
■中国・四国■　※一部抜粋
広島県 広島タクシー 082-292-2128

鳥取県 サ－ビスタクシ－ 0857-22-4813 広島県 もみじ交通 082-292-4817
鳥取県 日ノ丸ハイヤー（株） 0857-22-8463 広島県 広交タクシー 082-292-9000
鳥取県 大森タクシー 0857-22-8575 広島県 観音ＴＡＸＩ 082-296-3133
鳥取県 観光タクシー　鳥取営業所 0857-24-1500 広島県 ささき観光 082-299-6799
鳥取県 旭タクシー 0857-31-2700 広島県 三洋タクシ－ 082-321-3434
鳥取県 青空交通 0859-22-3939 広島県 合同タクシー 082-321-8779
鳥取県 皆生タクシー 0859-33-2573 広島県 平和タクシ－ 082-322-1212
鳥取県 青空ハイヤー 0859-39-1515 広島県 呉交通 0823-23-8888

広島県 朝日交通 0823-33-3600
島根県 クラウンタクシ－ 0852-21-5151 広島県 東和交通 0823-22-2200
島根県 松江一畑交通 0852-22-3681 広島県 有限会社なべタクシー 082-328-1122
島根県 島根日本交通 0852-23-3151 広島県 富士交通 082-372-7373
島根県 日本交通 0852-23-3356 広島県 西条タクシー 082-423-2525
島根県 川津タクシ－ 0852-26-2040 広島県 東広島タクシー 082-423-2631
島根県 生馬タクシー 0852-36-8555 広島県 有限会社八本松タクシー 082-428-0023
島根県 出雲一畑交通 0853-21-1144 広島県 黒瀬ｅ　ＴＡＸＩ 082-430-4101
島根県 谷本ハイヤー 0853-22-7763 広島県 白市交通 082-434-0408
島根県 大社ハイヤー 0853-53-3211 広島県 津江タクシー 082-434-6336
島根県 足立運送　ハイヤー部 0853-72-0336 広島県 双葉タクシー 082-437-0005
島根県 フラワー観光 0853-72-5587 広島県 入野タクシー 082-437-1446
島根県 浜田ハイヤー 0855-22-1250 広島県 広島エアポート交通 082-437-2525
島根県 益田タクシー 0856-23-4411 広島県 芸備タクシー 082-462-2175

広島県 アサヒタクシー三次 082-462-2693
岡山県 中国交通カンパニー 0848-25-3779 広島県 庄原中央タクシー 082-472-1191
岡山県 岡山交通福山営業所 0849-53-5595 広島県 すみれタクシー 082-491-1175
岡山県 岡山中央個人タクシー 0862-14-5401 広島県 双葉タクシー 082-507-0303
岡山県 稲荷交通 0862-53-8559 広島県 千代田タクシー 082-672-2161
岡山県 まるほ個人タクシー 0862-64-3419 広島県 大竹タクシー 0827-52-3185
岡山県 八晃運輸 0862-76-6656 広島県 やまとタクシー 0827-52-4181
岡山県 倉敷タクシー 0864-22-5500 広島県 黒田タクシー 0828-14-4198
岡山県 倉敷市個人タクシー 0864-22-8144 広島県 カオル交通 0828-14-7000
岡山県 野村交通 0864-55-3554 広島県 太陽タクシー 082-822-3175
岡山県 ショウエイ 0864-66-0700 広島県 日交タクシー 0828-22-5630
岡山県 澤田交通 0864-80-1100 広島県 安中央タクシ－ 0828-30-1330
岡山県 三和タクシー 0865-22-2816 広島県 安全久地タクシー有限会社 0828-37-1131
岡山県 日の丸タクシー 0866-98-1288 広島県 新中央交通 0828-38-2311
岡山県 桜交通　 0867-24-0550 広島県 平成タクシ－ 0828-40-3050
岡山県 岡南交通　 0867-28-5610 広島県 やぐちタクシー 082-842-1175
岡山県 岡山旭交通 0868-05-1566 広島県 Ｊ．ｓ交通 0828-49-1419

