千葉市福祉タクシー事業協力機関
市内事業者
会社名
あ

アーク（アーク介護タクシー）
ＡＲＫ・階段昇降介助・福祉介護タクシー

中央区都町5-28-21

261-3111

中央区赤井町１0－3

愛心サービス

226-6811

若葉区大草町441-40

あおい介護タクシー

080-6570-7890

花見川区作新台6-19-1

あおぞら介護タクシー

080-4173-0704

稲毛区長沼町209-1

アクア交通

090-8042-2900

稲毛区柏台1-3-307

アシスト介護タクシー

090-3338-3359

稲毛区園生町751-4-A501

アスモ介護タクシー

0120-662-515

若葉区桜木5-10-12

ありよし介護タクシー

0120-106-073

緑区おゆみ野有吉11-20

あんしん介護タクシーポパイ

090-9685-0278

中央区星久喜町461

石田 実

284-5004

若葉区みつわ台2-43-9

いづみケアタクシー

236-3143

若葉区御成台2-8-11

稲毛構内タクシー

279-1234

美浜区高洲1-19-2

0120-454-453

若葉区小倉台6-25-18

261-0145

中央区今井1-20-7

おゆみ野 Care Taxi くまさん

080-9342-0793

緑区おゆみ野1-7-5

介護タクシーかざぐるま

090-1857-7821

中央区祐光1-16-16

オフィスヴェルデ(ヴェルデケアサービス）

介護タクシーシラキ

263-6880

若葉区大宮町2880-52

介護タクシーすずき

258-0294

花見川区千種町337-1-B-105

介護タクシーつながり

090-6172-5509

中央区村田町89-30

介護タクシーはる

0120-97-2504

中央区東千葉2-6-1-222

介護タクシーパルック（コンフォーテック）

301-3582

稲毛区小仲台8-25-1-102

介護タクシーはやし

306-6722

花見川区花見川8-17-104

介護福祉タクシーこころ

080-1077-5384

介護予防生活サポート

304-6088

花見川区幕張町1-5026-2

香音

263-0207

中央区蘇我2-16-12

キュー企画

432-4339

花見川区幕張本郷2-16-15

くまさん福祉タクシー

070-7482-0903

花見川区西小中台2-29-106

グリーンケアタクシー

235-7062

緑区古市場町718-27

ケアステーションコスモス

236-6309

若葉区千城台東4-21-6

ケアタクシー風の音

285-0675

稲毛区宮野木町 1070-2

ケアタクシーハミングバード

0120-20-5294

花見川区横戸町1557-10

ケアタクシーレジーナ（レジーナ輸送コンサルタント）

090-3877-5171

緑区おゆみ野3-18-2-403

けあまど

043-214-1071

千葉市若葉区桜木4-17-39

京成タクシー千葉

0120-81-2478

中央区末広4-27-1

美浜区稲毛海岸4-7-22

コミックトレイン

236-3143

若葉区御成台2-8-11

小湊鉄道タクシー

241-1212

美浜区新港182

在宅支援総合ケアサービス

290-1234

稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛店4階

さかい陸運倉庫

232-3311

若葉区貝塚町2039-12

さくら個人介護タクシー

236-0670

若葉区御成台2-18-5

さくらの樹

376-6151

若葉区桜木3-24-9

サポート便中山配送

216-6552

花見川区作新台6-18-2

さわやかケア・ホンマ

305-4301

花見川区千種町204-6

0120-51-3636

若葉区貝塚町2037-5

G-Power

た

中央区栄町9-11

アイケイエフ

エスエストランスポート

さ

277-2433

所在地
稲毛区園生町780 ジュネスK101号

043-231-3351

アールタクシー株式会社

か

電話
0120-972-625

鹿野西岬タクシー

261-4255

緑区古市場474-47

新興タクシー

250-6454

花見川区三角町113

スマイル

312-1710

若葉区大宮台4-11-1

すみれタクシー

273-8586

花見川区幕張本郷2-34-19

蘇我タクシー

264-6111

中央区蘇我5-22-27

創造の杜介護タクシー

386-2485

緑区あすみが丘6-39-3

第一構内タクシー

231-1972

若葉区貝塚町411

大同交通

243-2440

美浜区新港209

大房交通

422-4501

若葉区若松町713-1

ダイヤタクシー

259-2012

花見川区犢橋町1527-7

武豊

291-7877

緑区高田町182-2

たつみタクシー

241-1563

美浜区新港212-12

千葉県あすみが丘介護・福祉タクシー
千葉コアラ介護タクシー
千葉構内タクシー
千葉タクシー

0120-78-1998
227-7294
241-8181
0120-34-8181（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
264-3688

