鎌ケ谷市福祉タクシー利用券が利用できる事業者
令和2年4月1日現在
事業者名

事業所住所

問合せ先

【鎌ケ谷市】
協進交通㈲

鎌ケ谷市東初富1-11-8

㈲やまびこ
愛和福祉タクシー
㈱檪山交通

鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-23-17-1
鎌ケ谷市西道野辺14-46-306
鎌ケ谷市くぬぎ山5-1-26

㈱共生

鎌ケ谷市初富800-541

わらっ亭ケアタクシー

TEL:047-444-4592
FAX:047-446-7336
047-446-6555
0120-85-8349
047-442-1515
TEL:047-393-8931
FAX:047-393-8941

【船橋市】
㈲丸十タクシー

船橋市藤原5-8-5

鎌ケ谷タクシー㈱

船橋市二和東6-29-26

船橋タクシー㈲

船橋市藤原5-8-5

千葉県西部個人タクシー協同組合
個人タクシー京葉協同組合
エムティ㈲イースタン
日個連千葉県事業協同組合
介護タクシー どあー to Door
船橋交通(株）
介護タクシー スターシップ
㈲アシスト
飛鳥交通船橋㈱
東和サービス
トミー福祉タクシー
患者等搬送介護タクシー シモムラ
福祉タクシーふくろう
介護タクシー 花笑み
株式会社みさきタクシー
介護タクシーきずな
あったかホーム介護タクシー

船橋市西船7-5-20-205
船橋市薬円台5-9-2 TMビル201
船橋市二和西2-12-10
船橋市古作2-1-5-202
船橋市海神2-23-28 伊藤ビル1B
船橋市湊町2-7-7
船橋市東船橋6-4-4
船橋市習志野台7-10-18
船橋市浜町1-5-101
船橋市上山町3-597-57
船橋市前原西4-31-2-604
船橋市坪井西2-7-21
船橋市西船1-16-12
船橋市田喜野井1-41-7
船橋市二和東6-29-29
船橋市東船橋6-4-4
船橋市二和東5-14-2

三田下総交通㈱

船橋市栄町1-12-2

山口福祉タクシー

船橋市三山6-15-16

豊田商事㈱
バディシステム㈱
㈱シーナリー
おもてなし介護タクシーアリス

船橋市習志野台8-9-8
船橋市前貝塚町588-1-808
船橋市咲が丘1-31-3-302
船橋市藤原1-7-8

サポート

船橋市東中山2-10-30

ライナー

ファミリア
ケアタクシー・なつみ
ケアタクシー ゆあさ
介護タクシー すみれ
エーセブン福祉タクシー
【松戸市】
㈲石原タクシー
千葉県東葛個人タクシー協同組合
京成タクシー松戸東株式会社

船橋市前貝塚1008-1
船橋市夏見台2-4-14
船橋市西船2-26-1-501
船橋市高野台4-5-34
船橋市大穴南2-20-31

TEL:047-438-3191
FAX:047-438-0018
047-449-2811
TEL:047-438-3191
FAX:047-438-0018
047-334-1241
0120-578-250
047-449-0122
047-336-3464
0120-601-807
047-434-3579
047-425-5514
047-463-2401
047-431-7123
047-402-3722
0120-103-756
047-461-0676
0800-080-2960
0120-929-671
047-448-8000
047-411-9943
047-407-1354
TEL:047-495-5519
FAX:047-433-5115
TEL:080-3027-8054
FAX:047-413-0245
047-465-1038
047-712-1630
047-419-3080
090-7902-5526
TEL:047-711-2741
FAX:047-312-6522
047-401-3677
090-7277-5709
090-1846-0630
0120-013-729
047-767-8610

㈲東葛運転代行社
小金交通㈱
葵介護サービス
㈱エフ・ディ・シー
介護タクシーハートフルサービス
介護タクシーミント

松戸市六実4-5-1
松戸市松戸新田119-2
松戸市金ケ作408-357
松戸市松戸新田24-5-15 京葉流通センター5号棟
15
松戸市南花島1-7-10
松戸市小金きよしケ丘3-25-10
松戸市横須賀2-21-11
松戸市上本郷2775-2
松戸市日暮7-1-221
松戸市日暮3-16-46

ケアタクシーのぞみ

松戸市秋山1-9-12 BELISTA秋山駅前302号

㈱ダブリュータクシー
ケアタクシー たなか
エムズケアタクシー
㈲アウル

松戸市栄町西5-1344-1
松戸市新松戸北1-2-1新松戸ｺｰﾎﾟA812
松戸市幸谷1507－19
松戸市小金きよしケ丘3-12-2

オネストケアタクシー

松戸市秋山373-39

㈲グルントオヤマ
heart of gold 介護タクシー
京成タクシー松戸西株式会社
介護タクシーらびっと
介護タクシーきゃりむ
マツドタクシー株式会社イースタン
【市川市】
八幡交通㈱
ヒノデ第一交通㈱
介護タクシー千葉・おりづる
ふじおケアタクシー
【柏市】
東葛ケアタクシーサービス
かしわ介護タクシーいしい
リムジンケアサービス柏
介護タクシー まるひと
笑みりぃ
ニコニコケアサービス
くまさん介護タクシー
介護タクシー がってん!！
ケアタクシーじんじん
㈱ハート＆ハート
【白井市】
ケアグループ あい・あい
介護タクシー菜のはな
介護タクシー テアシ
あんしん介護タクシー

