川崎市重度障害者福祉タクシー利用券取扱協力機関

Ｈ３０.７.１０現在

福祉有償運送
地区

川崎区

幸区
中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

市外

社名
NPO法人 レインボウー
NPO法人 川崎外出支援センター かみふうせん
(社福) あおぞら共生会 サポートセンターあおぞらの街
介護タクシー アイケアサポート
NPO法人 普門
福祉クラブ生活協同組合 らら・むーぶ幸
NPO法人 外出支援移動サービス協会 赤とんぼ
介護リハビリのびのび 医療法人 健
NPO法人 ホールケアアロエ
NPO法人 わになろう会
NPO法人 みなみかぜ高津
NPO法人 福祉移動サービスみらい
NPO法人 らぱん
NPO法人 カワセミ
NPO法人 えがお
NPO法人 ひろばじこん
医療法人 桃潤会 介護老人保健施設 ろうけん宮前
福祉クラブ生活協同組合 らら・むーぶ宮前
一般社団法人 移動サービス桜
NPO法人 療育ねっとわーく川崎サポートセンターロンド
NPO法人 おおすみ
NPO法人 川崎コアラ
NPO法人 多摩家事介護ワーカーズ・コレクティブくるみ
福祉クラブ生活協同組合 らら・むーぶ多摩
NPO法人 移動サービス ワーカーズ・コレクティブそよ風
NPO法人 ケアセンター介護福祉士会
NPO法人 ふれあい友の会
NPO法人 鶴の仲間
神奈川高齢者生活 協同組合
NPO法人 横浜移動サービス協議会
福祉クラブ生活協同組合 らら・むーぶ港北
有限会社 シノブ
株式会社 横浜ハウネス
NPO法人 お元気音色の会
NPO法人 神奈川福祉生活支援センター ウェルウェルネット
NPO法人 元気エイジ

住所
川崎区大師町
川崎区東田町
川崎区京町
川崎区塩浜
川崎区駅前本町
幸区下平間
中原区下小田中
中原区西加瀬
中原区下新城
中原区今井南町
高津区梶ヶ谷
高津区下作延
高津区諏訪
宮前区神木本町
宮前区馬絹
宮前区有馬
宮前区水沢
宮前区宮前平
宮前区宮前平
多摩区登戸
多摩区菅仙谷
多摩区東生田
多摩区登戸
多摩区中野島
麻生区東百合丘
麻生区百合丘
横浜市鶴見区矢向
横浜市鶴見区東寺尾
横浜市中区常盤町
横浜市中区住吉町
横浜市港北区日吉
横浜市港北区新羽町
横浜市港北区菊名
横浜市港南区上永谷
横浜市都筑区北山田
横浜市旭区さちが丘

電話番号
044-270-0220
044-221-7710
044-366-7255
044-276-6887
044-246-4701
044-533-9455
044-577-8835
044-411-5535
044-755-0229
044-711-5078
044-853-5605
044-872-8465
044-822-6091
044-862-5253
044-854-1213
044-856-6422
044-750-7025
044-865-6589
044-854-9364
044-930-0160
044-945-0666
044-977-7739
044-934-3633
044-543-8383
044-954-9555
044-969-1203
045-574-5051
045-544-2097
045-663-8825
045-212-2863
045-561-3030
045-531-2044
045-433-8816
070-1527-2758
045-309-0930
045-366-7576

住所
川崎区小田
川崎区駅前本町
川崎区池上新町
川崎区四谷上町
川崎区中島
川崎区台町
川崎区鋼管通
川崎区鋼管通
川崎区伊勢町
幸区塚越
幸区神明町
幸区小向町
中原区中丸子
中原区下小田中
中原区新丸子東
高津区二子
高津区二子

電話番号
044-201-7088
044-223-6111
044-277-6011
044-589-3339
044-211-7018
044-266-3546
044-355-2525
080-3403-9928
044-233-1613
044-201-7800
080-6788-8724
044-555-7977
044-411-9283
044-777-2288
090-2460-2130
044-814-0331
044-811-2018

