協力タクシー会社
エリア

会

社

名

介護タクシーあさひ
ＳＯＳ福祉タクシー
神奈川中央交通東㈱相模原営業所相武台駅前

菊地介護タクシー
古賀タクシー
相模中央交通㈱
㈲座間交通
㈲サンセール
介護タクシー 心
座 間
介護タクシー ぴーぷる
介護タクシー みどりのつばさ
㈲介護サポート はなみずき
陽だまり
豊健商事㈱
ワーカーズ・コレクティブ

たすけっと

Ｙ・Ｋ介護タクシー
ＮＰＯ法人 ワンエイド
ケアタクシーぷらいまる
アイアイ介護タクシー
海老名高齢者障がい者支援センター㈱

海老名

綾

瀬

大

和

厚

木

協力タクシー会社
電話番号

海老名相中
介護タクシー かがやき
介護タクシー ㈲広企サービス
介護タクシー すえひろ
介護タクシーハッピーケア県央
介護サービス・光
介護タクシー みなみの風
㈱ハートフルタクシー
福祉介護タクシー 太陽
介護タクシー あおぞら
エンケルサービス
介護隊㈱
㈲つゆきタクシー
福祉介護タクシー アラジン
介護タクシーつるま
介護タクシーひがし
介護タクシーひだまり
介護タクシー 日向
介護タクシー まほろば
介護タクシー レオ
神奈川都市交通㈱ 大和営業所
神奈中タクシー㈱
相模中央交通㈱
サン介護タクシー
㈱ＴＡＧナーシング
特定非営利活動法人 たんぽぽ
日本交通横浜㈱大和営業所
ＮＰＯ法人 大和市腎友会
厚木相中

080（3609）4141
046(252)2012
046(251)0303
046(253)0762
046(255)3952
0570(088）030
046(251)2667
046(298)5855
042(866)3004
046(259)5855
046(298)1110
046(259)2005
046(253)4750
042(749)8841
046(254)1236
046(251)7206
046(258)0002
090-1855-5935
046(233)3382
046(259)5843
0570(088)030
090(4759)0571
046(233)3382
046(234）0065
046（244）6791
046（280）4322
046(231)6495
0120(715)157
046(238)0756
0467(98)7311
0467（84）7137
070(1306)4684
0120(850)740
046(208)7358
046-276-6229
046（204）5916
090（2993）9083
080(1095)4721
090（9856）4217
046（274）9640
0120(1452)86
0570(088)030
0570(088)030
046(269)8277
046(211)6202
046(219)0764
046(261）8970
046(276)7531
0570(066)311

エリア

会

社

おしどり介護タクシー
介護ＴＡＸＩ一輝
介護タクシー ハヤブサ
神奈中ハイヤー㈱
ケアサポート厚木タクシー
厚 木
相模個人タクシー協同組合
相模中央交通㈱
髙野介護タクシー
東横交通㈱
合同会社ハピネス
杉山介護タクシー
愛 川 中津交通㈲
福祉タクシー 愛川
神奈中ハイヤー㈱
相模中央交通㈱
伊勢原

健康サロン

あつぎ

福祉タクシー

ベイドリーム福祉＆観光タクシー
㈱愛鶴
神奈中ハイヤー㈱
秦 野
相模中央交通㈱
秦野交通㈱
介護タクシー 湘南
平

協力タクシー会社

名

塚 ケアタクシー いたわりサポートサービス

㈱はあと
江ノ島タクシー㈱
介護タクシー民間救急 やまゆり
㈱ケアサポート しおさい
藤 沢 ささぶね介護タクシー
湘南相中
湘南タクシー協同組合
㈱ミナミ商会
あいあい福祉タクシー
ISF介護タクシーなごみ
アクア介護タクシー
あさがお介護タクシー
五和交通㈲
㈱お出かけ日より
神奈川都市交通㈱ 相模原営業所
神奈中ハイヤー㈱
㈲ケアステーション やまびこ
相模原
ケアタクシー グリーン
ケイエム交通㈱
㈲ケーエムワイ
県央介護タクシー
県央個人タクシー協同組合
㈱クローバーライフ
介護タクシー かもめ
介護タクシー かろや
介護タクシー くま太郎

