22か64-32 宮城22か64-33 計3台 計3台

日　野 U-HU2MMAA 90年式 宮城22か55-24 宮城22か55-25 宮城22か55-26 宮城22か55-27 宮城22か55-33 宮城22か55-34 計6台

91年式 宮城22か57-37 宮城22か57-38 宮城22か57-39 計3台

93年式 宮城22か61-25 計1台 計10台

〃 KK-RX4JFEA 00年式 宮城200か･3 53 計1台 計1台

三　菱 KL-MP35JM 03年式 宮城200か･7 27 計1台 計1台

〃 U-MP618M改 92年式 宮城22か59-99 宮城22か60-00 計2台 計2台

計73台

メーカー/形式 該当する車輛

-　4　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(七北田出張所) 2005年4月現在　 七北田

年　式 小計 中計

日　野 U-HU2MMAA 90年式 宮城22か55-30 宮城22か55-31 宮城22か55-35 計3台

91年式 宮城22か57-34 宮城22か57-35 宮城22か57-36 宮城22か57-48 計4台

92年式 宮城22か59-46 宮城22か59-47 宮城22か59-48 計3台

94年式 宮城22か62-76 宮城22か62-78 宮城22か62-79 計3台 計13台

〃 KC-HU2MMCA 95年式 宮城22か64-10 宮城22か64-11 宮城22か64-12 計3台

96年式 宮城22か65-97 宮城22か65-98 宮城22か65-99 計3台

97年式 宮城22か67-82 宮城22か67-83 計2台

98年式 宮城200か･･ 54 宮城200か･･ 55 計2台 計10台

〃 KL-HU2PMEA 01年式 宮城200か･4 20 計1台 計1台

〃 KK-RX4JFEA 00年式 宮城200か･2 45 宮城200か･2 46 宮城200か･2 47 宮城200か･2 48 計4台 計4台

三　菱 KL-MP35JM 02年式 宮城200か･5 63 宮城200か･5 64 計2台

03年式 宮城200か･7 26 計1台 計3台

計31台

メーカー/形式 該当する車輛

-　5　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(霞の目営業所) 2005年4月現在　 霞の目

年　式 小計 中計

いすゞ P-LV214M 89年式 宮城22か53-35 宮城22か53-36 宮城22か53-38 計3台 計3台

〃 U-LV224M 90年式 宮城22か55-62 宮城22か55-63 宮城22か55-64 宮城22か55-65 宮城22か55-66 計5台

91年式 宮城22か57-77 宮城22か57-78 計2台

93年式 宮城22か61-51 宮城22か61-53 宮城22か61-54 宮城22か61-56 宮城22か61-57 計5台

94年式 宮城22か62-93 宮城22か62-94 宮城22か62-95 計3台 計15台

〃 KC-LV280N 95年式 宮城22か64-47 宮城22か64-48 宮城22か64-50 計3台

96年式 宮城22か65-78 宮城22か65-79 宮城22か65-80 計3台

97年式 宮城22か67-81 計1台

00年式 宮城200か･2 08 計1台 計8台

〃 KL-LV834L1 01年式 宮城200か･4 25 計1台 計1台

〃 KL-LV834L1改 05年式 宮城200か10-80 宮城200か10-81 計2台 計2台

日産ディ KL-UA452MAN改 03年式 宮城200か･7 31 宮城200か･7 32 計2台 計2台

日　野 P-HU235BA 89年式 宮城22か53-06 宮城22か53-07 計2台 計2台

〃 U-HU2MMAA 90年式 宮城22か55-23 宮城22か55-28 宮城22か55-29 宮城22か55-32 宮城22か55-36 宮城22か55-37 計6台

91年式 宮城22か57-40 宮城22か57-41 宮城22か57-43 宮城22か57-44 計4台

92年式 宮城22か59-50 宮城22か59-51 宮城22か59-52 宮城22か59-53 宮城22か59-54 宮城22か59-55 宮城22か59-56 宮城22か59-57 計8台

93年式 宮城22か61-24 宮城22か61-26 宮城22か61-27 宮城22か61-28 計4台

94年式 宮城22か62-74 宮城22か62-75 宮城22か62-82 宮城22か62-83 宮城22か62-84 宮城22か62-85 宮城22か62-86 宮城22か62-87

宮城22か62-88 計9台 計31台

〃 KC-HU2MMCA 95年式 宮城22か64-04 宮城22か64-05 宮城22か64-06 宮城22か64-07 宮城22か64-09 宮城22か64-13 宮城22か64-14 計7台