緑区あすみが丘5-16-8
中央区祐光4-16-10
中央区問屋町5-42
緑区平山町468-79

会社名
た

な
は

緑区高田町401-5

千葉れんげサービス

276-5434

花見川区花園町1574-18

天台タクシー

248-6000

中央区問屋町105-3

東部交通

291-1368

緑区誉田町1-368-3

トータル介護サービスアイ千葉営業所

295-2359

緑区あすみが丘2-41-11

トケ医療サービス

294-0176

緑区土気町1632-6

どりーむ・けあ内山

090-8856-4126

中央区仁戸名町702

とんぼタクシー（ゆーはーと）

070-5083-9107

花見川区三角町25-11

なかやタクシー

259-6522

稲毛区長沼町38-1

ニュー千葉タクシー

248-2315

美浜区新港212-3

白山自動車交通

248-6000

中央区問屋町105-3

ハッピーハート千葉作草部店

070-6446-0194

若葉区みつわ台5-35-6 内野ﾀｳﾝﾊｳｽ101号室

花園タクシー

271-3131
080-5440-3231

花見川区浪花町13-2

234-6535

若葉区桜木4-9-4

ビィカインド

268-0801

中央区仁戸名町440-8

090-5440-7808

中央区生実町2526-8

ひまわりケア

307-1886

稲毛区小中台町1770番地10

フィールドビー介護福祉タクシーがってん！となり組

301-4202

花見川区花園2-9-9

福祉タクシー朝日ヶ丘

090-3547-3731

花見川区朝日ヶ丘4-12-1 コーポ野村新検見川1-309

福祉タクシー飯田

0120-167-123

中央区宮崎町577

福祉タクシー稲毛

274-2718
0120-252-942

花見川区犢橋町51-9

福祉タクシーこむぎ

070-8404-5619

緑区あすみが丘東1-3-10

福祉タクシーさいわい

090-2919-7017

美浜区幸町2-11-17-108

福祉タクシーさいわい高洲・高浜

090-2641-7048

美浜区高浜4-10-17-101

福祉タクシー佐光

278-4408

美浜区真砂2-16-1-408

福祉タクシーさつき

080-5501-0550

花見川区宮野木台1-5-21

福祉タクシー三恵商会

258-8309

花見川区花見川4-11-302

福祉タクシーつばさ

265-6264

中央区末広3-28-4

福祉タクシー白寿

090-4417-1174

中央区道場北1-3-12

福祉タクシーぷらす・わん

0120-39-2941

稲毛区稲毛東4-4-4

福祉タクシーまごころ

239-7236

美浜区高洲3-2-12-410

福祉タクシーみはま

090-8465-9355

若葉区若松町531-500

441-7630

稲毛区宮野木町1660-6

福祉タクシーミルタク

080-4807-0477

稲毛区小仲台4-7-7

福祉タクシーゆめの木

080-7793-1001

若葉区御成台3-6

福祉タクシー若葉

090-1858-0708

若葉区中田町1193-95

308-6266

若葉区小倉町881-19

福祉のまき
富士タクシー

わ

個人

花見川区西小中台5-9-405

福祉タクシーＫアシスト

福祉タクシーみやのぎ

ら

花見川区南花園１－２－２６

ハピネス
美唄

や

所在地

292-5111

花園コアラ

ま

電話

千葉南病院（医療法人社団 紫雲会）

