
白井市福祉タクシー利用券を使用できるタクシー事業者一覧表

※車いす乗り入れ可能タクシーにつきましては、登録が必要な場合や、一般のタクシーとは料金体系が異なることがありますので、事前に事業者に確認してください。
※事業者は随時追加しますが、紙面での反映は遅れる場合がございます。最新のものはHPをご確認ください。

《市内》 令和4年11月11日現在
車いす

乗り入れ可能 名称 所在地 電話番号 ホームページアドレス

○ あんしん介護タクシー 白井市西白井4-4-2Kウェルレジデンス101 ０８０-３９１２-５７８０ http://www.anshin-kaigotaxi.com/

エミタスタクシー北総(株) 白井市根60-60 ０１２０-８８１-２０７ http://www.emitas.jp/group/emitas-taxi-shirai.html

○ 介護タクシーテアシ 白井市清水口1-5-1-501 ０４７-４０２-６７８０ http://www.teasi-kaigo.com/default.html

○ 介護タクシー菜のはな 白井市大山口1-17-17 ０９０-７２３９-２０４６ http://nanohana.goodlook.jp/

(有)白井タクシー 白井市根1071-6 ０１２０-８１１-８３３

《市外》
車いす

乗り入れ可能 名称 所在地 電話番号 ホームページアドレス

○ 介護タクシーきかり 印西市木刈2-18-5 ０８０-８９０２-０３３７

○ 介護タクシーは～とふる 印西市木刈2-24-2 ０８０-５４００-８３４１ http://heartful16.web.fc2.com/

(有)大成交通 印西市造谷545-1 ０４７６-９９-１１９５ http://taiseikoutu.com/

○ (株)テヲ 印西市木下南2-2-8 ０４７６-３７-６３５６

(株)都市交通 印西市瀬戸1733-10 ０１２０-０７１-２５８ http://www.datanow.co.jp/toshikoutsu/

船尾タクシー(有) 印西市船尾805-1 ０４７６-４６-０２３９

○ ほくそうケアタクシー 印西市牧の木戸1-14-7 ０８０-１１９８-９６５９

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

○ 愛和福祉タクシー 鎌ヶ谷市西道野辺14-46-306 ０１２０-８５-８３４９ http://www.aiwataxi.com/

○ あったかホーム介護タクシー 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷3-2-8 ０４７‐４０７‐１３５４

○ 協進交通(有) 鎌ヶ谷市東初富1-11-8 ０４７-４４４-４５９２ http://www.kyosin-kotsu.co.jp/index.html

(株)櫟山交通 鎌ヶ谷市くぬぎ山5-1-26 ０４７-４４５-２６０１

○ (特非)陽だまり 鎌ヶ谷市初富277-67 ０４７-４１２-２５３３

○ (有)やまびこ 鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷3-23-17-1 ０４７-４９９-１８８１ http://www.yamabiko-kaigo.com/

○ (有)アシスト 船橋市習志野台7-10-18 ０４７-４６１-７６７１ http://www.assist-hidamarinoie.co.jp/company.html

○ エーセブン福祉タクシー 船橋市大穴南2-20-31 ０４７-７６７-００６４ http://a7-fukushi-taxi.com/

○ (有)エスエスティー （サポートハウスまなび） 船橋市二和西3-15-4 ０４７-４４０-７８１０

○ お手伝いスタッふ(株) 船橋市海神2-23-28伊藤ビル1-B ０４７-４６０-１８５０ http://www.otetudai-staff.com/

○ 介護タクシーきずな 船橋市東船橋6-4-4 ０４７-４１１-９９４３

○ 介護タクシーすみれ 船橋市高野台4-5-34 ０１２０-０１３-７２９

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

○ 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 http://simotaku.in.coocan.jp/

