
（◆印は、名鉄タクシーグループです）

地　　　区 電話番号 主な営業区域

◆ 名鉄交通 052-331-2211

◆ 愛電交通

◆ 名鉄名古屋タクシー

鯱第一交通

千成第一交通

八千代第一交通

大宝第一交通

ダイヤ交通 052-523-2225

帝産キャブ名古屋 052-914-1115

文化交通 052-241-8445

名古屋近鉄タクシー 052-221-6611

東和交通 052-913-2331

ひばりタクシー

西枇杷島交通

柳木交通 052-613-2341

東海交通

すみれタクシー

さくら交通

中日本タクシー

三晃タクシー

瑞穂タクシー

栄タクシー

朝日タクシー

中川タクシー

二葉タクシー

大高タクシー

小藤タクシー 0561-82-3178

香流運輸 052-771-1090

新川タクシー 052-400-0511

豊自動車 052-831-4141

辨天交通 052-451-3526

みなみタクシー 052-613-0373

◆ 名鉄西部交通 0586-73-5166 一宮市・春日井市・小牧市・瀬戸市

◆ 名鉄知多タクシー 0569-37-1112 知多半島一円・碧南市・高浜市

◆ 名鉄東部交通 0565-32-1541 豊田市・知立市・安城市・刈谷市・西尾市

◆ 名鉄岡崎タクシー 0564-51-1111 岡崎市一円

◆ 豊鉄タクシー 0532-56-5111 豊橋市・田原市・豊川市・蒲郡市

柴田自動車 0567-67-0161 蟹江町・弥富市

稲沢タクシー 0587-21-0517 稲沢市

萩原タクシー 0586-68-1161 一宮市・稲沢市

山下運送 0587-32-3191 稲沢市

豊田交通 0565-52-3448 豊田市・知立市

挙母タクシー 0565-32-1246 豊田市

◆ 岐阜名鉄タクシー 058-245-3005 岐阜市・関市・羽島郡

◆ 名鉄西部交通 0574-25-2346 美濃加茂市・各務原市・可児市・加茂郡

◆ 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

◆ 下呂名鉄タクシー 0576-25-4141 下呂市

◆ 濃飛乗合自動車 0578-82-1111 飛騨市

鳩タクシー 0577-32-0246 高山市

岐阜羽島バス・タクシー 058-391-4101 羽島市

大垣タクシー 0584-78-5178 大垣市

◆ 名鉄四日市タクシー 059-351-3121 四日市市・鈴鹿市・亀山市・桑名市・いなべ市

◆ 三重名鉄タクシー 0598-51-2277 松阪市・津市・伊勢市・鳥羽市

名鉄グループタクシーチケット提携会社一覧

052-331-2222

052-502-3935

0120-101-758

会　社　名

名古屋交通圏

　名古屋市・豊明市・日進市・尾張旭市・瀬戸市
　津島市・愛西市・弥富市・北名古屋市・清須市
　あま市・長久手市・愛知郡（東郷町）
　海部郡（大治町・蟹江町・飛島村）
　西春日井郡（豊山町）

052-821-2345

052-822-8451

愛知県・名古屋市

052-912-3456

愛知県・名古屋市以外

岐阜県

0120-806-566

三重県



大鉄タクシー 0547-45-2121 島田市

掛川大鉄タクシー 0537-24-4161 掛川市

遠鉄タクシー 053-412-7777 浜松市・磐田市・袋井市・掛川市

スタータクシーグループ
 （浜松タクシー・富士タクシー)

053-444-1111 浜松市

　　 浜松交通 053-449-1472 浜松市

　　 熱海箱根登山ハイヤー 0557-81-8175 熱海市・御殿場市

　　 アンビ・ア 054-628-2135 焼津市・静岡市

富士急伊豆タクシー 055-975-3476 三島市・沼津市・蒲原・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 0557-53-0776 伊豆東海岸全域

網走ハイヤー 0152-43-3939 網走市

ちどりハイヤー 0166-83-2645 旭川空港

函館タクシー 0138-51-0168 函館市

SKタクシーグループ

三和交通

さくら交通

北星タクシー

北びしハイヤー

三和交通(清田)