0120-88-1329

中央区出洲港14-6

ふっとてっく

238-6755

稲毛区稲丘町5-21ライオンズマンション稲毛205

ペロタクシー

231-3451

若葉区都賀2-16-7

豊和

緑区おゆみ野5-30-9

ほっとはぁと蘇我ケアセンター

293-7211
209-3434

ほほ笑みの杖

264-8161

中央区稲荷町3-3-3

本千葉タクシー

263-5381

中央区宮崎2-5-4

まるばやし交通

298-9271

花見川区三角町676-1

三ツ矢タクシー

244-0001

中央区南町3-10-1

めぐみサービス

080-1128-7788

緑区上大和田町280

美幸タクシー

070-4802-9683

美浜区幸町2-15-5-206

山川タクシー

294-0021

緑区大木戸町262-5

ロングライフ介護タクシー

310-3315

中央区長洲2-6-11コーポ小川1-102

両総ケイアール

234-3220

中央区都町2-11-6

和光タクシー

284-8062

稲毛区園生町666

交栄個人タクシー協同組合

259-5663

花見川区三角町257-53

千葉介護タクシー事業協同組合

292-9939

緑区高田町182

千葉県個人タクシー協同組合

233-0221
247-8658

若葉区高品町150-1

千葉個人タクシー事業団

中央区今井1-16-6

稲毛区黒砂3-8-21

※電話番号・所在地等は事業者からの届け出によりますが、詳細は各事業者にお問い合わせください。

千葉市福祉タクシー事業協力機関
市外事業者

我孫子
市 川

市 原

電話
0120-307-068

会社名
アイリスケアリムジン
うぐいすケアタクシー
介護タクシーハピネスサポート
ケアタクシーなのはな
姉ヶ崎タクシー

080-3512-6420
070-2173-8222
090-2216-3646
0436-61-0593

我孫子市中里324
我孫子市泉4-1-406
市川市幸2-5-1-208
市川市若宮3-50-21
市原市姉崎海岸60

所在地

アロハ介護タクシー

090-6929-8686

市原市西国分寺台2-18-12

市原興業IKタクシー

0436-25-2151

市原市岩崎1-32-9

市原ベイタクシー

0436-21-0700

市原市岩崎839-8

いまだ介護タクシー

0436-22-8136

市原市飯沼498-7

牛久タクシー

0436-92-1321

市原市牛久897

潤井戸タクシー

0436-74-0058

市原市潤井戸1058

ウルマツアーリングサービス

0436-21-0191

市原市五井8824

介護タクシー歩

0436-41-7729

市原市若宮1-6-3

介護サービス友乃家白金事業所

0436-63-5333

市原市五所1352-3

グッドライフ介助タクシー飯沼

0436-24-3617

市原市飯沼713-1

小湊タクシー

0436-21-1111

市原市五井中央東1-1-2

白鳥川岸タクシー

0436-41-1719

市原市市原510-1

千葉交通興業

0436-23-1792

市原市村上1367

トータルサポートサービス

0436-40-1005

市原市山田橋3－1－26 202号

となりのタクちゃん

050-3786-1093

市原市ちはら台南1-6-4

フィールドサポート

0436-67-0390

市原市山田橋186

福祉タクシー茶寿

080-1261-5432.