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

○ シーナリー介護タクシー 船橋市咲が丘1-31-3-302 ０４７-４１９-３０８０

○ 東和サービス 船橋市上山町3-597-57 ０９０-４９２９-２７２７

豊田交通タクシー 船橋市習志野台8-9-8 ０４７-４６５-１０３８

○ ファミリア 船橋市前貝塚町1008-1 ０８０-３０８２-８９３１

○ 船橋タクシー(有) 船橋市藤原5-8-5 ０４７-４３８-３１９１ http://www.mytaxi.co.jp/index.html

○ ふなばし福祉タクシー 船橋市南本町3-9 ０９０-４７０４-４９２０ https://sanei-as.com/fukushi/

○ (有)丸十タクシー 船橋市藤原5-8-5 ０４７-４３８-３１９１ http://www.mytaxi.co.jp/index.html

○ 株式会社みさきタクシー 船橋市二和東6-29-29 ０４７‐４４８‐８０００ http://misakitaxi.jp/

○ 光樹 柏市南柏2-9-7 ０４-７１４１-５８５８

○ 沼南介護タクシー伝六 柏市手賀607 ０９０-８０４０-７４４１ http://den6.car.coocan.jp/index.html

沼南タクシー(有) 柏市大島田122 ０４-７１９１-５７５７ http://www.shonan-taxi.com/

千葉タクシー(株) 柏市東1-3-12 ０４-７１６６-９１２１ http://www.mytaxi.co.jp/index.html

○ 福祉ステーション美もざ 柏市酒井根2-17-41 ０５０-３４０１-８２５３

○ 福祉タクシー笑みりぃ 柏市緑が丘23-2 ０４-７１６６-６８８８

○ リムジンケアサービス柏 柏市高田1252-10 ０４-７１４４-７９９７ http://lcs-kashiwa.jimdo.com/

○ エムズケアタクシー 松戸市小金原5-13-36 ０８０-４０８３-７９２６ http://www.ms-caretaxi.com/

○ 介護タクシーらびっと 松戸市六実5-21-15 ０８０‐６６０６‐６３８５

○ 介護・福祉タクシーきゃりむ☆ 松戸市五香4-47-2-102 ０９０‐６６５９‐２１７７

○ ケアタクシーたなか 松戸市新松戸北1-2-1A812 ０１２０-４１８-１７０ http://www.caretaxi-tanaka.jp/

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

○ ケアタクシーわらっ亭 松戸市六高台8-75-33 ０８０-３０８２-８９３１ http:://www.warattei.com/

○ ケアタクシー結 松戸市六高台9-70-510 ０９０-３４３５-２８８９

○ （株）ケイ・サービス 松戸市上矢切404-2日神パレステージ松戸308 ０９０-９６７２-３３９７

○ ハートフルサービス 松戸市日暮7-1-221 ０４７-３８９-０６５０
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車いす
乗り入れ可能 名称 所在地 電話番号 ホームページアドレス

飛鳥交通千葉(株) 八千代市大和田新田102-3 ０４７-４５９-７０６３ http://www.aska-web.co.jp/

勝田台交通(株) 八千代市上高野1537 ０４７-４８４-８２１１ http://www.mytaxi.co.jp/index.html

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

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

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

○ ケアタクシーハピネス 佐倉市西志津1-11-8-908 ０８０-３５４７-８５５１ http://kaigotaxi-happiness.jimdo.com/

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

○ 京成タクシー佐倉(株) 佐倉市太田2306-4 ０４３-４８４-２２００ https://www.keisei.co.jp/keisei/kanren/38.html

○ サムライタクシー 佐倉市上志津原63-1 ０８０-４７３５-３６７１ http://www.samurai-taxi.com/

○ ユーカリサンシャイン 佐倉市宮ノ台2-28-1 ０４３-４６３-５５９６

○ 介護タクシーはる 千葉市中央区東千葉2-6-1-222 ０８０-３５９３-００２５ https://kaigotaxi-haru.jimdofree.com

○ 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

○ 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

○ ケアタクシーレジーナ（レジーナ輸送コンサルタント） 千葉市緑区おゆみ野3-18-2-403 ０４３-３０８-３０６２

○ (有)フィールドビー 千葉市花見川区花園2-9-9 ０４３-３０１-３０３８ http://www.gatten-tonarigumi.jp/

○ (株)たいが企画 成田市公津の社4-6-7 ０４７６-２９-５７８５ http://www.taiga-o.com/

○ ハッピーハート成田店 成田市飯仲36-21 ０８０-９４５４-８８８６ http://www.heart-kaigo.com/

○ ハヤシ介護移送サービス 成田市公津の杜2-41-3 ０９０-７００２-０５９０ http://www.nctv.co.jp/~hayashi-kaigo/

○ (有)ファインドランドハウス （成田ケアステーション） 成田市公津の杜6-18-3 ０４７６-２８-１１１８ http://www.kaigo-taxi-narita.com/

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

○ 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 http://www4.hp-ez.com/hp/sakaekaigo/page1

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

○ ふたば介護タクシー 印旛郡栄町酒直台2-6-12 ０４７６-８５-０８３８ http://futaba-kaigo.com/

○ アイリスケアリムジン(株) 我孫子市中里324 ０１２０-３０７-０６８ http://www.l-c-s.biz/index.html

今井タクシー(有) 我孫子市下ヶ戸1825-6 ０４-７１８４-３５３１ http://www.imai-taxi.com/hire.html

○ 介護タクシーケアプライド 我孫子市中里140-5 ０４-７１９９-９４８３

○ ハッピーハートグループ本部 印旛郡酒々井町上岩橋141-7 ０４３-４９６-８８８６ http://www.heart-kaigo.com/

○ 介護タクシー和 八街市八街に45-238 ０９０－４１６８－８６９９

○ おもてなし本舗マリナーゼ介護タクシー 浦安市猫実2-3-2 ０９０-２６２５-０１１９ http://marinaze.com/

○ ケアタクシーたびくり 流山市鰭ケ崎976-7 ０７０-５５４４-０９０１

○ (株)ミヤコ介護福祉タクシー 流山市名都借993-8 ０４-７１５７-２５８８ http://www.e-daikou.info/welfare-taxi/

○ ケアタクシースマイル 四街道市四街道2-15-34 ０７０-４１３０-２５２５ http://caretaxismile.jimdo.com/

○ (一社)福祉移送ネットワークアイラス 東京都荒川区西日暮里5-23-3冠第2ビル201 ０１２０‐８４０‐０８２ http://www.ailus.jp/
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