
■甲信越・北陸■　※一部抜粋
富山県 富タク 0764-24-2701

新潟県 フラワー観光 0250-23-1300 富山県 大和交通 0764-24-2825
新潟県 新興タクシー（株） 0250-24-2822 富山県 北陸小型交通 0764-52-3780
新潟県 太陽交通新潟 0252-01-5456 富山県 城南交通 0764-91-3738
新潟県 新潟市個人タクシー事業組合 0252-41-4771 富山県 魚津交通 0765-22-0640
新潟県 万代タクシー 0252-47-5211 富山県 金閣自動車商会 0765-22-1030
新潟県 日の出交通 0252-49-2115 富山県 くろべ交通 0765-52-0507
新潟県 東港タクシー 0252-55-2331 富山県 桜井交通 0765-52-1280
新潟県 ハマ　タクシ－ 0252-59-2744 富山県 高岡交通 0766-23-1215
新潟県 光タクシー 0252-62-5141 富山県 新和タクシー 0766-27-0500
新潟県 東タクシー 0252-71-3053 富山県 平和交通　 0766-91-0303
新潟県 三洋タクシー 0252-71-3904
新潟県 新潟あさひタクシー 0252-72-2292 石川県 加賀タクシー 0761-21-0212
新潟県 港タクシー 0252-74-0301 石川県 小松タクシー 0761-22-0886
新潟県 坂井タクシー 0252-74-2210 石川県 石川相互自動車 0761-74-8099
新潟県 さくら交通 0252-74-3232 石川県 大交日の出タクシー 0761-76-1133
新潟県 四葉タクシー（有） 0252-79-4281 石川県 石川県金沢ハイタク事業協同組合 0762-21-1428
新潟県 富士タクシー 0252-79-5166 石川県 北陸さくら交通 0762-22-4237
新潟県 第一タクシー 0252-80-0880 石川県 かもめタクシー 0762-31-1128
新潟県 コハ゛ト交通 0252-86-1188 石川県 石川交通 0762-31-4433
新潟県 はとタクシー 0252-87-1121 石川県 冨士タクシー 0762-37-1321
新潟県 三和第一交通（株） 0253-77-5074 石川県 平和タクシー 0762-37-2294
新潟県 （株）ＮＫ交通 0253-82-5222 石川県 みどり交通 0762-37-2294
新潟県 都タクシー 0253-85-6380 石川県 十二タクシー 0762-37-5399
新潟県 太陽交通 0253-86-8111 石川県 平和タクシー 0762-37-5677
新潟県 太陽交通新発田中央（株） 0254-22-1166 石川県 大和タクシーコールネット 0762-40-3311
新潟県 新発田観光タクシー 0254-22-3188 石川県 金城三和交通 0762-41-7142
新潟県 下越タクシー 0254-24-4714 石川県 なるわ交通 0762-52-1038
新潟県 セイロウタクシ－ 0254-27-2552 石川県 プロタクシー 0762-53-5555
新潟県 中条タクシー 0254-44-8888 石川県 ＫＥＣハイヤー 0762-59-6616
新潟県 はまなす観光タクシー 0254-50-7788 石川県 石川近鉄タクシー　本社営業所 0762-61-9227
新潟県 瀬波タクシー 0254-53-2187 石川県 石川グリーンタクシー 0762-62-0403
新潟県 アイエムタクシ－ 0255-23-4795 石川県 オリエンタル 0762-68-2022
新潟県 高田合同自動車 0255-24-5050 石川県 金沢交通 0762-68-3038
新潟県 頸城ハイヤー 0255-43-2001 石川県 かなやタクシー 0762-72-0085
新潟県 直江津タクシー 0255-43-4545 石川県 美川タクシー 0762-78-2121
新潟県 糸魚川タクシー 0255-52-0818 石川県 伏見台交通 0762-80-5595
新潟県 新井タクシー 0255-72-3147 石川県 金沢個人タクシー（協） 0762-91-2551
新潟県 エス　タクシ－ 0256-32-5021 石川県 北交タクシー 0762-91-8222
新潟県 日の丸観光タクシ－ 0256-32-6911
新潟県 三条タクシ－ 0256-33-1661 福井県 敦賀海陸運輸 0770-22-3111
新潟県 中越交通（株）三条営業所 0256-38-2021 福井県 光タクシー 0776-22-2288
新潟県 燕タクシー 0256-62-6101 福井県 三栄タクシー 0776-22-4100
新潟県 中央タクシー 0256-63-4702 福井県 日の丸タクシー 0776-26-0039
新潟県 曽根タクシー　 0256-88-3138 福井県 すいせんタクシー 0776-26-3515
新潟県 大和タクシー 0257-23-4141 福井県 福井バス　タクシー事業部 0776-35-8100
新潟県 柏崎交通 0257-23-5153 福井県 福井県個人タクシー協同組合 0776-36-1703
新潟県 十日町交通 0257-52-3146 福井県 共栄タクシー 0776-36-8363
新潟県 銀嶺タクシー 0257-72-2440 福井県 嶺北個人タクシー 0776-37-1438
新潟県 やまとタクシー 0257-77-3142 福井県 福井交通 0776-43-9109
新潟県 浦佐タクシー 0257-77-3456 福井県 福井タクシー 0776-52-0101
新潟県 ゆざわ魚沼タクシー 0257-84-2025 福井県 あかりタクシー 0776-52-7070
新潟県 小出タクシー 0257-92-0019 福井県 福井都タクシ－ 0776-53-0818
新潟県 観光タクシー 0257-92-1100 福井県 福福交通 0776-53-2210
新潟県 大手交通 0258-28-8222 福井県 永平寺観光　 0776-53-3425
新潟県 カンコー 0258-34-2441 福井県 福井相互タクシー 0776-53-5100
新潟県 相互タクシー 0258-34-2525 福井県 松岡交通 0776-61-0580
新潟県 中越交通（株）長岡営業所 0258-35-1239 福井県 温泉タクシー 0776-77-2341
新潟県 長岡タクシー 0258-35-3800 福井県 アイネス観光 0776-89-1135
新潟県 旭タクシー 0258-35-8181 福井県 福鉄商事　武生タクシー 0778-22-0012
新潟県 三越タクシー 0258-36-6677 福井県 小松タクシー 0778-22-0585
新潟県 中越交通（株）見附営業所 0258-62-0022 福井県 相互タクシー 0778-51-0238
新潟県 小千谷タクシー 0258-82-0072 福井県 相馬タクシー 0778-51-0559
新潟県 中央タクシー 0258-82-4345 福井県 鯖江タクシー 0778-51-2822
新潟県 つばめタクシー 0258-86-0226 福井県 大喜タクシ－ 0779-66-2171
新潟県 中央タクシー（有） 0259-52-3161

