
■九州・沖縄■　※一部抜粋
福岡県 日光タクシー 0936-03-8800

福岡県 三五会運輸 0922-91-3550 福岡県 三ヶ森タクシー 0936-11-0814
福岡県 亜細亜タクシー 0923-22-4677 福岡県 日高交通 0936-21-0068
福岡県 サンタクシー 0924-11-4419 福岡県 相生タクシ－ 0936-21-0519
福岡県 福岡南国交通 0924-71-6803 福岡県 八幡タクシー 0936-31-3536
福岡県 親和交通 0924-73-8811 福岡県 明交タクシー 0936-42-7441
福岡県 トマト交通 0924-74-2725 福岡県 北九西鉄タクシー 0936-52-3402
福岡県 福岡中央個人タクシー 0925-02-5758 福岡県 北九親交会個人タクシー協同組合 0936-53-3981
福岡県 筑タク運輸協同組合 0925-03-0150 福岡県 セントラルタクシー 0936-63-6662
福岡県 藤丸交通 0925-03-3556 福岡県 光タクシー 0936-71-1261
福岡県 藤丸タクシー 0925-04-6690 福岡県 帆柱タクシー 0936-81-4955
福岡県 福岡西鉄タクシー 0925-21-1331 福岡県 若松タクシー 0937-51-2260
福岡県 博多個人タクシー協同組合 0925-22-6285 福岡県 北交大和タクシー 0938-71-3152
福岡県 双葉交通 0925-41-0234 福岡県 クラウン交通 0938-81-2929
福岡県 明交運輸事業業協同組合 0925-41-2577 福岡県 中央タクシー 0939-31-0084
福岡県 西日本個人タクシー 0925-52-2345 福岡県 紫苑タクシー 0939-31-3862
福岡県 フクオカラツキ－タクシ－ 0925-57-4111 福岡県 昭和タクシー 0939-62-6800
福岡県 福博タクシー 0925-81-0913 福岡県 宗像グリーンタクシー 0940-33-3181
福岡県 南福岡自動車 0925-81-1233 福岡県 みなとタクシー 0940-35-1111
福岡県 日本交通産業福岡営業所 0925-88-6372 福岡県 新星交通 0940-36-6555
福岡県 桃源運輸 0925-92-1200 福岡県 宗像平和タクシー 0940-42-0040
福岡県 福和タクシー 0926-07-2931 福岡県 福栄タクシー 0940-42-0192
福岡県 国際タクシー 0926-11-0664 福岡県 宗像交通 0940-52-0015
福岡県 福岡自動車 0926-11-7536 福岡県 大善寺オオクマタクシー 0942-26-2621
福岡県 大稲自動車 0926-21-1221 福岡県 三潴郡タクシー 0942-26-3963
福岡県 東栄タクシー 0926-21-1238 福岡県 久留米旅客自動車事業（協組） 0942-33-8228
福岡県 共栄タクシー 0926-21-8346 福岡県 ふちがみタクシー 0942-53-2751
福岡県 オーケータクシー 0926-22-0560 福岡県 大靍タクシ－ 0942-53-5115
福岡県 なの花タクシー 0926-23-3231 福岡県 ニコニコ交通 0943-23-0669
福岡県 あけぼのタクシー 0926-61-4410 福岡県 光タクシー 0943-75-3181
福岡県 東部タクシー 0926-71-0130 福岡県 大牟田個人タクシー 0944-43-3846
福岡県 安川タクシ－ 0926-81-1334 福岡県 白石タクシー 0944-52-3865
福岡県 多々良タクシー 0926-91-3036 福岡県 大牟田タクシー 0944-53-3065
福岡県 パンダタクシー 0927-16-2170 福岡県 初島タクシー 0944-53-3616
福岡県 福博個人タクシー 0927-16-5003 福岡県 大牟田冨士タクシー 0944-53-5005
福岡県 福岡昭和タクシー福岡営業所 0927-61-2531 福岡県 不知火タクシー 0944-55-2185
福岡県 西日本自動車 0927-61-7150 福岡県 昭和タクシー 0944-73-2024
福岡県 三愛タクシー 0928-01-4636 福岡県 柳川観光タクシー 0944-73-6157
福岡県 西福岡タクシー 0928-06-0333 福岡県 有明交通 0944-76-3310
福岡県 周船寺タクシー 0928-06-2402 福岡県 矢野タクシー 0946-22-2600
福岡県 福交タクシー 0928-22-1414 福岡県 甘木観光タクシー 0946-22-2680
福岡県 昭和市丸交通 0928-31-0221 福岡県 田川構内自動車 0947-44-4131
福岡県 高砂タクシー 0928-64-4915 福岡県 ひまわり運輸事業 0949-22-4037
福岡県 ハッピータクシー 0928-64-4915 福岡県 松川タクシー 0949-32-0011
