
日野ポンチョ（ロング）　ＢＤＧ-ＨＸ６ＪＬＡE型

１．形式等

形式 路線バスワンマン仕様改造車（ノンステップ）

全長 ６，９９０mm程度

全幅 ２，０８０mm程度

乗車定員 ３６名（座席１１名、立席２４名、運転手１名）

２．機能

エンジン １８０ＰＳ程度

サスペンション エアサスペンション

タイヤ チューブレスラジアルタイヤ

ブレーキ ＡＢＳ装備のこと

アイドルストップシステム

トランスミッション ５速ＦＦシフト

燃料 軽油

３．運転席まわり

タコグラフ 140ｋｍ/ｈ１日巻き

カラーバックモニター カラー、シャッター付

ダイヤ表差し クリップ、ランプ付き

運転席前サンバイザー 固定式

運転席荷物棚 Ｈポール上部に取り付け

運転席側窓、左方視界窓 前側ヒーター入り、ヒーターガラス

バックミラー ヒーター入り

４．外装

フロントウインドウ １枚ガラス、オーバーラップ式ワイパー

サイドウインドウ 右側：上部引違式　左側：固定式

リヤウインドウ

車イス用スロープ板 着脱式（折りたたみ式）

前方向幕窓 ＬＥＤ表示器

側方向幕窓 ＬＥＤ表示器

後方向幕窓 ＬＥＤ表示器

車外照射灯 乗車口上部

乗降中表示灯 後面取付

５．内装

シート表面 モケット張り

海っ子バス（小型）特別仕様明細書



天井内板 ビニールレイザー

窓柱カバー 鋼板塗装

腰板 ビニールレイザー

ウインドトリム 樹脂成型品

床上張り ノンスリップ材

６．空調

冷暖房 メーカー標準

７．室内照明

室内灯 ２灯式蛍光灯（カバー：乳白色）

ステップ照明灯 各ステップ天井部

８．室内装備品

車いす固定装置 １脚分

車いす固定用収納ベルト収納装置 １脚分

運転席仕切 パイプ式

出入口仕切 パイプ式

天井・立席握棒 吊革含む

Ｈポール広告枠 アルミ製１か所取り付け

天井Ｒ部広告枠 バンド式左右取り付け

カーテン・シートカバー 窓側に取り付け（１重・横引式）、１セット

９．ワンマン機器

運賃箱

停留所名表示器 ２段式

ワンマン用放送装置 音声合成データ含む、操作ＳＷ、操作モニター、ピンマイク付き

室内スピーカー ２個

インターホン

降車合図装置 降車合図ボタン、停車パイロットランプ（２個）、チャイム

整理券・乗継券発行機 （サーマル印字式）

10．その他

シャシ工具 積込

注油口蓋 全周ステンレス巻き

ナンバー枠 取付



いすゞエルガミオ　ＳＤＧ－ＬＲ２９０Ｊ1ＡＦ７ＪＰ2-ＳＭ

１．形式等

形式 路線バスワンマン仕様改造車（ノンステップ）

全長 ８，９９０mm程度

全幅 ２，３１５mm程度

乗車定員 ５９名（座席２７名、立席３１名、運転手１名）

２．機能

エンジン ２４０ＰＳ程度

サスペンション エアサスペンション

タイヤ チューブレスラジアルタイヤ

ブレーキ ＡＢＳ装備のこと

アイドルストップシステム ＩＳＳ付

トランスミッション ５速ＡＴ

車高調整 アップ＋ダウン

燃料 軽油

３．運転席まわり

電気式タコグラフ ７日巻

グリス・オ・マット カートリッジ式

カラーバックモニター カラー、シャッター付（ｸﾗﾘｵﾝ製：ﾓﾆﾀｰ：CJ981Ｂ、ｶﾒﾗ：CC2001Ｂ)

ドライブレコーダー/５カメラ
クラリオン製：前カメラ（STR200）、8ｃｈドライブレコーダー（CL8CM）、ドーム
カメラ（STC300HD)

