
都道府県 地　区 タクシー会社名 無線電話番号 このマークのあるタクシーにご乗車頂けます。
大阪府 大阪 日本交通

豊中   　〃 都道府県 地　区 タクシー会社名 無線電話番号
堺   　〃 北海道 札幌･小樽 北海道交運事業(協)   共同交通㈱ (011)892-6000
大阪 大タク（日本交通グループ） 函館 　　　　　〃　　　　　　　 相互交通㈱ (0138)41-4331
豊中 関西空港リムジン（日本交通グループ） 釧路 　　　　　〃　　　　　　　 釧路交通㈱ (0154)52-3535

帯広 　　　　　〃　　　　　　　 日の丸交通㈱ (0155)36-3131
京都府 京都 日本交通 (075)681-5551 旭川 　　　　　〃　　　　　　　 旭川合同自動車㈱ (0166)24-2211

福知山   　〃 (0773)22-4111 札幌･千歳 他 　　　　　〃　　　　　　　 札幌交通㈱ (011)891-7064
綾部   　〃 (0773)42-4111 青森県 青森市･十和田 北海道交運事業(協)   青森タクシー㈱ (017)738-9977
西舞鶴   　〃 (0773)75-1188 弘前･黒石 他 　　　　　〃　　　　　　　 弘前タクシー㈱ (0172)32-5153
東舞鶴   　〃 (0773)62-3535 宮城県 仙台 北海道交運事業(協)   平和交通㈱ (022)234-7373
宮津   　〃 (0772)22-2188 仙台・多賀城 他 グリーンキャブ仙台支社(日本自動車交通) (0120)279-250

兵庫県 尼崎 日本交通 0570-07-8881 福島県 郡山･田村 他 郡山地区ハイヤータクシー(協) (024)923-6490
三田   　〃 (0795)63-2262 茨城県 水戸 他 新星自動車㈱ (029)221-9191 
城崎   　〃 (0796)22-1321 千葉県 松戸 松戸タクシー事業(協) (047)342-5863
豊岡   　〃 (0796)23-2525 千葉･船橋 他 三ツ矢タクシー㈱ (043)244-0001
香住   　〃 (0796)22-1328 東京都 東京 他 ㈱グリーンキャブ (03)3203-8181

鳥取県 鳥取 日本交通 (0857)26-6111 八王子 他 八王子交通事業㈱ (042)623-5115
(0858)26-1111 立川 他 立川観光自動車㈱ (042)522-8181
(0858)22-1511 東京 北海道交運事業(協)   太陽自動車㈱ (03)3693-1621

米子   　〃 (0859)22-3131  〃 　　　　　〃　　　　　　　 東京太陽㈱ (03)5670-6778
皆生   　〃 (0859)22-5656 武蔵野・三鷹 他 京浜交通㈱　　㈱京浜キャブシステム (044)244-2288

島根県 (0852)21-5127 神奈川県 川崎・横浜 他 京浜交通㈱ (044)211-0507
(0852)21-5126 横須賀・三浦･横浜 横須賀無線タクシー(協) (046)825-4444

安来   　〃 (0854)22-2541 埼玉県 さいたま 他 埼玉交通㈱ (048)861-1515
出雲   　〃 (0853)21-0475 山梨県 甲府 他 山梨交通㈱ (055)223-0808
玉造   　〃 (0852)62-0121 静岡県 静岡･藤枝 静鉄タクシー㈱ (054)281-5111
大社   　〃 (0853)53-2620 浜松・磐田 他 遠鉄タクシー㈱ (053)412-7777
浜田   　〃 (0855)28-1212 愛知県 名古屋 他 つばめ交通(協) (052)203-1212
益田   　〃 (0856)22-1370 みよし 他 つばめ交通(協)　　　愛知つばめ交通 (0561)32-0123

岡崎・豊田 サンメイトタクシー（協）     ㈱オーワ (0564)33-2222
刈谷 　　　　　〃　　　　　　　　 　刈谷交通㈱ (0566)21-4503
豊川 　　　　　〃　　　　　　　　 　豊川タクシー㈱ (0533)82-1188
額田 　　　　　〃　　　　　　　　 　幸田タクシー㈱ (0564)62-0067

都道府県 地　区 タクシー会社名 無線電話番号 岡崎 　　　　　〃　　　　　　　　 　岡乗タクシー㈲ (0564)21-0066
東京都 東京 東京四社（日本交通） (03)3591-2151 豊橋 　　　　　〃　　　　　　　　 　ヨシダ交通㈱ (0532)54-3415

東京四社（国際自動車） (03)5530-6001 安城 　　　　　〃　　　　　　　　 　安城交通㈱ (0566)74-2214
東京四社（大和自動車交通） (03)3563-5151 蒲郡 　　　　　〃　　　　　　　　 　㈱かね一自動車 (0533)57-3161
東京四社（帝都自動車交通） (03)3983-4181 田原 　　　　　〃　　　　　　　　 　渥美交通㈱ (0531)22-0050
東京無線(協) (03)3361-2111 碧南 　　　　　〃　　　　　　　　 　三光陸運㈱ (0566)41-0690