福岡県 さくらタクシー 0928-71-2325 福岡県 ＭＧタクシー 0949-34-7330
福岡県 南部タクシー 0928-71-2386
福岡県 飯倉タクシー 0928-72-3133 佐賀県 タクシービジネスセンター 0952-25-1530
福岡県 小笠木観光 0928-72-8208 佐賀県 吉野ヶ里観光タクシー 0952-52-4289
福岡県 福岡西部陸運事業（協） 0928-81-0834 佐賀県 温泉タクシー 0954-23-8181
福岡県 太宰府タクシー 0929-25-8855 佐賀県 再耕庵タクシー 0954-63-2171
福岡県 つくしの交通 0929-28-1212 佐賀県 唐津観光タクシー 0955-74-1013
福岡県 篠栗交通 0929-32-0077
福岡県 天龍タクシー 0929-32-0077 長崎県 佐世保ハイタク共同 0956-24-6222
福岡県 木村タクシー 0929-32-0103 長崎県 さかいタクシ－ 0957-26-2416
福岡県 今泉交通 0929-35-0047 長崎県 さくらタクシー 0957-52-2713
福岡県 ワーカーズコープタクシー福岡 0929-35-0991 長崎県 オオムラ　ラッキータクシー 0957-52-3041
福岡県 花鶴タクシー　本社営業所 0929-42-3433 長崎県 合同タクシー 0957-53-0848
福岡県 ニッシンタクシー 0929-51-2400 長崎県 竹松タクシー　 0957-55-8339
福岡県 新宮タクシー 0929-62-1533 長崎県 古賀タクシー　 0958-38-3261
福岡県 太陽交通 0930-23-2445
福岡県 山田タクシー 0930-23-9806 熊本県 日新交通タクシー 0962-37-0006
福岡県 八雲自動車 0933-21-4052 熊本県 個人　ＫｉＬａＬａ　ＴＡＸＩ 0962-42-1497
福岡県 昭和交通 0933-81-5161 熊本県 ミハナタクシ－ 0963-24-3111
福岡県 ハト個人タクシー（協） 0934-82-1646 熊本県 龍田タクシー 0963-38-6633
福岡県 カエルタクシー 0935-11-2223 熊本県 熊本バスタクシー 0963-45-6231
福岡県 シンワコジンタクシ－キヨウドウクミアイ 0935-61-1810 熊本県 キティー交通 0963-48-2588
福岡県 新和タクシー 0935-81-3356 熊本県 三和タクシ－ 0963-52-1105
福岡県 北九州個人タクシ－共同組合 0935-92-3155 熊本県 熊本駅構内タクシ－ 0963-52-4325
福岡県 折尾タクシー 0936-01-1151 熊本県 旭タクシ－ 0963-54-4188
福岡県 西部陣原タクシー 0936-01-4044 熊本県 オーケイタクシー 0963-55-0226
福岡県 大和タクシー 0936-01-6000 熊本県 宮社交通 0963-57-4311
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鹿児島県 山元タクシー 0992-58-0085
熊本県 観光タクシー 0963-64-4144 鹿児島県 日の丸タクシ－ 0992-59-1245
熊本県 健軍タクシー 0963-65-1111 鹿児島県 グリーン観光 0992-60-0389
熊本県 双葉タクシー 0963-65-1201 鹿児島県 錦江石油　ひまわりタクシー 0992-60-3333
熊本県 熊本市個人タクシー交友会 0963-65-9737 鹿児島県 エヌ・ワンタクシー 0992-60-9696
熊本県 肥後タクシー 0963-68-5448 鹿児島県 サンコータクシー 0992-64-0821
熊本県 熊本市タクシー商事 0963-68-6868 鹿児島県 あづま交通 0992-65-6352
熊本県 第一交通タクシー 0963-83-8055 鹿児島県 谷山タクシー 0992-67-2535
熊本県 進交タクシー 0963-83-8055 鹿児島県 増留タクシー 0992-81-3780
熊本県 光洋タクシー 0963-83-8055 鹿児島県 旭交通　 0992-97-6262
熊本県 水前寺タクシー本社営業所 0963-84-4177 鹿児島県 森田タクシー 0993-53-5500
熊本県 熊本個人タクシー　一期会 0963-86-5515 鹿児島県 宇都自動車商会 0993-56-1181
熊本県 おがたタクシー 0964-32-1023 鹿児島県 まいにち交通 0994-40-0112
熊本県 大和タクシー 0965-33-1204 鹿児島県 旭交通　鹿屋営業所 0994-44-5407
熊本県 昭和タクシー 0965-35-4181 鹿児島県 中村自動車商会 0995-42-2136
熊本県 人吉タクシー本社営業所 0966-23-2525 鹿児島県 旭交通　株式会社 0995-47-1311
熊本県 君島タクシー 0966-63-4141 鹿児島県 霧島公園タクシー 0995-78-2454
