
柏市福祉タクシー利用券が利用可能な事業者
＜２０１９年7月現在＞

柏市内
寝台
対応 事業者名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

1 アート送迎サービス ０９０－１９９９－０５６４ 中新宿2-18-2 https://art-precision-taxi-service.business.site/

2 ○ アイリス介護タクシー ０４－７１７１－２００２ 南増尾8-1-57 http://www.iris-kaigo.co.jp/

3 飛鳥交通千葉　 ０１２０－４３８－１８５ 十余二254-507 https://www.aska-web.co.jp/

4 ＡＧケアサポート ０４－７１１５－５１２２ 豊住3-1-14

5 エミタスタクシー柏　 ０４－７１７２－３６９６ 光ケ丘2-18-18 http://www.emitas.jp/group/emitas-taxi-hikarigaoka.html

6 笑みりい ０９０－５３１１－６７９７ 緑ケ丘23-2

7 介護タクシーおおの ０４－７１３１－０８７２ 根戸470-25-202

8 介護タクシーがってん！！ ０９０－８７４０－４１１７ 逆井5-14-13

9 介護タクシーつぼみ ０４－７１６３－７７４５ 北柏2-15-6

10 介護タクシーほほえみ ０４－７１９２－３８３０ 高柳新田2-36

11 ○ 介護タクシーまるひと ０１２０－９９８－１７２ 名戸ケ谷911 http://www.kaigotaxi-maruhito.com/

12 かしわ介護タクシーいしい　 ０９０－９３９２－３６０４ 塚崎1308-7

13 柏タクシー　 ０１２０－７４６－１６２ 豊四季712-8

14 北柏ケアタクシー ０８０－４３６６－９５２６ 柏市花野井１０２８－６ kitacare.taxi@i.softbank.jp

15 ○ 北柏交通　　 ０１２０－３０５－４４０ 花野井909-3 http://kita-kou.jp/

16 ○ くまさん介護タクシー ０８０－４７９１－９１１８ 豊四季512-57-101 http://kuma-kaigo.com/

17 ○ ケアタクシーじんじん ０９０－１６１６－２５８９ 松葉町4-1-16-404 http://jinnjinn.net/

18 秋桜株式会社 ０４－７１４５－２３９９ 高田５０５

19 さんたく介護タクシー ０８０－４８６３－５４８５ 松葉町2-6-6-205

20 サンパートナー ０４－７１３４－８１３９ 松葉町2-28-6

21 沼南タクシー ０４－７１９１－５７５７ 大島田122 http://www.shonan-taxi.com/

22 Sky care(スカイケア) ０９０－９８４７－５１１９ 柏市南柏1-9-5-604

23 ステップケア　 ０１２０－９５９－６２９ 大室1160-10 http://www.stepcare.co.jp/taxi/

24 染谷交通 ０１２０－６４１－９１０ 北柏2-11-9

25 千葉タクシー　 ０１２０－６７９－１２１ 東1-3-12 http://www.mytaxi.co.jp/chibataxi/index.html

26 千代田観光 ０４－７１３３－０９０９ 十余二313-400

27 東葛ケアタクシーサービス ０４－７１７６－９２７６ 青葉台2-24-1-113

28 東邦タクシー ０１２０－４３３－１５４ 豊四季306 http://www.tohotaxi.com/info.html

29 ニコニコケアサービス ０８０－１８０９－９４９２ 大室1799-105

30 ○ ハート＆ハート ０４－７１４４－３７２５ 豊四季61

31 ○ ひかりの樹 ０４－７１４１－３０１０ 南柏2-9-7

32 富士タクシー ０４－７１４３－６９３５ 豊四季129-10

33 メープルケアタクシー　 ０９０－３１００－５４２９ 松葉町5-5-2-9-102

34 ○ リムジンケアサービス柏 ０４－７１４４－７９９７ 高田1252-10

我孫子市内
寝台
対応 事　業　者　名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

35 ○ アイリスケアリムジン ０１２０－３０７－０６８ 中里324 http://iris-caretaxi.com/

36 京成タクシー東葛株式会社　我孫子営業所 ０１２０－８４－０１０３ 我孫子3-1-15

37 今井タクシー ０４－７１８２－１３４１ 下ケ戸1825-6 http://www.imai-taxi.com/taxi.html

38 うぐいすケアタクシー ０８０－３５１２－６４２０ 泉4-1-406