市原市八幡2041-1

福祉タクシーマイライフ

0436-79-6319

市原市ちはら台東2-6-18

福祉タクシーライド

080-2376-3495

市原市ちはら台西6-29-13

MARS

080-5505-2927

市原市西国吉1645-16

丸恵タクシー

0436-22-4358

市原市島野2039-1

介護タクシー は～とふる

080-5400-8341

印西市木刈2-24-2

車いすタクシーやまだ

印西市原4-5-9-403

都市交通

090-5110-4974
0120-071-258

船尾タクシー

0476-46-0239

印西市船尾805-1

ラビットケアタクシー

0120-503-604

印西市西の原2-3-6-804

介護タクシーたかはし

080-6702-6171

印旛郡栄町酒直台1-10-1

さかえ介護タクシー

080-3555-0294

印旛郡栄町安食ト杭新田902-33

ハッピーハート（エム・エヌ・エス）

0120-23-8880

印旛郡酒々井町酒々井1752

ふたば介護タクシー（アドバンス・プランニング）

080-4060-8228

印旛郡栄町酒直台2-6-12

優愛ケアステーション

043-496-8844

印旛郡酒々井町中央台1-23-8

マリナーゼ介護タクシー

090-2625-0119

浦安市猫実2-3-22

いと介護タクシー

090-4667-2228

大網白里市北今泉1145-1

大網白里 グッドライフ介助タクシー大網

080-5011-9082

大網白里市南横川3125-162

スペース・バディ

0475-70-8177

大網白里市駒込731-3

アスモ介護タクシー柏

0120-662-515

柏市今谷上町47-1 ガーデンハイツミカミ205

スカイケア

090-9847-5119

柏市南柏1-9-5 フェアエール604

リムジンケアサービス柏

04-7144-7997

柏市高田1252-10

水郷エスコート

0478-50-2929

香取市北2-14-2 笹本ビル201

檪山交通

鎌ヶ谷市くぬぎ山5-1-26

愛和福祉タクシー

047-445-2601
0120-85-8349

鴨川タクシー

0120-021-216

鴨川市横渚839

サム交通

0470-92-9612

鴨川市畑1216

君 津

モコモコタクシー

君津市鎌滝696-1

木更津

アクアサポート有限会社

0439-37-3355
0438-42-0003

おもてなし介護タクシーTsuka

0120-123-825

佐倉市中志津2-13-4

介護タクシー人力車

043-310-7750

佐倉市王子台1-8-6-1 F左

介護タクシー光の風

佐倉市上座515-64

介護タクシーふくろう

043-461-5376
0120-49-2960

ケアタクシーハピネス

080-3547-8551

佐倉市西志津1-11-8-908

ケアタクシーまねきねこ

0120-971-289

佐倉市上志津1076-36

京成タクシー佐倉

043-484-2110

佐倉市太田2306-4

コアラ佐倉

043-386-2188

佐倉市中志津7-1810-10

サムライタクシー

080-4735-3671

佐倉市上志津原63-1

志津タクシー

043-487-6729

佐倉市先崎1875

福祉タクシーＰＩＥ

043-487-6157

佐倉市上座1437番地18

ユーカリサンシャイン

043-463-5596

佐倉市宮ノ台2-28-1

ライト・ウィング

043-445-0008

佐倉市宮ノ台2-24-7

あんしん介護タクシー

080-3912-5780

白井市西白井4-4-2-101

房総自動車

0475-82-5155

山武市富田ト970－2

松尾介護タクシー
松尾タクシー
両総観光

0479-86-5283
0479-86-2153
0479-82-4733

山武市松尾町祝田108-3
山武市松尾町本柏2793-6
山武市松尾町八田166

印 西

印旛郡

浦 安

柏
香 取
鎌ケ谷
鴨 川

佐 倉

白 井

山 武

印西市瀬戸1733-10

鎌ケ谷市西道野辺14-46-306

木更津市金田東6-47-23

佐倉市上座1433-14

会社名
袖ヶ浦
長生郡

東 金

富 里

習志野

成 田

090-1666-3323
047-382-8277

マインズ，ケアタクシー

080-3575-8181

東金市菱沼783-6

介護タクシー藤本

0475-58-6308

東金市道庭1193-23

桜ケアセンター

0475-55-7583

東金市求名37-8

南総タクシー

0475-54-1281

東金市東金587-6

メディカルマーチン

0475-53-2510

東金市南上宿4-9

きよみ介護サービス

0476-85-7779

富里市日吉台5-21-13

あぴす介護タクシー

080-3573-1950

習志野市大久保1-2-13

介護タクシーあおた

080-6775-1155

習志野市大久保4-8-23

CareTaxi LifeWill（ライフウィル）

0800-808-3629

習志野市藤崎5-4-51-102

三ツ矢エミタスタクシー

0120-566-678

習志野市東習志野6-19-14

京葉タクシー

047-452-8000

習志野市茜浜1-14-4

さくら会

047-473-4673

習志野市本大久保5-7-22

ハッピーケア習志野