ダイヤ表差し

運転席後カーテン

運転席ルームラック

運転席窓ガラス 前側ヒーター入り

側面窓ガラス 逆Ｔ型サンベールグリーン50

運転席照射灯

バックミラー 左右ヒーター入り

４．外装

フロントウインドウ 左右分割式

サイドウインドウ グリーンガラス

サイドデフロスター 取付

前扉窓ガラス ヒーター入り

扉ロック装置 前・中扉に取付

車イス用スロープ板 中扉部（手動引出式）

海っ子バス（中型）特別仕様明細書



前方向幕窓 ＬＥＤ表示器（ｸﾗﾘｵﾝ製：ＣＹ5000）

側方向幕窓 ＬＥＤ表示器（ｸﾗﾘｵﾝ製：ＣＹ5200）

後方向幕窓 ＬＥＤ表示器（ｸﾗﾘｵﾝ製：ＣＹ5100）

車外照射灯 前扉上部、中扉上部取付

乗降注意灯 後面取付（レシップ製：DFJ156）

左折ミラー

５．内装

シート表面 モケット張り

天井内板 鋼板塗装

腰板 鋼板塗装

ステップ 縁材：アルミ型材

ステップ 踏み板：ノンスリップタイプ（黄色）

床上張り ノンスリップタイプ

６．空調

冷暖房 暖房：温水予熱器/プレヒーター、デンソー製（DWX－G18）

７．室内照明

室内灯 大型蛍光灯

８．室内装備品

車いす固定装置 １脚分

車いす固定用収納ベルト収納装置 １脚分

運転席仕切り パイプ式

立席握り棒 吊革含む

運賃表示機 クラリオン製：グラフィックスＡＧＳ　ＣＡ5100ＡＡ

路線図枠 Ｈポールに取付

室内広告 アルミレールＢ３サイズ

室内カーテン

９．ワンマン機器

運賃箱 小田原製（RX-SB）

ワンマン用放送装置一式
音声合成データ含まず、操作ＳＷ、操作モニター、ピンマイク付きクラリオン
製（CA6000)

室内スピーカー ２個、クラリオン製（SPＣ-100-100ＳＡ)

インターホン クラリオン製（Cｌ-1100）

降車合図装置 降車合図ボタン、停車パイロットランプ（２個）、チャイム

整理券・乗継券発行機 サーマル印字式、小田原製（SAN-VｌN）

10．その他

宝くじクーちゃん表示シ－ル カッティングタイプ　B３サイズ４面設置

シャシ工具 積込み

工具箱 客席下取付



日野レインボー　２ＫＧ－ＫＲ２９０Ｊ４型（郊外Ⅰ型）

１．形式等

形式 路線バスワンマン仕様改造車（ノンステップ）

全長 ８，９９０mm程度

全幅 ２，３００mm程度

乗車定員 ５９名（座席２６名、立席３２名、運転手１名）

２．機能

エンジン ２１０ＰＳ程度

サスペンション エアサスペンション

タイヤ ＭＩＸタイヤ

ブレーキ ＡＢＳ装備のこと

アイドルストップシステム 装備のこと

トランスミッション ６速ＡＭＴ

車高調整 ニーリング＋アップ＋ダウン

燃料 軽油

３．運転席まわり

電気式タコグラフ １２０㎞／１日

グリス・オ・マット カートリッジ式

カラーバックモニター カラー、シャッター付

ドライブレコーダー/５カメラ 前カメラ、8ｃｈドライブレコーダー、ドームカメラ

ダイヤ表差し

運転席後カーテン

運転席ルームラック

運転席窓ガラス 前側ヒーター入り

側面窓ガラス 逆Ｔ型サンベールグリーン50

運転席照射灯

バックミラー 左右ヒーター入り

４．外装

フロントウインドウ 左右分割式

サイドウインドウ グリーンガラス

サイドデフロスター 取付

前扉窓ガラス ヒーター入り

扉ロック装置 前・中扉に取付

車イス用スロープ板 中扉部（手動引出式）

海っ子バス（中型）特別仕様明細書



前方向幕窓 カラーＬＥＤ行先表示器（レシップ製：ＤＦＥ-Ｃ11ＷＷ00）

側方向幕窓 カラーＬＥＤ行先表示器（レシップ製：ＤＦＥ-Ｃ22ＷＷ00）

後方向幕窓 カラーＬＥＤ行先表示器（レシップ製：ＤＦＥ-Ｃ33ＷＷ00）

車外照射灯 前扉上部、中扉上部取付

乗降注意灯 後面取付（レシップ製：DFJ156）※ＳＯＳ表示付

左折ミラー

５．内装

シート表面 モケット張り

天井内板 鋼板塗装

腰板 鋼板塗装

ステップ 縁材：アルミ型材

ステップ 踏み板：ノンスリップタイプ（黄色）

床上張り ノンスリップタイプ

６．空調

冷暖房 パッケージクーラーシステム（直結式）【デンソー製】

７．室内照明

室内灯 ＬＥＤ式

８．室内装備品

車いす固定装置 １脚分

車いす固定用収納ベルト収納装置 １脚分

運転席仕切り パイプ式

立席握り棒 吊革含む

運賃表示機
1話者仕様　ＯＢＣ-ＶＩＳＩＯＮ（レシップ製：ＤＦＬ-22Ｗ12-ＤＴ1）、合成音声機
能付、表示データ含む　取付

路線図枠 Ｈポールに取付

室内広告 アルミレールＢ３サイズ

室内カーテン

９．ワンマン機器

運賃箱 即時計数機付（レシップ製：ＬＦＺ-Ｂタイプ）

ワンマン用放送装置一式
レシップ製：系統操作盤（ＤＦＬＰ-03）、放送操作盤（ＤＦＬＰ-02）、帽子掛けマイク（Ｅ
Ｍ-257Ｌ）、マイクジャック（ＤＶＭＪ-2）、ハーネス一式、音声合成データ含む