一般乗用旅客自動車運送
地区

川崎区

幸区
中原区

社名
ファミリーケアサービス
合同会社 山根建物管理 ケアサービス イルカ
有限会社 MIKAMI
ステップアップ川崎
有限会社 川崎高齢者介護センター
にっこりサービス
NPO法人 ケアサポートサービス
YGタクシー
きみちゃん介護タクシー
NPO法人 さいわいコアラ
福祉有償
ウミネコ移送サービス
介護サービス 双葉 カスタム電子(株)
マツモト介護タクシー
福祉有償
株式会社 内藤自動車
かえでちゃんタクシー
株式会社 エルエス企画
東京ケアタクシー
福祉有償

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

横浜市

あいあいサポート
介護タクシー ARAKI
有限会社 荒木自動車
インサイドアウト 株式会社
有限会社 アズサケアサービス
株式会社 ユニバ
NPO法人 宮前コアラ
日馬ケアタクシー
ふるやまケアサービス合同会社
株式会社 サウンドパーク
福祉タクシー トモニ－Ⅱ
NPO法人 コアラかわさき
TBM介護タクシー
なごやか介護タクシー
福祉タクシー ねこひげ
ハッピーベル川崎多摩
サポートタクシー たまがわ
介護タクシー シンコー
株式会社 チェーロ
シュンコー介護移送サービス
ホップ･ケア･タクシー
合同会社 こおくん
のぼりと介護タクシー
アーバス介護タクシー
介護タクシー サポートさち
あさおシルバータクシー
株式会社 しんゆり しんゆり介護タクシー
介護タクシー 禅寺丸
介護タクシー 送雅（そうが）
介護福祉 エス・エス・タクシー
介護タクシー グッドライフ
福祉タクシー ボブちゃん
ももたろう 合同会社
横浜ベイサイド
株式会社 コーワ
ブリッジ商事合資会社 介護タクシーブリッジ
株式会社 エムドライブ（いちご介護タクシー）
福祉有償
ストーン・アップ介護福祉事業部
さぽーと すみや
NPO法人 鶴見コアラ
福祉タクシー 菅野
合同会社 くつろぎの時間(トキ)
ケアタクシー らいおんハート
株式会社 メディコサービス
株式会社 悠ゆう
福祉タクシー こうふく
NPO法人 港北コアラ
株式会社 ゆい
介護タクシー いちかわ
サンタクルーズ 合同会社
株式会社 グレイスケア
トリオケアサービス
まつもとケアシステム 株式会社
NPO法人 美しが丘倶楽部
有限会社 ヒューマンケアー
株式会社 ファイン（青葉ケアタクシー）
特定非営利活動法人 あおばコアラ
株式会社 MYLINK
NPO法人 しんえつコアラ
いくみ福祉タクシー
木馬ケアタクシー
介護タクシーMFC
NPO法人 シェークハンド
福祉タクシー TOJO
らくらく介護タクシー フェアリー 有限会社 おとぎの国
メディックライン
KENTケアタクシーサービス

