
R4.2.21

　◎市内 ※ご住所によって迎車を依頼できない場合がありますので、事前に各タクシー会社にご確認ください。

名称 所在地 電話番号

1 船尾タクシー 印西市船尾８０５－１ ０４７６－４６－０２３９

2 大成交通 印西市造谷５４５－１ ０４７６－９９－１１９５

3 （株）都市交通 印西市瀬戸１７３３－１０ ０４７６－９８－１２５１

4 ☆車いすタクシーやまだ 印西市原４－５－９－４０３ ０９０－５１１０－４９７４

5 ☆介護タクシー きかり 印西市木刈２－１８－５ ０８０－８９０２－０３３７

6 ☆介護タクシー は～とふる 印西市木刈２－２４－２ ０８０－５４００－８３４１

7 ☆ラビットケアタクシー 印西市西の原２－３－６－８０４ ０８０－４３７４－３１２７

　◎市外
名称 所在地 電話番号

8 ☆あんしん介護タクシー 白井市西白井４－４－２－１０１ ０８０－３９１２－５７８０

9 白井タクシー 白井市根１０７１－６ ０４７－４９１－０９０４

10 エミタスタクシー北総㈱ 白井市根６０－６０ ０４７－４９１－０８６２

11 ☆介護タクシー 菜のはな 白井市大山口１－１７－１７ ０９０－７２３９－２０４６

12 ☆介護タクシー テアシ 白井市清水口１－５－１－５０１ ０９０－２４９９－１８１３

13 ☆ハッピーハート 印旛郡酒々井町酒々井１７５２ ０４３－４９６－８８８６

14 ☆優愛ケアステーション 印旛郡酒々井町中央台１－２３－８ ０４３－４９６－８８４４

15 潤間乗用自動車有限会社 印旛郡酒々井町上本佐倉２１２ ０４３－４９７－０８１１

16 ☆さかえ介護タクシー 印旛郡栄町安食ト杭新田９０２－３３ ０８０－３５５５－０２９４

17 ☆ふたば介護タクシー 印旛郡栄町酒直台２－６－１２ ０４７６－８５－０８３８

18 ☆介護タクシーたかはし 印旛郡栄町酒直台１－１０－１ ０８０－６７０２－６１７１

19 ☆介護タクシーハッピーONE 印旛郡栄町安食２８４６－５ ０９０－３６９４－５０４４

20 ☆友介護タクシー 印旛郡栄町竜角寺台４－５－２ ０８０－５６４８－５５８９

21 京成タクシー成田（株） 成田市花崎町７５０－１ ０１２０－３７－５５１９

22 参光タクシー㈱ 成田市南平台１１１６－５ ０４７６－２６－３５１１

23 ☆成田ケアステーション 成田市公津の杜６－１８－３ ０４７６－２８－１１１８

24 ☆介護・福祉タクシー あじさい 成田市船形５４１－１ ０４７６－２９－４６３１

25 多古タクシー㈲ 成田市取香５５８－３ ０４７６－３２－０３７０

26 ☆国際空港交通㈱ 成田市馬場１１－５ ０４７６－２４－２６６５

27 ☆㈱たいが企画 成田市公津の杜４－６－７ ０４７６－２９－５７８５

28 ☆ハヤシ介護移送サービス 成田市公津の杜２－４１－３ ０９０－７００２－０５９０

29 ☆サンベ 成田市公津の杜２－２９－３ ０４７６－２７－６４８７

30 ☆ハッピーハート　成田店 成田市飯仲３６－２１ ０４７６－３６－８８８６

31 松崎交通㈱ 成田市東和泉４４３－１８ ０４７６－２２－７９６４

32 ☆介護タクシーむらた 成田市中台１－２－１１２ ０９０－３２０２ー４３５２

33 ☆京成タクシー佐倉㈱ 佐倉市太田２３０６－４ ０１２０－３７－５５１９

34 ☆介護タクシー 光の風 佐倉市上座５１５－６４ ０８０－５４８５－３８０７