熊本県 荒尾タクシー 0968-62-1212 鹿児島県 タクシー国際 0995-78-2521
熊本県 平和タクシー 0968-62-2121 鹿児島県 薩摩タクシー 0996-22-3040
熊本県 高瀬合同タクシー 0968-73-3134 鹿児島県 川内観光交通 0996-22-4141
熊本県 玉名タクシー 0968-73-3181 鹿児島県 旭交通　出水営業所 0996-62-0658

大分県 城南タクシー 0972-22-5852 沖縄県 第一交通　 --
大分県 臼杵タクシー 0972-63-3311 沖縄県 丸金交通 0980-52-5555
大分県 イサゴタクシー 0973-22-3135 沖縄県 沖縄県個人タクシー事業協組 0988-50-5151
大分県 日田シティタクシー 0973-22-3161 沖縄県 那覇個人タクシー事業協同組合 0988-57-0034
大分県 日坂タクシー 0974-22-1053 沖縄県 沖縄交通 0988-61-2224
大分県 クリスタルシティタクシー　大分 0975-27-3154 沖縄県 優立タクシー 0988-61-2310
大分県 大分トキハタクシー 0975-45-3255 沖縄県 東タクシー 0988-68-2604
大分県 野津原タクシー 0975-49-3666 沖縄県 丸星交通 0988-68-5831
大分県 中津シティタクシー 0975-58-2431 沖縄県 西武タクシー 0988-68-7508
大分県 大分県タクシーチケット事業 0975-58-2431 沖縄県 浦城タクシー 0988-76-2722
大分県 大分シティタクシー 0975-58-2431 沖縄県 はとタクシー 0988-77-0810
大分県 杵築国東合同タクシー 0975-58-2431 沖縄県 ひまわりタクシー 0988-79-7877
大分県 南大分シティタクシー 0975-58-2431 沖縄県 守礼タクシー 0988-84-6104
大分県 清瀬タクシー 0975-58-2431 沖縄県 明星タクシー 0988-88-6666
大分県 大分個人タクシー協同組合 0975-58-4198 沖縄県 日の出タクシー　 0988-89-0587
大分県 別府大分合同タクシー 0977-22-4191 沖縄県 サンワコウツウ 0988-89-3077
大分県 別府個人タクシー協同組合 0977-76-8188 沖縄県 つきしろ交通 0988-89-6387
大分県 クリスタルシティタクシー中津営業所 0979-22-3324 沖縄県 美安タクシー　 0988-92-3121

沖縄県 松島交通 0988-92-3143
宮崎県 延岡グリーンタクシー 0982-32-3096 沖縄県 普天間交通 0988-92-3479
宮崎県 ＭＲ交通 0985-22-7161 沖縄県 はごろも交通 0988-98-6887
宮崎県 平和タクシー 0985-23-2713 沖縄県 沖縄中部個人タクシー事業 0989-29-1818
宮崎県 宮崎タクシー 0985-23-5481 沖縄県 光陽タクシー　 0989-30-1218
宮崎県 宮児貸切自動車 0985-24-5003 沖縄県 北谷交通 0989-36-8989
宮崎県 日の丸タクシー 0985-29-2919 沖縄県 共同交通 0989-45-5432
宮崎県 宮崎個人タクシー事業協同組合 0985-52-2181 沖縄県 沖東交通 0989-46-5654
宮崎県 美登タクシー 0985-54-5517 沖縄県 山一交通 0989-49-1661
宮崎県 宮交タクシー 0985-89-5280 沖縄県 ペンギングループ無線 0989-62-9494
宮崎県 富士タクシー 0986-22-2378 沖縄県 ときわ交通 0989-94-2278
宮崎県 中央タクシー 0986-23-1230
宮崎県 銀星タクシ－ 0986-38-1300

鹿児島県 伊敷タクシ－ 0992-20-4987
鹿児島県 内野タクシー 0992-20-9760
鹿児島県 南国タクシー 0992-22-0880
鹿児島県 徳永タクシー 0992-23-1332
鹿児島県 玉里交通 0992-25-0155
鹿児島県 折田汽船　タクシー部 0992-26-0483
鹿児島県 霧島タクシー 0992-26-3391
鹿児島県 鶴丸交通 0992-26-6610
鹿児島県 鹿児島交通タクシー 0992-26-6666
鹿児島県 島津交通 0992-28-5423
鹿児島県 南州タクシ－ 0992-48-0101
鹿児島県 ハニ交通 0992-51-1550
鹿児島県 南九州個人タクシー事業協同組合 0992-51-4819
鹿児島県 さつま日個連　個人タクシー協会 0992-51-8785
鹿児島県 鹿児島個人タクシ－事業 0992-52-6027
鹿児島県 新川タクシー 0992-54-7819
鹿児島県 大和タクシー 0992-54-8990
鹿児島県 観光タクシー 0992-55-9101
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