高津区二子
高津区子母口
高津区末長
高津区北見方
高津区梶ヶ谷
宮前区馬絹
宮前区菅生
宮前区神木本町
宮前区鷺沼
宮前区東有馬
宮前区野川
宮前区野川
多摩区長尾
多摩区長尾
多摩区菅馬場
多摩区中野島
多摩区中野島
多摩区長沢
多摩区長沢
多摩区生田
多摩区南生田
多摩区登戸
多摩区宿河原
麻生区高石
麻生区高石
麻生区細山
麻生区王禅寺西
横浜市鶴見区下末吉
横浜市鶴見区向井町
横浜市鶴見区東寺尾中台
横浜市鶴見区北寺尾
横浜市鶴見区北寺尾
横浜市鶴見区本町通
横浜市鶴見区尻手
横浜市港北区太尾町
横浜市港北区下田町
横浜市港北区下田町
横浜市港北区高田西
横浜市港北区富士塚
横浜市港北区鳥山町
横浜市港北区北新横浜
横浜市港北区綱島西
横浜市港北区綱島西
横浜市港北区綱島西
横浜市港北区綱島東
横浜市港北区大曽根
横浜市港北区日吉本町
横浜市都筑区茅ヶ崎東
横浜市都筑区南山田
横浜市青葉区しらとり台
横浜市青葉区しらとり台
横浜市青葉区美しが丘
横浜市青葉区美しが丘
横浜市青葉区あざみ野
横浜市青葉区あかね台
横浜市青葉区荏田町
横浜市青葉区荏田町
横浜市青葉区市ヶ尾町
横浜市青葉区奈良町
横浜市青葉区桜台
横浜市緑区上山
横浜市緑区十日市場町
横浜市緑区竹山
横浜市中区松影町
横浜市保土ヶ谷区今井町
横浜市保土ヶ谷区今井町

044-328-5682
044-788-5323
044-223-8850
044-833-6567
044-767-9790
044-854-8758
090-3431-7844
080-3401-7891
080-4175-4764
090-5793-5582
044-982-7440
070-4483-9432
044-933-1585
090-6172-4005
044-945-1277
044-934-1926
0120-294-405
044-863-9189
090-5408-7445
070-4495-7955
070-6424-6101
080-3343-2820
070-2196-8123
080-3306-9383
050-3578-0906
070-5577-9610
090-6174-6548
045-575-2190
045-501-2504
045-575-9284
045-572-4301
045-567-0891
080-2045-0046
045-716-8972
0120-830-043
045-624-8040
045-878-6611
045-593-3156
045-402-1175
045-470-2123
045-549-0252
045-531-2383
045-718-5535
045-633-7496
045-542-5489
045-834-4108
045-560-3671
045-941-3470
080-8778-0888
045-567-6242
045-985-4077
090-9105-1115
045-516-0492
070-5579-5521
045-479-9979
045-511-7743
080-3709-4180
045-972-0294
090-2446-3819
090-8519-4598
045-342-9028
080-5290-3618
080-7986-7524
045-211-4434
090-2405-9183
045-442-6500

神奈川
県下

東京都

介護タクシー はまかぜ
介護タクシー みやざき
合同会社 メビウス ケアタクシー咲くら
市沢介護タクシー
はぴねす介護タクシー
トリオケアサービス横浜旭
福祉タクシー レインボー
福祉タクシー まえで
介護タクシー 手毬
株式会社 ファイブサン
福祉タクシー トモニ－
株式会社 神奈川民間救急サービス
株式会社 エミプラス
赤い靴介護タクシー
金沢介護タクシー
浜田福祉タクシー
ケアタクシーＴＡＫＥ-ＯＮ（テイク･オン）
民間救急車 福ちゃんサポート
株式会社 サンライズ
フットサポート
介護タクシー としちゃん
ミッキーサービス
横浜介護タクシー 和（なごみ）
介護タクシー えいき
福祉タクシー 花むすび
福祉タクシー そよかぜ秦野
細野民間救急車
合同会社 ストリングス ひよこケアタクシー
のぞみ介護タクシー
介護タクシー はあと
合名会社 鎌倉介護タクシー
齊藤タクシー
ケアサポートコンシェルジェ シンフォニー
おおぞら介護タクシー
ケイコンサルティング合同会社 (介護タクシー ココラーレ)
アイ･エス･エフ サポート ISF介護タクシーなごみ
ひかりケアータクシー
株式会社 お出かけ日より
介護タクシー たんぽぽ
有限会社 GONNA
羽田福祉サービス合同会社
株式会社 双葉資材 福祉部 大空移送サービス
介護タクシー 世田谷事業所
大陸交通 株式会社
飛鳥交通ニュータウン 株式会社
エスコート交通 株式会社
株式会社 AZUMA
介護タクシー しらゆり
Tamaケアタクシー・ネットワーク
サルビア移送サービス
飛鳥交通カンツリー 株式会社
アスク介護タクシー
福祉タクシー なるせ
介護タクシー ぞうさん
八王子交通事業 株式会社
チェッカーキャブ無線協同組合
株式会社 日幸
大丸交通 株式会社
泰進交通 株式会社
松竹交通 株式会社
株式会社 サンベスト東信 舟渡タクシー営業所
横山タクシー
東京コンドルタクシー 株式会社
東京交通自動車 株式会社
介護タクシ みらいケア