35 ☆志津タクシー㈲ 佐倉市先崎１８７５ ０４３－４８７－６７２９

36 ☆NPO法人ユーカリサンシャイン 佐倉市宮ノ台２－２８－１ ０４３－４６３－５５９６

37 ☆ケアタクシー ハピネス 佐倉市西志津１－１１－８－９０８ ０８０－３５４７－８５５１

38 ☆やまびこクラブ介護タクシー 佐倉市鏑木町３４６ ０８０－７８２５－２７９０

39 ☆サムライタクシー 佐倉市上志津原６３－１ ０４３－３７６－２８７８

40 ☆ケアタクシー まねきねこ 佐倉市上志津１０７６－３６ ０１２０－９７１－２８９

41 ☆㈱コアラ佐倉 佐倉市中志津７－１８１０－１０ ０４３－３８６－２１８８

42 ☆福祉タクシーＰＩＥ 佐倉市上座１４３７－１８ ０９０－２７４４－１３２９

43 ☆介護タクシー ふくろう 佐倉市上座１４３３－１４ ０１２０－４９－２９６０

44 ☆おもてなし介護タクシーＴｓｕｋａ 佐倉市中志津２－１３－４ ０１２０－１２３－８２５

45 ☆介護タクシー人力車 佐倉市王子台１－８－６－１Ｆ左 ０４３－３１０－７７５０

46 ☆水郷エスコート 香取市北２－１４－２ ０４７８－５０－２９２９

47 ☆北総ドライブサービス 八千代市ゆりのき台６－１－２ ０４７－４８０－６１９５

48 飛鳥交通千葉㈱ 八千代市大和田新田１０２－３ ０４７－４５９－７０６２

49 勝田台交通㈱ 八千代市上高野１５３７ ０４７－４８４－８２１１

50 ㈲高千穂タクシー 八千代市村上３３１６－２０ ０４７－４８５－９５９５

51 八千代タクシー 八千代市大和田４７４－２３ ０４７－４８３－１２３４
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福祉タクシー協力会社一覧　（裏面にも記載あり）

備考
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名称 所在地 電話番号 備考

52 相内タクシー 八千代市大和田新田９０８－１ ０９０－７００４－６０９５

53 ☆よつ葉 八千代市大和田新田９４９－１０ ０４７－４０５－２４０１

54 今井タクシー 我孫子市下ヶ戸１８２５－６ ０４－７１８２－１３４１

55 豊島交通㈱ 我孫子市東我孫子１－１－２ ０４－７１８３－５００１

56 ㈱ニュー東豊 我孫子市我孫子１－２４－２５ ０４－７１８３－３３２２

57 第一富士交通㈱ 我孫子市青山台４－２１－１４ ０４－７１８４－５０３９

58 ☆山口介護タクシーサービス 我孫子市南新木４－１７－８－１０２ ０４－７１９９－３１３２

59 ☆アイリスケアリムジン 我孫子市中里３２４ ０１２０－３０７－０６８

60 ☆ケアタクシー『あびこ』 我孫子市湖北台８－９－６ ０９０－２５３８－１６０３

61 ☆うぐいすケアタクシー 我孫子市泉４－１－４０６ ０８０－３５１２－６４２０

62 ☆介護タクシーケアプライド 我孫子市中里１４０－５
①04-7199-9483
②070-1430‐9591

63 協進交通㈲ 鎌ヶ谷市東初富１－１１－８ ０４７－４４６－７３３７

64 ☆㈲やまびこ 鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷３－２３－５２ ０４７－４９９－１８８１

