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地区 配車センター 主な営業区域 地区 配車センター 主な営業区域

◇ 名鉄交通 ◇ 名鉄西部交通 ０５８６－７３－５１６６ 一宮市･春日井市･小牧市･瀬戸市
◇ 愛電交通 ◇ 名鉄知多タクシー ０５６９－３７－１１１２ 知多半島一円
◇ 名鉄名古屋タクシー ◇ 名鉄東部交通 ０５６５－３２－１５４１ 豊田市・知立市･安城市・刈谷市・西尾市

鯱第一交通 ０５２－９１２－３４５６ ◇ 名鉄岡崎タクシー ０５６４－５１－１１１１ 岡崎市一円
大宝第一交通 ０５２－９１２－３４５６ ◇ 豊鉄タクシー ０５３２－５６－５１１１ 豊橋市･田原市･豊川市･蒲郡市
帝産キャブ名古屋 ０５２－９１４－１１１５ 名古屋交通圏 柴田自動車 ０５６７－６７－０１６１ 蟹江町・弥富市
文化交通 ０５２－２４１－８４４５ 稲沢タクシー ０５８７－２１－０５１７ 稲沢市
名古屋近鉄タクシー(名古屋) ０５７０－０４－８８８１ 名古屋市 萩原タクシー ０５８６－６８－１１６１ 一宮市・稲沢市
　　　　　　　　　　(蟹江・弥富) ０５７０－０４－３８３３ 豊明市 山下運送 ０５８７－３２－３１９１ 稲沢市
東和交通 ０５２－９１３－２３３１ 愛知郡（東郷町) 豊田交通 ０５６５－５２－３４４８ 豊田市・知立市
ひばりタクシー ０５２－５０２－３９３５ 長久手市 挙母タクシー ０５６５－３２－１２４６ 豊田市
西枇杷島交通 ０５２－５０２－３９３５ 日進市 ◇ 岐阜名鉄タクシー ０５８－２４５－３００５ 岐阜市・関市・羽島郡
柳木交通 ０５２－６１３－２３４１ 瀬戸市 ◇ 名鉄西部交通 ０５８－３７１－０１１２ 各務原市
東海交通 ０１２０－１０１－７５８ 尾張旭市 ◇ 東鉄タクシー ０５７２－２２－１２１１ 多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市
すみれタクシー ０１２０－１０１－７５８ 西春日井郡 ◇ 濃飛乗合自動車 ０５７８－８２－１１１１ 飛騨市
さくら交通 ０１２０－１０１－７５８ （豊山町） 飛騨タクシー ０５７６－２５－４１４１ 飛騨市
中日本タクシー ０１２０－８０６－５６６ 北名古屋市 鳩タクシー ０５７７－３２－０２４６ 高山市
三晃タクシー ０１２０－８０６－５６６ 清須市 岐阜羽島バス・タクシー ０５８－３９１－４１０１ 羽島市
瑞穂タクシー ０１２０－８０６－５６６ あま市 大垣タクシー ０５８４－７８－５１７８ 大垣市
栄タクシー ０１２０－８０６－５６６ 海部郡（大治町 ◇ 名鉄四日市タクシー ０５７０－０２３－００３ 四日市市・鈴鹿市・亀山市・桑名市・員弁市
朝日タクシー ０５２－８２１－２３４５ 蟹江町・飛島村） 安全タクシー三重 ０５９８－５１－２２７７ 松坂市・津市・伊勢市・鳥羽市
中川タクシー ０５２－８２１－２３４５ 津島市・愛西市 大鉄アドバンス ０５４７－４５－２１２１ 島田市
二葉タクシー ０５２－８２２－８４５１ 弥富市 掛川タクシー ０５３７－２２－３２３１ 掛川市
大高タクシー ０５２－８２２－８４５１ 遠鉄タクシー ０５３－４１２－７７７７ 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市
香流運輸 ０５２－７７１－１０９０ スタータクシーグループ ０５３－４４４－１１１１ 浜松市
新川タクシー ０５２－４００－０５１１ （浜松タクシー・富士タクシー）

浜松交通 ０５３－４４９－１１１１ 浜松市
光タクシー株式会社 ０５３－４５３－４１８１ 浜松市
箱根登山ハイヤー ０５５０－８２－００９１ 御殿場市
アンビ・ア ０５４－６２８－２１３５ 焼津市・静岡市
富士急静岡タクシー ０５５－９７５－３４７６ 三島市･沼津市・御殿場市
石川タクシー富士 ０５４５－５１－１１１１ 富士市・富士宮市・蒲原・松野
伊豆急東海タクシー ０５５８－２２－２３８６ 伊豆東海岸全域

名鉄グループタクシーチケット提携会社一覧（中部圏内）
（◇印は名鉄タクシーグループ13社　無地は提携123社　計136社）
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網走ハイヤー ０１５２－４３－３９３９ 網走市 アルピコタクシー ０２６３－８７－０５５５ 松本市・長野市・諏訪・大町市