寿ハイヤー

港ハイヤー 0135-22-6111 余市郡余市町

臨港昭和交通 0144-34-6000 苫小牧市

宮城県 帝産キャブ仙台 022-231-5151 仙台市

栃木県 関東交通 028-625-7111 宇都宮市

日本交通 03-5755-2151

国際自動車 03-3505-6001

大和自動車交通 03-3563-5151

帝都自動車交通 03-3643ｰ6881

京王自動車 03-3406-7171

小田急交通 03-3406-7171

都南交通 03-3759-4922

京急交通 03-3406-7171 東京23区

新立川交通 0120-173-381 立川市

小田急交通南多摩 0120-591-123 多摩市・町田市

京王自動車 045-331-8621 横浜市・川崎市・横須賀市

京急交通 0467-44-2214 鎌倉市

川崎交通産業 044-966-9111 川崎市

相模中央交通 046-221-5221 厚木市・相模原市

海老名相中 046-231-3076 海老名市

厚木相中 046-221-5221 厚木市

湘南相中 0466-48-0363 藤沢市北部

神奈中ハイヤー 046-221-1746 厚木市・平塚市・相模原市・藤沢市

神奈中サガミタクシー 0467-53-2000 茅ヶ崎市・寒川町

二宮神奈中ハイヤー 0463-32-8080 中郡二宮町・平塚市

神奈中ハイヤー横浜 045-316-6622 横浜市内

神奈川都市交通 045-743-0100 横浜市・川崎市・相模原市・大和市

明生タクシー 044-588-0478 川崎市

多摩田園タクシー 044-857-0100 川崎市北部田園都市線沿線

箱根観光自動車 0465-22-9161 小田原市・箱根

箱根登山ハイヤー 0465-22-1313 小田原市・箱根・湯河原・熱海・御殿場

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

0263-27-8191 松本地区

026-283-8800 長野地区

0266-71-1181 諏訪地区

信州アルピコタクシー 0263-27-4444 松本市・塩尻市・大町市

神奈川県

札幌市

東京23区・武蔵野市・三鷹市

山梨県

アルピコタクシー

東京都

011-761-6000

静岡県

北海道

長野県



おんたけタクシー 0264-22-2054 木曽郡

朝日交通 0265-22-0373 飯田市・下伊那郡

丸八タクシー 0265-82-4177 駒ヶ根市・伊那市・上伊那郡

富山県 富山交通 076-421-1122 富山市

石川県 ◆ 石川交通 076-231-4131 金沢市・小松市・加賀市・七尾市

武生タクシー 0778-22-0012 越前市・南越前町

すいせんタクシー 0776-26-3515 福井市

大和交通 0770-56-3333 小浜市

敦賀第一交通 0770-22-3366 敦賀市・三方郡

滋賀ヤサカ自動車 077-522-6767 大津市

滋賀第一交通 077-553-1346 近江八幡市・草津市

大津第一交通 077-524-4000 大津市・高島市

帝産タクシー滋賀 0120-530-818 草津市・栗東市

南ヤサカ交通 075-682-2323

彌栄自動車

洛陽交通

銀鈴タクシー

京都第一交通 075-622-4000 京都市・八幡市・枚方市

日本タクシー 06-6928-5151 大阪市・豊中市・伊丹空港

阪急タクシー 06-6386-0855 京阪神

阪神タクシー 0798-41-0995 尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市

大阪阪神タクシー 06-6996-3233 大阪市・守口市

神戸六甲タクシー 078-681-2431 神戸市

高砂交通 079-442-0033 加古川市・高砂市

第一交通 072-844-7777 枚方市・交野市・寝屋川市

日本交通 0859-22-3131 鳥取県全域

日の丸ハイヤー 0859-22-3231 鳥取県全域

福岡西鉄タクシー

東福岡西鉄タクシー

北九西鉄タクシー 093-651-5661 北九州市

久留米西鉄タクシー 0942-21-0011 久留米市・小郡市・鳥栖市

柳川西鉄タクシー 0944-72-2128 柳川市・大川市

宗像西鉄タクシー 0940-32-4131 宗像市

共同交通 098-945-5432 沖縄南部　西原町

はとタクシー 098-877-0810 沖縄南部　浦添市

美栄タクシー 098-877-7659 沖縄南部　浦添市

みなと交通 098-869-3710 沖縄南部　那覇市

日栄交通 098-856-9036 沖縄南部　豊見城市

大里タクシー 098-945-2422 沖縄南部　南城市

日興タクシー 098-973-9494 沖縄中部　うるま市

沖縄

092-531-0531 福岡交通圏

福井県

滋賀県

鳥取県

075-842-1212
京都市

九州

長野県

京都府

大阪・神戸