65 ☆愛和福祉タクシー 鎌ヶ谷市西道野辺１４－４６－３０６ ０１２０－８５－８３４９

66 成田タクシー㈱ 富里市日吉倉１０８０－２８ ０１２０－５５０－９６５

67 （株）きよみ介護サービス 富里市日吉台５－２１－１３ ０４７６－８５－７７７９

68 ☆ケアサポート　ローズタクシー 四街道市栗山１０７４ ０８０－２３３８－０１１８

69 ☆いずみるケアサービス 四街道市大日５０５－２０ ０１２０－９１８－７７０

70 ☆介護タクシー和 八街市八街に４５－２３８ ０９０－４１６８－８６９９

71 ☆マインズ，ケアタクシー 東金市菱沼７８３－６ ０８０－３５７５－８１８１

72 千葉タクシー㈱ 柏市東１－３－１２ ０４－７１６６－９１２３

73 ☆笑みりぃ 柏市緑ヶ丘２３－２ ０４－７１６６－６８８８

74 ☆リムジンケアサービス柏 柏市高田１２５２－１０ ０４－７１４４－７９９７

75 ☆ケアタクシー じんじん 柏市松葉町４－１－１６－４０４ ０９０－１６１６－２５８９

76 ☆沼南介護タクシー 伝六 柏市手賀６０７ ０９０－５１７１－０１５０

77 ㈲丸十タクシー 船橋市藤原５－８－５ ０４７－４３８－３１９１

78 船橋タクシー㈲ 船橋市藤原５－８－５ ０４７－４３８－３１９１

79 ☆介護タクシー 花笑み 船橋市田喜野井１－４１－７ ０１２０－９２９－６７１

80 ☆トミー福祉タクシー 船橋市前原西４－３１－２－６０４ ０１２０－１０３－７５６

81 ☆患者等搬送介護タクシーシモムラ 船橋市坪井西２－７－２１ ０４７－４６１－０６７６

82
☆㈱地域福祉研究社 山口福祉タク
シー 船橋市三山６－１５－１６ ０８０－３０２４－８０５４

83 ☆サポートライナー 船橋市東中山２－１０－３０ ０４７－７１１－２７４１

84 ☆ケアタクシー ゆあさ 船橋市西船２－２６－１－５０１ ０９０－１８４６－０６３０

85 ☆エーセブン福祉タクシー 船橋市大穴南２－２０－３１ ０４７－７６７－８６１０

86 みさきタクシー 船橋市二和東６－２９－２９ ０４７－４４８－８０００

87 ☆ふなばし福祉タクシー 船橋市南本町３－９ ０９０－４７０４－４９２０

88 ☆介護タクシーラクだ 船橋市新高根１－１８－２６ ０８０－３４３８－７５３５

89 八幡交通㈱ 市川市北方１－２６－７ ０４７－３３４－２１１４

90 浦安タクシー㈲ 市川市千鳥町７ ０４７－７０１－１９００

91 ☆介護タクシー ミント 松戸市日暮３－１６－４６ ０１２０－９１１－７７６

92 ☆ケアタクシー のぞみ 松戸市秋山１－９－１２ BELISTA秋山駅前３０２号 ０１２０－９９３－８９２

93 ☆エムズケアタクシー 松戸市小金原５－１３－３６ ０８０－４０８３－７９２６

94 ☆おもてなし本舗マリナーゼ介護タクシー 浦安市猫実２－３－２２ ０９０－２６２５－０１１９

95 ㈲ニュー千都タクシー 千葉市美浜区新港１８５ ０４３－２４３－２２１１

96 稲毛構内タクシー 千葉市美浜区高洲１－１９－２ ０４３－２７９－１２３４

97 ☆㈱アップル　すみれ介護 千葉市花見川区横戸台４５－５ ０９０－３１０６－２８５９

98 ☆くまさん福祉タクシー 千葉市花見川区西小中台２－２９－１０６ ０７０－７４８２－０９０３

99 ☆福祉のまき 千葉市若葉区小倉町８８１－１９ ０４３－３０８－６２６６

100 ☆㈱広絆　福祉タクシー若葉 千葉市若葉区中田町１１９３－９５ ０９０－１８５８－０７０８

101 ☆ケアタクシー;レジーナ 千葉市緑区おゆみ野３－１８－２－４０３ ０９０－３８７７－５１７１

102 ☆ケアタクシー風の音 千葉市稲毛区宮野木町１０７０－２ ０８０－３３９０－９３３８

103 ☆介護タクシーやすなが（株） 千葉市稲毛区稲毛町５－６０８－２ ０４３－３０７－４６７１

104 ☆アイラス 東京都荒川区西日暮里５－２３－３　 ０１２０－８４０－０８２

☆印のタクシー会社には、車いすで乗車できるタクシーがあります。
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