96年式 宮城22か65-94 宮城22か66-00 宮城22か66-01 宮城22か66-02 計4台

97年式 宮城22か67-84 宮城22か67-85 宮城22か67-86 宮城22か67-87 計4台

98年式 宮城200か･･ 57 宮城200か･･ 58 宮城200か･･ 60 宮城200か･･ 61 計4台 計19台

〃 KL-HU2PMEA 01年式 宮城200か･4 19 宮城200か･4 21 宮城200か･4 22 計3台 計3台

〃 U-HU2MMAA改 92年式 宮城22か60-09 計1台 計1台

三　菱 KL-MP35JM 02年式 宮城200か･5 65 宮城200か･5 66 計2台 計2台

〃 KL-MP37JK改 04年式 宮城200か･9 26 宮城200か･9 27 計2台 計2台

計91台

メーカー/形式 該当する車輛

-　6　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(岡田出張所) 2005年4月現在　 岡 田

年　式 小計 中計

いすゞ U-LV224M 90年式 宮城22か55-67 計1台

91年式 宮城22か57-75 宮城22か57-76 計2台

93年式 宮城22か61-55 計1台

94年式 宮城22か62-96 宮城22か62-97 計2台 計6台

〃 KL-LV834L1 03年式 宮城200か･7 22 計1台

05年式 宮城200か10-93 計1台 計2台

日　野 U-HU2MMAA 90年式 宮城22か55-22 計1台

91年式 宮城22か57-45 宮城22か57-46 計2台

92年式 宮城22か59-58 計1台

93年式 宮城22か61-22 計1台

94年式 宮城22か62-80 宮城22か62-81 計2台 計7台

〃 KC-HU2MMCA 95年式 宮城22か64-08 計1台

96年式 宮城22か65-95 宮城22か65-96 宮城22か66-03 宮城22か66-04 宮城22か66-05 宮城22か66-06 計6台

97年式 宮城22か67-88 計1台

98年式 宮城200か･･ 56 宮城200か･･ 59 計2台 計10台

〃 KC-HU2PMCE 00年式 宮城200か･2 09 計1台 計1台

三　菱 KL-MP35JM 02年式 宮城200か･5 62 計1台 計1台

計27台

メーカー/形式 該当する車輛

-　7　-



仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(長町営業所) 2005年4月現在　 長 町

年　式 小計 中計

いすゞ U-LV224M 94年式 宮城22か62-91 宮城22か62-98 計2台 計2台

〃 U-LV218M 93年式 宮城22か61-48 計1台

94年式 宮城22か62-90 計1台 計2台

〃 KC-LV280N 95年式 宮城22か64-34 宮城22か64-35 宮城22か64-36 宮城22か64-37 宮城22か64-38 宮城22か64-39 宮城22か64-40 計7台

96年式 宮城22か65-68 宮城22か65-69 宮城22か65-70 宮城22か65-71 宮城22か65-72 計5台

97年式 宮城22か67-74 宮城22か67-75 宮城22か67-76 宮城22か67-77 計4台

98年式 宮城200か･･ 78 宮城200か･･ 79 宮城200か･･ 80 宮城200か･･ 82 計4台

00年式 宮城200か･2 03 計1台 計21台

〃 KL-LV834L1 03年式 宮城200か･7 23 計1台

04年式 宮城200か･9 08 計1台 計2台

日産ディ P-UA33L 89年式 宮城22か53-29 宮城22か53-33 計2台 計2台

〃 U-UA440LAN 90年式 宮城22か55-79 宮城22か55-80 計2台

91年式 宮城22か57-24 宮城22か57-25 宮城22か57-27 宮城22か57-28 宮城22か57-29 計5台

92年式 宮城22か59-65 宮城22か59-66 宮城22か59-67 宮城22か59-68 宮城22か59-69 計5台

93年式 宮城22か61-29 宮城22か61-31 宮城22か61-37 宮城22か61-38 宮城22か61-39 宮城22か61-40 計6台

94年式 宮城22か62-39 宮城22か62-40 宮城22か62-41 宮城22か62-43 宮城22か62-44 計5台 計23台

〃 KC-UA460LAN 95年式 宮城22か64-30 計1台

96年式 宮城22か65-81 宮城22か65-85 宮城22か65-92 計3台 計4台

〃 P-RM81GR改 88年式 宮城22か51-45 計1台 計1台

〃 U-RM210GAN 90年式 宮城22か56-33 宮城22か56-34 宮城22か56-35 宮城22か56-36 宮城22か56-37 計5台

93年式 宮城22か61-41 計1台 計6台

〃 KK-RM252GAN 02年式 宮城200か･5 72 宮城200か･5 73 計2台 計2台

日　野 KL-HU2PMEA 01年式 宮城200か･4 23 宮城200か･4 24 計2台 計2台

〃 KL-HU2PMEE 05年式 宮城200か10-76 宮城200か10-77 計2台 計2台

三　菱 KL-MP35JM 03年式 宮城200か･7 28 計1台 計1台

〃 U-MK517J 93年式 宮城22か61-46 計1台 計1台

計71台

メーカー/形式 該当する車輛
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仙台市交通局自動車部 在籍車輛表(営業所、出張所別製造メーカー分布) 2005年4月現在　 資 料

(1) 交通局自動車部全体 (4) 実沢営業所 (7) 霞の目営業所

凡例

■　いすゞ

■　日産ディーゼル

■　日野

■　三菱

(2) 川内営業所 (5) 東仙台営業所 (8) 岡田出張所

(3) 白沢出張所 (6) 七北田出張所 (9) 長町営業所
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