39 ケアタクシー『あびこ』 ０９０－２５３８－１６０３ 湖北台8-9-6 http://caretaxi-abiko.com/

40 ○ 豊島交通　　 ０４－７１８３－５００１ 東我孫子1-1-2

41 ニューアリビラ ０４－７１８３－３３２２ 我孫子1-24-25 http://www.newtoho.jp/

42 ニュー東豊　 ０４－７１８３－３３２２ 我孫子1-24-25 http://www.newtoho.jp/

43 ○ 山口介護タクシーサービス ０４－７１９９－３１３２ 南新木4-17-8-102

流山市内
寝台
対応 事　業　者　名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

44 ＡＲＭ ＴＡＸＩ　　 ０４－７１５７－３１７７ 南字東74-6

45 ○ 葵介護サービス ０７０－１５４８－３２４４ 南流山1-23-8 https://aoikaigo.co.jp/

46 介護タクシー輝 ０７０－１４０１－００７７ 駒木560-30 http://www.hikaru-taxi.com/

47 ケアタクシーねこの手 ０９０－５５１８－０５９１ 西平井552-4 http://kmnohnya.wixsite.com/nekonote/untitled-c20vc

48 新登交通　　　 ０４－７１５８－１３０５ 南字東74-6

49 ○ とら福来介護タクシー ０１２０－９９３－０９０ 駒木台492-16

50 流山タクシー ０４－７１５８－３１４１ 加1-20-25

51 ○ 福祉ハイヤー柏の葉　 ０４－７１５５－４６７９ 青田49-38

52 平和台ケアタクシー ０４－７１０３－３７５４ 三輪野山2-1-50-101 http://miwanoyama.sakura.ne.jp/

53 ○ ミヤコ介護福祉タクシー ０４－７１７６－２４６６ 名都借993-8

54 ゆいまーる介護タクシー ０９０－１７３０－１９５７ 東初石3-110-16-406
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松戸市内
寝台
対応 事　業　者　名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

55 アウル在宅介護支援サービス ０４７－７１０－９９９１ 小金きよしケ丘3-12-2

56 石原タクシー ０４７－３８７－００２１ 六実4-5-1

57 えいじれすデザイン事務所 ０４７－３６７－０３３９ 松戸新田24-5-15

58 英美志 ０４７－３８８－３４５３ 五香西1-5-6

59 ○ エムズケアタクシー ０８０－４０８３－７９２６ 幸谷1507-19 http://www.ms-caretaxi.com/

60 オネストケアタクシー ０８０－１１０５－２０１０ 秋山373-39 http://honest-caretaxi.com/

61 介護タクシーサンリッチ小金原 ０８０－３３０８－０２３４ 小金原2-18-7

62 介護タクシーハートフルサービス ０４７－３８９－０６５０ 日暮7-1-221

63 介護タクシーミント ０１２０－９１１－７７６ 日暮3-16-46 http://mint-care.jimdo.com/

64 介護タクシーらびっと ０８０－６０６６－６３８５ 六実5-21-15

65 グルントオヤマ ０４７－３８４－４２６１ 常盤平6-3-3

66 ○ ケアタクシーたなか ０９０－４８３５－８３４９ 新松戸北1-2-1 https://www.caretaxi-tanaka.jp/

67 ケアタクシーのぞみ ０１２０－９９３－８９２ 秋山1-9-12-302

68 京成タクシー松戸西株式会社 ０４７－３９４－５５１９ 小根本152-4 http://www.keiseitaxi.jp/matsudonishi/

69 京成タクシー松戸東株式会社 ０４７－３８６－５０３１ 金ケ作408-357 http://www.godo-taxi.jp/taxi.html

70 ○ 小金タクシー ０４７－３４１－４１３１ 大金平4-289-1 http://www.koganetaxi.co.jp/

71 ダブリュータクシー ０１２０－８１７－２２２ 栄町西5-1344-1

72 千葉県東葛個人タクシー協同組合　 ０４７－３３０－３４００ 松戸新田119-2

73 東葛運転代行社　 ０４７－３６６－７０４０ 南花島1-7-10 http://www.toukatsu-matsudo.jp/

74 heart of gold介護タクシー ０９０－８０４８－２７８５ 幸谷459-3　ﾒｲｸｽC-201 https://www.heartofgold-taxi.com/