松戸市常盤平6-3-3
松戸市幸谷459-3 メイクスC-201
松戸市小根本152-4
松戸市六実5-21-15
松戸市五香4-47-2 ノーブル元山102
松戸市紙敷863

047-362-6363
047-341-3578
047-710-3152
047-364-5860
047-389-0650
0120-911-776
TEL:0120-993-892
FAX:047-727-6191
0120-817-222
0120-418-170
080-4083-7296
047-710-9991
TEL:080-1105-2010
FAX:047-391-8571
047-384-4261
090-8048-2785
047-368-2266
080-6606-6385
090-6659-2177
047-392-1340

市川市本北方1-26-7
市川市高谷1949-12
市川市曽谷1-10-22
市川市宮久保6-9-1

047-334-1166
047-328-4530
090-2239-1185
0120-236-240

柏市青葉台2-24-1-113
柏市塚崎1308-7
柏市高田1252-10
柏市名戸ヶ谷911
柏市緑ヶ丘23-2
柏市大室1799-105
柏市豊四季512-57-101
柏市逆井5-14-13
柏市松葉町4-1-16-404
柏市豊四季61番地

04-7176-9276
04-7191-5551
04-7144-7997
04-7164-3471
04-7166-6888
080-1809-9492
080-4791-9118
04-7176-7187
04-7133-3892
04-7144-3725

白井市根129
白井市大山口1-17-17
白井市清水口1-5-1-501
白井市西白井4-4-2 K.ｳｪﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ101

047-492-1236
090-7239-2046
047-402-6780
080-3912-5780

㈱えいじれすデザイン事務所

047-387-0021
047-330-3741
047-386-5031
047-367-0339

【その他の地域】
㈲ナーシングサポート

浦安市高洲6-1

マリナーゼ介護タクシー

浦安市猫実2-3-22

アイリスケアリムジン㈱
うぐいすケアタクシー
京成タクシー東葛株式会社
介護タクシー 輝
交栄個人ﾀｸｼｰ協同組合

我孫子市中里324
我孫子市泉4-1-406
我孫子市我孫子3-1-15
流山市駒木560-30
千葉市花見川区三角町257-53

介護タクシーはる

千葉市中央区東千葉2-6-1-222

㈲サポート便 中山配送
㈱アップル すみれ介護タクシー
福祉タクシー若葉

千葉市花見川区作新台6-18-2
千葉市花見川区横戸台45-5
千葉市若葉区中田町119-95

福祉タクシー

千葉市美浜区高洲3-2-12-410

まごころ

潮音の街4-306号

ケアタクシーレジーナ
くまさん福祉タクシー
ケアタクシー ハミングバード
三ツ矢エミタスタクシー株式会社
㈲神崎交通
いずみるケアサービス
介護タクシーきかり
介護タクシーハートフル
ラビットケアタクシー
㈱都市交通
ケアタクシー ハピネス
サムライタクシー

千葉市緑区おゆみ野3-18-2-403
千葉市花見川区西小中台2-29-106
千葉市花見川区横戸町1557-10
習志野市東習志野6-19-14
八千代市大和田新田1080-1
四街道市大日505-20
印西市木刈2-18-5
印西市木刈2-24-2
印西市西の原2-3-6-804
印西市瀬戸1733-10
佐倉市西志津１-11-8-908
佐倉市上志津63-1

ケアタクシーまねきねこ

佐倉市上志津1076-36

おもてなし介護タクシー
介護タクシー 人力車
介護タクシーふくろう
㈱サンベ

Tsuka

佐倉市中志津2-13-4
佐倉市王子台1-8-6 1F左
佐倉市上座1433-14
成田市公津の杜2-29-3

㈱たいが企画

成田市公津の杜4-6-7-Ｂ106

ハッピーハート 成田店
介護タクシー ハッピーハート
さかえ介護タクシー

成田市飯仲36-21
印旛郡酒々井町酒々井1752
印旛郡栄町安食ト杭新田902-33

ふたば介護タクシー

印旛郡栄町酒直台2-6-12

㈲鴨川タクシー
㈱ほがらか
介護タクシー和
(社)福祉移送ネットワークアイラス

鴨川市横渚839
鴨川市池田98
八街市八街に45-238
東京都荒川区西日暮里5-23-3

冠第2ビル2階

080-4366-2320
TEL:090-2625-0119
FAX:047-351-7502
0120-307-068
080-3512-6420
04-7182-4079
070-1401-0077
0120-578-250
TEL:080-3593-0025
FAX:043-284-3230
043-216-6552
043-310-3004
090-1858-0708
TEL:043-239-7236
FAX:043-239-7268
090-3877-5171
070-7482-0903
090-9811-0294
0120-566-678
047-450-6020
043-309-8270
080-8902-0337
080-5400-8341
0120-503-604
0476-98-0100
080-3547-8551
080-4735-3671
TEL:0120-971-289
FAX:043-497-2503
0120-123-825
043-310-7750
0120-49-2960
0476-27-6487
TEL:0476-29-5785
FAX:0476-29-5787
0476-36-8886
043-496-8886
080-3555-0294
TEL:0476-85-0838
FAX:0476-29-4525
047-092-1216
04-7049-5300
090-4168-8699
03-5810-6231