ちどりハイヤー ０１６６－８３－２６４５ 旭川空港 おんたけタクシー ０２６４－２２－２０５４ 木曽郡

三和交通 朝日交通 ０２６５－２２－０３７３ 飯田市・下伊那郡

さくら交通 丸八タクシー ０２６５－８２－４１７７ 駒ヶ根市・伊那市・上伊那郡

北星タクシー 富山県 富山交通 ０７６－４２１－１１２２ 富山市

北びしハイヤー 石川県 ◇ 石川交通 ０７６－２３１－４１３１ 金沢市・小松市・加賀市・七尾市

三和交通（清田） 武生タクシー ０７７８－２２－００１２ 越前市・南越前町

寿ハイヤー すいせんタクシー ０７７６－２６－３５１５ 福井市

港ハイヤー ０１３５－２２－６１１１ 余市郡余市町 大和交通 ０７７０－５６－３３３３ 嶺南一円

臨港昭和交通 ０１４４－３４－６０００ 苫小牧市 敦賀第一交通 ０７７０－２２－３３６６ 敦賀市・三方郡

函館タクシー ０１３８－５１－０１６８ 函館市 滋賀ヤサカ自動車 ０７７－５２２－６７６７ 大津市

宮城県 帝産キャブ仙台 ０２２－２３１－５１５１ 仙台市 滋賀第一交通 ０７７－５５３－１３４６ 近江八幡市･草津市

栃木県 関東交通 ０２８－６２５－７１１１ 宇都宮市 大津第一交通 ０７７－５２４－４０００ 大津市・高島市

日本交通 ０３－５７５５－２１５１ 帝産タクシー滋賀 ０７７－５６２－３０２２ 草津市･栗東市

国際自動車 ０３－５５３０－６００１ 東京２３区 南ヤサカ交通 ０７５－６８２－２３２３ 京都市

大和自動車交通 ０３－３５６３－５１５１ 武蔵野市 彌榮自動車 ０７５－８４２－１２１２ 京都市

帝都自動車交通 ０３－３６４３ー６８８１ 三鷹市 洛陽交通 ０７５－８４２－１２１２ 京都市

京王自動車 ０３－３４０６－７１７１ 銀鈴タクシー ０７５－８４２－１２１２ 京都市

小田急交通 ０３－３４０６－７１７１ 京都第一交通 ０７５－６２２－４０００ 京都市・八幡市・枚方市

都南交通 ０３－３７５９－４９２２ 日本タクシー ０６－６９２８－５１５１ 大阪市･豊中市･伊丹空港

京急交通 ０３－３４０６－７１７１ 東京２３区 阪急タクシー ０６－６３８６－０８５５ 京阪神

新立川交通 ０１２０－１７３－３８１ 立川市 阪神タクシー ０７９８－４１－０９９５ 尼崎市･西宮市･芦屋市･神戸市

小田急交通南多摩 ０１２０－５９－１１２３ 多摩市・町田市 大阪阪神タクシー ０６－６９９６－３２３３ 大阪市・守口市

日本交通横浜 ０４４－３５５－６５１１ 横浜市・川崎市 神戸六甲タクシー ０７８－６８１－２４３１ 神戸市

京急交通 ０４６７－４４－２２１４ 鎌倉市 高砂交通 ０７９－４４２－００３３ 加古川市・高砂市

川崎交通産業 ０４４－９６６－９１１１ 川崎市 第一交通 ０７２－８４４－７７７７ 枚方市・交野市・寝屋川市

相模中央交通 ０４６－２２１－５２２１ 厚木市・相模原市 日本交通 ０８５９－２２－３１３１ 鳥取県全域

海老名相中 ０４６－２３１－３０７６ 海老名市 日の丸ハイヤー ０８５９－２２－３２３１ 鳥取県全域

厚木相中 ０４６－２２１－５２２１ 厚木市 福岡西鉄タクシー ０５７０－０１－０５３１ 福岡交通圏

湘南相中 ０４６６－４８－０３６３ 藤沢市北部 北九西鉄タクシー ０９３－６５１－５６６１ 北九州市

神奈中ハイヤー ０４６－２２１－１７４６ 厚木市･平塚市・相模原市・藤沢市 久留米西鉄タクシー ０９４２－２１－００１１ 久留米市・小郡市・鳥栖市

神奈中サガミタクシー ０４６７－５３－２０００ 茅ヶ崎市・寒川町 柳川西鉄タクシー ０９４４－７２－２１２８ 柳川市・大川市

二宮神奈中ハイヤー ０４６３－３２－８０８０ 中郡二宮町・平塚市 宗像西鉄タクシー ０９４０－３２－４１３１ 宗像市

神奈中ハイヤー横浜 ０４５－３１６－６６２２ 横浜市内 共同交通 ０９８－９４５－５４３２ 沖縄南部　西原町

神奈川都市交通 ０４５－７４３－０１００ 横浜市・川崎市・相模原市・大和市 日栄交通 ０９８－８５６－９０３６ 沖縄南部　豊見城市

明生タクシー ０４４－５８８－０４７８ 川崎市 大里タクシー ０９８－９４５－２４２２ 沖縄南部　南城市

多摩田園タクシー ０４４－８５７－０１００ 川崎市北部田園都市線沿線 日興タクシー ０９８－９７３－９４９４ 沖縄中部　うるま市

箱根登山ハイヤー ０４６５－２２－１３１１ 小田原市・箱根・足柄

箱根観光自動車 ０１２０－３１８－５０５ 小田原市・箱根

武田第一交通 ０５５－２５２－５５３３ 甲府市

富士急山梨ハイヤー ０５５５－７２－１２３１ 富士吉田・富士五湖・都留・大月

　   名鉄タクシーホールディングス株式会社　ＴＥＬ　０５２－３３１－２２２６　　　
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名鉄グループタクシーチケット提携会社一覧（中部圏以外）
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