横浜市保土ヶ谷区岡沢町 080-4810-0928
横浜市保土ヶ谷区新桜が丘 045-351-0088
横浜市旭区都岡町
045-442-6481
横浜市旭区市沢町
090-1702-0119
横浜市旭区中沢
045-392-2311
横浜市旭区白根
045-951-3357
横浜市戸塚区名瀬町
045-392-8826
横浜市戸塚区平戸町
045-435-9684
横浜市戸塚区下倉田町
045-392-6611
横浜市神奈川区菅田町
045-470-0555
横浜市神奈川区菅田町
090-4523-8798
横浜市神奈川区東神奈川 0120-191-199
横浜市神奈川区羽沢南
045-520-6500
横浜市金沢区釜利谷東
0120-410-185
横浜市金沢区能見台通
080-6886-8639
横浜市港南区日限山
045-843-6900
横浜市港南区日限山
090-7636-8471
横浜市南区六ッ川
0120-119-157
横浜市栄区長倉町
045-895-1139
横浜市栄区桂町
080-5086-8780
横浜市瀬谷区瀬谷
045-303-4912
横浜市瀬谷区瀬谷
045-303-9545
横浜市瀬谷区南瀬谷
080-3359-1900
小田原市栢山
0465-37-2388
秦野市千村
080-5877-0678
秦野市菖蒲
0120-924-594
藤沢市本町
0466-25-3743
藤沢市川名
090-3245-1453
平塚市東真土
0463-55-3069
平塚市徳延
0120-16-2960
鎌倉市梶原
090-9018-4445
横須賀市公郷町
090-4426-4417
三浦郡葉山町長柄
090-7653-7757
伊勢原市高森
0120-923-928
相模原市中央区淵野辺
042-738-7436
相模原市中央区光が丘
042-719-1071
相模原市中央区田名
090-6101-1202
相模原市南区下溝
0120-169-770
相模原市南区新磯野
080-1201-5199
高座郡寒川町岡田
0467-74-4457
東京都大田区羽田
03-6423-8955
東京都世田谷区玉川
03-3707-6301
東京都世田谷区宇奈根
080-4192-1199
東京都杉並区堀ノ内
03-3313-0373
東京都多摩市南野
042-374-2274
東京都三鷹市新川
0422-70-3031
東京都三鷹市上連雀
0422-42-9931
東京都小金井市貫井南町 090-3813-8499
東京都東村山市青葉町
0120-451-951
東京都町田市鶴川
042-737-2945
東京都町田市小野路町
0120-519-933
東京都町田市西成瀬
090-1463-2629
東京都町田市成瀬台
042-738-5002
東京都八王子市堀之内
070-5595-4023
東京都八王子市旭
042-623-5111
東京都中央区銀座
03-3573-3751
東京都葛飾区堀切
03-5672-2510
東京都葛飾区奥戸
03-3691-2233
東京都墨田区堤通
03-3611-2100
東京都北区浮間
03-5915-1136
東京都板橋区舟渡
03-5914-3901
東京都板橋区東坂下
090-1263-6558
東京都練馬区桜台
03-3992-0191
東京都足立区千住曙町
03-3881-7185
東京都足立区梅田
03-6806-4542