静岡県 浜松 スタータクシーグループ 長野県 軽井沢 他 松葉自動車交通㈱ (0267)42-2181
（浜松タクシー、富士タクシー、浜松交通） 松本 第一交通産業㈱　　松本第一交通㈱ (0263)27-3332

愛知県 (052)331-2211 佐久・小諸 ㈱グリーンキャブ　　千曲ハイヤー㈱ (0267)67-1010
(052)331-2222 三重県 四日市 他 つばめ交通(協)　　　四日市つばめ交通 (059)352-2003

岡崎   　〃 (0564)51-1111 岐阜県 岐阜 他 日の丸自動車㈱ (058)240-1111
半田   　〃 (0569)21-0430  〃 つばめ交通(協)　　　つばめ自動車岐阜支社 (058)272-3011
東海   　〃 (052)603-2725 大垣 他 スイトトラベル㈱ (0584)78-3155
豊田   　〃 (0565)32-1547 富山県 高岡 他 高岡交通㈱ (0766)23-1212
知立   　〃 (0563)81-1276 石川県 金沢 大和タクシーコールネット㈱ (076)266-5166
西尾   　〃 (0563)56-2165 奈良県 北葛城郡 他 奈良県タクシー事業（協）    王寺タクシー㈱ (0745)72-2823
一宮   　〃 (0586)73-5166 生駒 他 　　　　　 〃　　　　　　　　 　　生駒交通㈱ (0743)73-3131
犬山   　〃 (0586)61-0195 大和高田 他 　　　　　 〃　　　　　　　　 　　㈲高田交通 (0745)53-1155
津島   　〃 (0567)26-2406 奈良 他 　　　　　 〃　　　　　　　　 　　大和交通㈱ (0742)22-7171

岐阜県 岐阜   　〃 (0582)45-3005 桜井 他 　　　　　 〃　　　　　　　　 　　日の丸交通㈱ (0744)42-2201
三重県 四日市   　〃 (0593)51-3121  〃 　　　　　 〃　　　　　　　　 　　桜井交通(合) (0744)42-6571
兵庫県 姫路 姫路ハイタク事業(協) (0792)98-8181 天理 他 　　　　　 〃　　　　　　　　 　　クラモト自動車㈱ (0742)62-1281

和歌山 和歌山 相互タクシー㈱ (073)471-5111
兵庫県 神戸 兵協(兵庫県タクシー事業(協)) (078)882-3311

姫路 第一交通産業㈱　　姫路第一交通㈱ (0792)45-5001
広島県 広島 丸協(タクシー協同チケット㈱) (082)278-5511

 このマークのあるタクシーにご乗車頂けます。 福山･三次 他 アサヒタクシー㈱ (084)922-0123
尾道･三原 他 備三タクシー㈱ (0848)37-2800

都道府県 地　区 タクシー会社名 無線電話番号 山口県 山口 第一交通産業㈱     いさむや第一交通㈱ (083)922-1368
岡山県 岡山市 岡山県タクシー興業㈱ (086)273-1151 小野田 　　　　　〃             小野田第一交通㈱ (0836)83-2155

宇部 　　　　　〃             宇部第一交通㈱ (0836)33-3511
下関 　　　　　〃              ㈱山和第一交通 (083)235-0038
美祢 　　　　　〃              美祢第一交通㈲ (0837)52-1101
長門 　　　　　〃              冨士第一交通㈲ (0837)22-2030

 このマークのあるタクシーにご乗車頂けます。 福岡県 北九州 第一交通産業㈱ (093)521-3216
福岡 　　　　　〃 (092)481-3511

都道府県 地　区 タクシー会社名 無線電話番号 久留米 　　　　　〃 (0942)32-4451
東京都 東京 ㈱チェッカーキャブ (03)3573-3751 大分県 大分 第一交通産業㈱ (097)532-3141

別府 　　　　　〃 (0977)23-5331
長崎県 佐世保 第一交通産業㈱ (0956)22-7191
熊本県 山鹿 第一交通産業㈱ (0968)46-3161
宮崎県 宮崎 第一交通産業㈱ (0985)23-5454
鹿児島県 鹿児島 第一交通産業㈱ (099)286-5200

指宿 　　　　　〃 (0993)22-3191

◎チェッカーネットワーク加盟会社

 ◎ＣＴネットワーク

2019/8/4現在

日交タクシーチケットは下記のタクシーでご利用いただけます。

 ◎  　　　日本交通グループ  ◎ナイスタクシーワイドネットワーク加盟会社

(053)444-1111

倉吉

0570-07-2525

  　〃

松江 日本交通

 ◎チケット提携会社

名古屋 名鉄グループ


