
■北海道・東北■　※一部抜粋

北海道 北広島第一交通 011-377-2600 秋田県 あきた県都交通　 --
北海道 札幌ハイヤー事業協同組合 011-561-1172 秋田県 末広自動車 0182-32-0305
北海道 札幌団地タクシー 011-661-5656 秋田県 つばめ自動車　 0182-32-0654
北海道 国際交通 011-681-8811 秋田県 よこてタクシー 0182-36-8580
北海道 興亜第一交通 011-731-2413 秋田県 第一タクシー 0185-53-5389
北海道 わんわんタクシー 011-799-1195 秋田県 冨士タクシー 0186-42-1001
北海道 札幌第一交通 011-811-6024 秋田県 ユニオン交通 0186-42-3411
北海道 興亜第一交通　白石営業所 011-871-4614 秋田県 北鹿観光ハイヤー 0186-62-1313
北海道 ゆたか交通 0123-23-2616 秋田県 花場タクシー 0187-53-2131
北海道 北海道中央タクシー 0134-34-2020 秋田県 角館観光タクシー 0187-54-1144
北海道 金星小樽ハイヤー　本社営業所 0134-23-8181 秋田県 平和観光タクシー 0187-54-3333
北海道 金星小樽ハイヤー　朝里営業所 0134-23-8181 秋田県 大曲タクシー 0187-62-0050
北海道 東交ハイヤー 0166-82-2530 秋田県 秋田ハイタク興業 0188-63-3401
北海道 千鳥ハイヤ－ 0166-83-2645

山形県 みどりタクシー --
青森県 グリーン交通 0172-28-0201 山形県 最上観光タクシー 0233-22-2525
青森県 弘前駅前タクシー　 0172-28-8891 山形県 新庄タクシー 0233-22-3955
青森県 北星交通 0172-32-0272 山形県 酒田合同自動車 0234-22-4433
青森県 さくら交通 0172-34-5505 山形県 港タクシー 0234-22-4622
青森県 五所川原交通 0173-34-3300 山形県 酒田第一タクシー 0234-22-9444
青森県 五所川原本社 0173-35-2195 山形県 観光タクシー 0234-43-0303
青森県 中央タクシー 0175-24-2218 山形県 余目タクシー 0234-43-2411
青森県 泊観光タクシー 0175-77-2270 山形県 庄交ハイヤー 0235-22-0096
青森県 三沢タクシー　 0176-53-2157 山形県 出羽ハイヤー 0235-22-1981
青森県 縦貫タクシー　 0176-62-2121 山形県 鶴岡タクシー 0235-64-1333
青森県 三八五観光タクシ－ 0177-42-2211 山形県 湯の浜観光エアポートタクシー 0235-75-2321
青森県 青森市タクシ－共通チケット 0177-66-3161 山形県 平成タクシー 0236-15-1311
青森県 文化タクシー 0178-22-0193 山形県 観光タクシー 0236-22-5335
青森県 三八五交通 0178-24-3335 山形県 八千代交通 0236-23-1767
青森県 興産タクシー 0178-25-3172 山形県 相互タクシ－ 0236-24-1213

山形県 山寺観光タクシ－ 0236-33-1331
岩手県 千廐タクシー 0191-53-2220 山形県 さくらタクシ－ 0236-46-4355
岩手県 文化タクシー 0193-23-5038 山形県 上山タクシー 0236-72-1122
岩手県 青葉タクシー 0193-23-5911 山形県 うるしやまタクシ－ 0236-84-7113
岩手県 大槌タクシー 0193-42-2256 山形県 蔵王タクシー 0236-88-1919
岩手県 三社自動車 0193-62-3632 山形県 東根交通 0237-42-1151
岩手県 マルヨシタクシ－ 0193-62-8214 山形県 中央タクシー 0237-86-4111
岩手県 山崎タクシー 0193-82-3511 山形県 米沢タクシー 0238-22-1225
岩手県 ヒカリタクシー 0194-52-3333 山形県 ツバメタクシー　 0238-22-1300
岩手県 中山タクシー二戸営業所 0195-22-5505 山形県 今村タクシー 0238-22-2362
岩手県 栗駒観光タクシー 0196-01-1722 山形県 辻自動車 0238-22-3221
岩手県 盛和タクシー 0196-01-6136 山形県 吾妻観光タクシー 0238-23-3433
岩手県 こがわタクシー盛岡営業所 0196-26-5062 山形県 赤湯観光タクシー 0238-43-2140
岩手県 みたけタクシー 0196-41-0314 山形県 羽山観光タクシー 0238-52-3255
岩手県 世田米タクシ－ 0196-46-2525 山形県 白鷹タクシー 0238-84-1311
岩手県 城北タクシ－ 0196-48-4311 山形県 中央タクシー 0238-84-2157
岩手県 あいのりタクシー 0196-51-1011 山形県 個人　恭葉タクシー 090-2799-4948
岩手県 都南交通 0196-54-2280 山形県 雅タクシー 090-6622-4058
岩手県 岩手ハイヤー 0196-58-0351
岩手県 太田タクシ－ 0196-59-0071 福島県 会津通商 0241-27-4953
岩手県 日詰タクシ－ 0196-72-3335 福島県 会津タクシー 0242-22-5560
岩手県 滝沢交通 0196-94-3277 福島県 会津交通 0242-26-6655
岩手県 ふるさと交通 0196-96-5745 福島県 猪苗代タクシー 0242-62-3636
岩手県 北上タクシー 0197-63-2345 福島県 コダマコウツウ 0245-23-0201
岩手県 大安タクシ－ 0197-63-3331 福島県 福島貸切辰巳屋自動車 0245-23-3241
岩手県 八重樫タクシー 0197-64-1153 福島県 文知摺タクシ－ 0245-34-2181
岩手県 藤タクシー 0197-64-2311 福島県 共和交通 0245-34-7122
岩手県 村﨑野タクシー　 0197-66-2627 福島県 本田タクシー 0245-45-1151
岩手県 ほっと交通北上営業所 0197-71-2117 福島県 大森貸切自動車（有） 0245-46-5395
岩手県 花巻タクシ－ 0198-23-3389 福島県 ＦＫタクシー 0245-53-3300
岩手県 電鉄タクシ－ 0198-23-4141 福島県 北福島タクシ－ 0245-57-2210
岩手県 花巻若葉ハイヤー 0198-24-3165 福島県 松川観光タクシー　 0245-67-2155
岩手県 文化タクシー 0198-24-4151 福島県 カネハチタクシ－ 0245-67-3211
岩手県 ミヤノメタクシ－ 0198-26-2710 福島県 丸和保原タクシー 0245-75-3030
岩手県 東和観光タクシー 0198-42-3737 福島県 三協ハイヤー　 0245-82-2255
岩手県 遠野交通 0198-62-3358 福島県 あおいタクシー 0245-91-2961

福島県 荒井タクシ－ 0245-93-2320
宮城県 キュットライフ 0222-94-1910 福島県 ジョウコウタクシー　ホンテンエイギョウショ 0246-29-2343
宮城県 タクシ－チケットサ－ビス 0222-95-1905 福島県 湯本タクシー 0246-43-2602
宮城県 安藤　博　タクシー 090-3129-5307福島県 泉タクシ－ 0246-56-6356

福島県 尼子タクシー 0246-21-1234

※宮城県　タクシーチケットサービスでご利用できるタクシー会社は、以下ホームページからご確認ください。
　　タクシーチケットサービス（株）　https://www.taxiticket-service.com　→「チケット」→「使用できるタクシー会社はこちら」
　　介護タクシーはご利用いただけない場合がございます。
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