047-489-5027

習志野市鷺沼台3-13-5

福祉タクシーロコモーション

047-471-5665

習志野市藤崎2-6-1

参光タクシー

0476-26-3515

成田市南平台1116-5

サンベ

0476-27-6487

成田市公津の杜2-29-3

たいが企画

0476-29-5785

成田市公津の杜4-6-7

ハッピーハート成田

080-9454-8886
0476-22-7964

成田市飯仲36-21

080-1150-4437
047-461-7671

富津市二間塚1440-4

Koun
アシスト

船 橋

茂 原

八 街

四街道

県 外

成田市東和泉443番地18
船橋市習志野台7-10-18

アスモ介護タクシー船橋

0120-662-515

船橋市滝台2-1-1

エーセブン福祉タクシー

047-767-8610

船橋市大穴南2-20-31

お手伝いスタッふ介護タクシーどあーtoDoor

047-460-1850

船橋市海神2-23-28伊藤ビル1-2B

介護タクシーきずな

090-9683-1392

船橋市東船橋6-4-4

介護タクシースターシップ

047-423-0629

船橋市東船橋6-4-4

介護タクシー花笑み

0120-929-671

船橋市田喜野井1-41-7

患者等搬送介護タクシーシモムラ

047-461-0676

船橋市坪井西2-7-21

ケアタクシー・なつみ

0120-19-0723

船橋市夏見台2-4-14

ケアタクシーゆあさ

090-1846-0630

船橋市西船2-26-1-501

サポートライナー

047-711-2741

船橋市東中山2-10－30

千葉寝台自動車

0120-06-8999

船橋市習志野台8-41-10

トミー福祉タクシー

0120-103-756

船橋市前原西4-31-2津田沼スカイハイツ604

京成タクシー習志野

047-474-0113

船橋市習志野4-16-16

ハト交通

047-466-4141

船橋市滝台1-3-30

船橋コアラ

047-767-0225

船橋市田喜野井5-9-13

京成タクシー船橋

船橋市湊町2-7-7

山口福祉タクシー

047-431-7137
080-3024-8054

東タクシー

0475-22-5225

茂原市東郷１３９８番地１

あんしんタクシー

0120-666-326

茂原市茂原1565-28

オーシャンハート

0120-048-820

茂原市東郷49-5

介護タクシー青葉の森

茂原市緑ヶ丘2-15-4

介護タクシー今日まる（合同会社 香まる）

0120-17-2717
0475-44-6760

さくらサポート

0475-47-3676

茂原市東部台1-17-1

豊田福祉タクシー

0475-26-1830

茂原市長尾1982-1

ハッピーハート茂原本納店

茂原市南吉田1745-2

ふれあいサービス宝

080-9670-1463
0475-47-2106

相孝

043-441-1022

八街市八街は45-147

エイトタウン

090-3238-3393

八街市大木641-38

介護タクシー和

八街市八街に45-238

介護タクシーハッピーパートナー

090-4168-8699
080-4117-3728

元気村福祉輸送サービス

043-445-3496

八街市山田台371-7

シンシア（シンシアケアタクシー）

050-3785-7930
090-6742-1973

八街市八街に55-49

ケアサポート珊瑚タクシー
八千代

所在地
袖ケ浦市奈良輪2459-4
袖ヶ浦市蔵波1888
長生郡長南町千田800-3
長生郡白子町五井2443-1

松崎交通
富 津

電話
0438-63-1080
090-8881-1165

ふれんず虹
らくらく介護タクシー
さくら介護タクシー
ナーシングサポート

船橋市三山6-15-16

茂原市北塚113

茂原市鷲巣50-2

八街市四木２５１

八千代市八千代台南2-2-8

介護タクシーやまに

0120-294-802

八千代市八千代台東1-22-7

高千穂タクシー

047-485-9595

八千代市村上3316-20

安原運輸

047-484-0211

八千代市村上ゆりのき台8-16-2

八千代タクシー

047-483-1234

八千代市大和田474-23

飛鳥交通千葉

043-432-5440

四街道市めいわ1-25-10

いずみるケアサービス

043-309-8270

四街道市鷹の台2-25-5-2号館

ケアサポート・ローズタクシー

080-2338-0118

四街道市栗山1074

Care Taxi IDo

080-1005-1791

四街道市美しが丘1-24-10

ケアタクシースマイル

070-4130-2525

四街道市四街道2-15-34

サクラソウケアサポート

090-7833-2576

四街道市大日875-22

千葉建材

043-421-5237

四街道市大日14－4

てんケアサポートタクシー
ニュー千都タクシー
一般社団法人福祉移送ネットワーク アイラス
全国介護タクシー協会神奈川

043-422-3528
043-304-2550
0120-840-082
0466-89-0281

四街道市大日221-12
四街道市鹿放ヶ丘231-5
東京都荒川区西日暮里5-23-3冠第2ビル2F
神奈川県藤沢市石川5-9-11

※電話番号・所在地等は事業者からの届け出によりますが、詳細は各事業者にお問い合わせください。