75 ○ ヘルパーステーション憩　 ０４７－３４４－５６８８ 小金きよしケ丘1-11-6

76 マツドタクシーイースタン ０４７－３９２－１３３１ 紙敷863

77 わらっ亭ケアタクシー ０４７－３９３－８９３１ 六高台8-75-33

野田市内
寝台
対応 事　業　者　名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

78 ○ あい介護タクシー ０４－７１２１－７２００ 鶴奉226 http://aikaigotaxi.main.jp/

79 朝日自動車 ０４－７１２４－２２１６ 上花輪1295-3

80 介護タクシーえいち ０７０－５０７９－６０８１ 尾崎324-1 http://kaigotaxi-info.jp/top_31445.html

81 介護タクシー心愛 ０９０－２７４０－５５６１ 木野崎2169-10

82 介護タクシー・なべケア ０１２０－４９０－４９２ 鶴奉18-1 nabe.care@gmail.com

83 HIRO介護タクシー ０１２０－７４０－１９０ 船形914

船橋市内
寝台
対応 事　業　者　名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

84 患者等搬送介護タクシーシモムラ ０９０－２２２０－１９４２ 坪井西2-7-21 http://simotaku.in.coocan.jp/

85 ケアタクシーゆあさ ０９０－１８４６－０６３０ 西船2-26-1-501

86 サポートライナー ０４７－７１１－２７４１ 東中山2-10-30

87 トミー福祉タクシー ０１２０－１０３－７５６ 前原西4-31-2 http://www.tommy-fukushitaxi.com/

88 みさきタクシー ０１２０－４４８－８３０ 二和東6-29-29

89 介護タクシーきずな ０９０－９６８３－１３９２ 東船橋6-4-4

その他
寝台
対応 事　業　者　名 電話番号 所在地 ＨＰアドレス

90 アイラス（コールセンター） ０１２０－８４０－０８２ http://www.ailus.jp/

91 愛和福祉タクシー（鎌ヶ谷市） ０１２０－８５８－３４９ 西道野辺14-46-306

92 協進交通（鎌ヶ谷市）　 ０４７－４４４－４５９２ 東初富1-11-8

93 檪山交通（鎌ヶ谷市）　 ０４７－４４２－１５１５ くぬぎ山5-1-26

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

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

96 サンベグランドケアサービス（成田市） ０９０－８８９３－１３１０ 公津の杜2-29-3 http://sanbe-11.co.jp/service/taxi/

97 株式会社たいが企画（成田市） ０４７６－２９－５７８５ 公津の杜4-6-7 http://taiga-o.com/sub1.html

98 ハッピーハート成田店（成田市） ０８０－９４５４－８８８６ 飯仲36-21 http://fc.heart-kaigo.com/narita/

99 さかえ介護タクシー（印旛郡栄町） ０８０－３５５５－０２９４ 安食卜杭新田902-33

100 福祉タクシーハッピーハート（印旛郡酒々井町） ０４３－４９６－８８８６ 酒々井1752 http://www.heart-kaigo.com/

101 ○ 守谷福祉協会（守谷市）　 ０２９７－３４－０２９４ 大柏1007-24 http://moriyafukushik.com/mfk-taxi.htm

102 ○ ナーシングサポート（長生郡白子町） ０４３－３８２－８２７７ 五井2443-1 https://www.na-sinngusapo-to.jp/

103 マリナーゼ介護タクシー（浦安市） ０９０－２６２５－０１１９ 猫実2-3-22 http://marinaze.com/

104 介護タクシーハートフル（印西市） ０８０－５４００－８３４１ 木刈2-24-2 http://heartful16.web.fc2.com/

105 介護タクシーきかり（印西市） ０８０－８９０２－０３３７ 木刈2-18-5

106 ラビットケアタクシー（印西市） ０８０－４３７４－３１２７ 西の原2-3-6-804

107 ケアタクシーレジーナ（千葉市緑区） ０４３－３０８－３０６２ おゆみ野3-18-2

108 おもてなし介護タクシーTsuka（佐倉市） ０９０－５２１８－０８２３ 中志津2-13-4

109 介護タクシー人力車（佐倉市） ０４３－３１０－７７５０ 王子台1-8-6
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