山梨県 甲斐タクシー 0551-22-0255
富山県 となみ観光交通 0763-33-0313 山梨県 南西タクシー　 0552-26-5494
富山県 太陽交通 0764-07-1733 山梨県 国母観光自動車 0552-30-8000
富山県 富山地鉄タクシー 0764-21-4200 山梨県 幸タクシー 0552-32-1777
富山県 富山個人タクシー 0764-24-1635 山梨県 甲府ハイヤー事業協同組合 0552-32-2020
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山梨県 相互タクシー 0552-33-4545
山梨県 合同タクシー 0552-55-5151
山梨県 日之出観光自動車　 0552-62-2131
山梨県 岡部タクシー 0552-62-3637
山梨県 富士タクシー 0552-66-2424
山梨県 豊富タクシー 0552-69-2525
山梨県 花輪タクシー　 0552-73-3232
山梨県 アルプス交通 0552-82-0400
山梨県 上野原タクシー　 0554-63-1232
山梨県 富士急山梨ハイヤー 0555-23-6600

長野県 諏訪地区タクシー事業協同組合 --
長野県 スマイル観光旭　 0262-21-6849
長野県 長野観光タクシ－ 0262-22-1238
長野県 アットマーク高府運送 0262-26-1888
長野県 長野個人タクシー 0262-27-2261
長野県 日の丸タクシー 0262-32-2332
長野県 つばめタクシ－ 0262-33-3050
長野県 長電タクシー 0262-44-0351
長野県 長野タクシー 0262-56-8840
長野県 更埴観光タクシー 0262-73-2627
長野県 昌栄観光タクシー 0262-83-6200
長野県 アルピコタクシー 0263-26-5704
長野県 松本タクシー 0263-33-3696
長野県 松本市個人タクシー事業協同組合 0263-36-1800
長野県 メトバタクシー 0263-46-2862
長野県 あずさ交通 0263-50-6038
長野県 美勢タクシー 0263-52-0120
長野県 平成交通 0263-57-0505
長野県 南安タクシー　豊科本社 0263-72-2855
長野県 安曇観光タクシー 0263-82-2829
長野県 飯田下伊那タクシ－ 0265-22-6314
長野県 丸茂自動車 0265-36-3333
長野県 白川タクシー 0265-72-5836
長野県 辰野タクシー 0266-41-5759
長野県 諏訪交通タクシー 0266-53-1121
長野県 佐久小諸観光 0267-22-2475
長野県 松葉タクシー　 0267-42-2181
長野県 ますや交通 0267-45-5223
長野県 軽井沢観光 0267-45-5408
長野県 岩村田観光タクシ－ 0267-67-2525
長野県 上田タクシー 0268-22-0055
長野県 省和タクシー 0268-22-0400
長野県 上田観光自動車 0268-22-2012
長野県 カクマハイヤー　 0268-62-0147
長野県 中央タクシー 0282-82-0181
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