スピーカー 室内２個、室外１個　取付

インターホン 取付

降車合図装置 降車合図ボタン、停車パイロットランプ（２個）、チャイム

整理券発行機 サーマル印字式、レシップ製：ＬＴＭ01

10．その他

ＵＳＢ充電器 ８個　取付（レシップ製：ＵＳＢ-7Ｒ5Ｂ124-004）

表示シ－ル カッティングタイプ（キャラクター：ミーナ、文字：海っ子バス）各４ヵ所

シャシ工具 積込み

工具箱 客席下取付



日野レインボー　２ＫＧ－ＫＲ２９０Ｊ４型（郊外Ⅰ型）

１．形式等

形式 路線バスワンマン仕様改造車（ノンステップ）

全長 ８，９９０mm程度

全幅 ２，３００mm程度

乗車定員 ５９名（座席２６名、立席３２名、運転手１名）

２．機能

エンジン ２１０ＰＳ程度

サスペンション エアサスペンション

タイヤ ＭＩＸタイヤ

ブレーキ ＡＢＳ装備のこと

アイドルストップシステム 装備のこと

トランスミッション ６速ＡＭＴ

車高調整 ニーリング＋アップ＋ダウン

燃料 軽油

３．運転席まわり

電気式タコグラフ １２０㎞／１日

グリス・オ・マット カートリッジ式

カラーバックモニター カラー、シャッター付

ドライブレコーダー/５カメラ 前カメラ、8ｃｈドライブレコーダー、ドームカメラ

ダイヤ表差し

運転席後カーテン

運転席ルームラック

運転席窓ガラス 前側ヒーター入り

側面窓ガラス 逆Ｔ型サンベールグリーン50

運転席照射灯

バックミラー 左右ヒーター入り

４．外装

フロントウインドウ 左右分割式

サイドウインドウ グリーンガラス

海っ子バス（中型）特別仕様明細書



サイドデフロスター 取付

前扉窓ガラス ヒーター入り

扉ロック装置 前・中扉に取付

車イス用スロープ板 中扉部（反転式）

前方向幕窓 カラーＬＥＤ行先表示器（レシップ製：ＤＦＥ-Ｃ11ＷＷ00）　※データ含む

側方向幕窓 カラーＬＥＤ行先表示器（レシップ製：ＤＦＥ-Ｃ22ＷＷ00）　※データ含む

後方向幕窓 カラーＬＥＤ行先表示器（レシップ製：ＤＦＥ-Ｃ33ＷＷ00）　※データ含む

車外照射灯 前扉上部、中扉上部取付

乗降注意灯 後面取付（レシップ製：DFJ156）　※ＳＯＳ表示付

左折ミラー

５．内装

シート表面 モケット張り

天井内板 鋼板塗装

腰板 鋼板塗装

ステップ 縁材：アルミ型材

ステップ 踏み板：ノンスリップタイプ（黄色）

床上張り ノンスリップタイプ

６．空調

冷暖房 パッケージクーラーシステム（直結式）【デンソー製】

７．室内照明

室内灯 ＬＥＤ式

８．室内装備品

車いす固定装置 １脚分

車いす固定用収納ベルト収納装置 １脚分

運転席仕切り パイプ式

立席握り棒 吊革含む

運賃表示機
1話者仕様　ＯＢＣ-ＶＩＳＩＯＮ（レシップ製：ＤＦＬ-22Ｗ12-ＤＴ1）、合成音声
機能付、表示データ含む　取付

路線図枠 Ｈポールに取付

室内広告 アルミレールＢ３サイズ

室内カーテン

９．ワンマン機器

運賃箱 即時計数機付（レシップ製：ＬＦＺ-Ｂタイプ）　※解錠器は含まない

ワンマン用放送装置一式 レシップ製：系統操作盤（ＤＦＬＰ-03）、放送操作盤（ＤＦＬＰ-02）、帽子掛けマイク（Ｅ
Ｍ-257Ｌ）、マイクジャック（ＤＶＭＪ-2）、ハーネス一式、音声合成データ含む

スピーカー 室内２個、室外１個　取付

インターホン 取付

降車合図装置 降車合図ボタン、停車パイロットランプ（２個）、チャイム

整理券発行機 サーマル印字式、レシップ製：ＬＴＭ01

10．その他

ＵＳＢ充電器 ８個　取付（レシップ製：ＵＳＢ-7Ｒ5Ｂ124-004）

表示シ－ル カッティングタイプ（キャラクター：ミーナ、文字：海っ子バス）各４ヵ所

シャシ工具 積込み

工具箱 客席下取付