電話番号

090(2492)5577
090(7868)6635
046（216）9218
0570(066)311
046（265）0046
046（258）6157
0570(088）030
046(239)4173
046(221)3218
090-7868-6635
090（3065）8249
0120(85)2303
0120(970)531
0570(066)311
0570(066)311
0463(91)0187
090（4028）4300
0120(77)6543
0570(077)030
0570(077)030
0120(81)6766
0463(21)1123
080(3361)6824
0120(16）2960
0466(22)0808
080（9388）8639
0466（37）1633
0466(52）4776
0570(077)030
0120(01)8801
0120(044)373
090(6565)1976
042（719）1071
042(730)5641
070（3223）4141
042(764)5071
0120(169)770
0120(86)1452
0570(088)030
042(749)0687
080(7738)8459
0120(55)9754
090(3002)2374
042(766)0465
042(707)0902
090(3800)6869
090（5491）1677
090(3002)5721
090（3478）5255

※神奈中ハイヤー㈱グループ及び相模中央交通㈱はエリア毎に配車センターの電話番号が共通されています。
※各会社によって介護料は別途請求されます。

エリア

会

社

名

電話番号

介護タクシー ケイアンドエム
046(219)8815
介護タクシー ココラーレ
042(738)7436
介護タクシー さがみ野
080(4852)9210
介護タクシー ストック
090(1800)0861
介護タクシー たんぽぽ
090(6657)7893
介護タクシー ひまわり
090(2311)7721
介護タクシー ほがらか
080(4149)7756
介護タクシー メルシィアイ
080（4832）9012
介護タクシー ソレイユ
070（2168）5191
特定非営利活動法人 コアラ相模大野 042(814)5385
㈲相模交通
042(752)4559
相模中央交通㈱
0570(088)030
相模原観光交通㈱
042(752)8111
㈲ＪＯＬジャパンタクシー
042(777)6303
城山交通
042(782)2101
㈱スマイル介護サービス
042(748)8933
SEIJINホクソウサービス
042(767)5901
相和交通㈲
042(770)0505
相模原
たいよう介護タクシー
090（8503）4919
田名交通協業組合
042(762)5120
津久井交通㈱
042(784)0331
つばめ介護タクシー
080（9642）0123
(個人)德田タクシー
042(762)3419
どりーむ介護たくしー
042(763)4638
㈲ネオビジョン ジェイケア
042(711)2326
ひばり介護タクシー
080(5412)5001
福祉介護タクシー エンジェル
042(782)3845
福祉介護タクシー まごころ
0467(72)6390
双葉交通㈱
042(745)3671
歩゜歩゜ケアタクシー
090(9967)9022
(株)MILD
042(701)5530
やすらぎ介護タクシー
090(4029)0400
よつ葉介護タクシー
070(6512)5556
㈱ワイキャブ 相模原営業所
042(754)2751
(合)介護サービス わだつみ
046(205)7567
介護タクシー 雅
080-3485-5077
いずみ介護タクシー
045(801)8469
一般社団法人福祉移送ネットワーク アイラス
0120(840)082
介護タクシーみやざき
045-351-0088
㈱神奈川民間救急サービス
0120-191199
横 浜 瀬谷交通㈲
045(921)1888
ティエフタクシー協同組合
045(811)5020
まつもとケアタクシー
045(777)6102
メリー介護タクシー
045(302)1195
福祉移送サービス ケアジャパン
0120（58）2929
飛鳥カンツリー交通㈱
042(736）8001
千代田自動車㈱
042(722)3222
東 京 東日本個人タクシー協同組合
042(793)0071
もりたケアタクシー
090(1036)4840
福祉タクシーなるせ
042(738)5002