広島県 日の丸タクシー 082-854-0338
広島県 中国タクシー 082-221-1084 広島県 安芸交通 0828-54-0364
広島県 広島都市個人タクシー協同組合 082-221-1107 広島県 五郎丸タクシー 0828-72-6147
広島県 つばめ交通株式会社 082-221-1955 広島県 新安佐南交通 0828-73-6827
広島県 ＮＩＳＩＫＩタクシー 082-231-8411 広島県 祇園交通 0828-74-4747
広島県 福三タクシー 082-232-0293 広島県 城南交通 0828-77-2900
広島県 福助タクシー株式会社 082-232-3333 広島県 フォーブル 082-878-0001
広島県 鯉城タクシー 082-232-4311 広島県 有限会社馬木タクシー 0828-83-0400
広島県 城北タクシー 082-263-2134 広島県 矢野カープタクシー　矢野営業所 0828-86-3155
広島県 一二三タクシー 082-241-5175 広島県 中野タクシー 082-892-0311
広島県 シンエイタクシー 082-245-1010 広島県 ツルキタクシ－ 0829-22-0269
広島県 吉島タクシー 082-247-7575 広島県 佐伯タクシー 0829-26-3511
広島県 有限会社オーケーキャブ 082-251-0750 広島県 日の丸タクシー 0829-27-0909
広島県 ドリーム交通 082-251-4911 広島県 日の丸交通 0829-27-6565
広島県 協同組合タクシーセンター 082-251-8381 広島県 Ｔ・Ｔ・Ｓ 0829-27-6622
広島県 広島近鉄タクシー 082-253-2231 広島県 日の丸キャブ 0829-27-6622
広島県 相互個人タクシー協同組合 082-253-2505 広島県 廿日市交通株式会社 0829-32-8989
広島県 三進運輸 082-254-0034 広島県 ラッキ－交通 0829-41-2137
広島県 カープタクシー 082-255-5151 広島県 津田交通 0829-72-0338
広島県 三矢タクシー 082-259-3401 広島県 Ｂ＆Ｇ 0845-24-2123
広島県 関西タクシー 082-262-9151 広島県 アシナトランジット 084-923-3311
広島県 宝塚タクシー 082-263-2134 広島県 せとうち観光タクシー 0848-20-3700
広島県 有限会社パール交通 082-272-9818 広島県 オノミチゴウドウタクシ－ 0848-23-2806
広島県 庚午タクシー 082-273-1236 広島県 太平交通 0848-44-1600
広島県 草津タクシー 082-278-1255 広島県 備三タクシー 0848-47-0001
広島県 エンゼルキャブ 082-281-2728 広島県 三原交通　 0848-62-1855
広島県 広島県個人タクシー協同組合 082-283-3511 広島県 山高タクシー 0849-24-2226
広島県 ゼイ・ア－ル 082-285-0022 広島県 ニコニコ観光 0849-24-2738
広島県 かもめタクシー 082-263-2134 広島県 里庄タクシー 0849-25-9421
広島県 旭タクシー 082-289-0822 広島県 松永タクシー 0849-33-8246
広島県 日の出タクシー 082-291-5555 広島県 中央交通 0849-34-4181
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広島県 ローズタクシー有限会社 0849-48-6210
広島県 備後交通 0849-52-0046
広島県 福山個人タクシ－ 0849-53-2372
広島県 大福タクシー 0849-53-6265
広島県 アサヒタクシー 0849-54-7700
広島県 谷本タクシー　 0849-72-3117
広島県 千年タクシー 0849-87-1222

山口県 柳井三和交通 0820-22-1001
山口県 通津タクシー 0827-38-4088
山口県 錦タクシ－ 0827-41-0673
山口県 双葉タクシー 0827-41-2111
山口県 朝日タクシー　 0827-41-2131
山口県 日本交通産業 0832-22-3992
山口県 大和交通 0832-22-5128
山口県 下関山電タクシー 083-234-0124
山口県 下関個人タクシー 0832-31-3898
山口県 川棚温泉タクシー 0832-63-2477
山口県 みなとタクシー　 0832-66-1144
山口県 まさごタクシー 0832-82-0476
山口県 小月タクシ－ 0832-82-1160
山口県 周南地区　タクシ－ 0834-21-7287
山口県 三和交通 0834-31-3355
山口県 防府構内タクシー 0835-38-2109
山口県 スズランタクシ－ 0836-21-2105
山口県 中央交通 0836-21-8780
山口県 宇部相互タクシー　 0836-31-1733
山口県 ときわタクシー　 0836-31-1826
山口県 西部トモエ交通 0836-31-3187
山口県 地主タクシー 0836-32-0094
山口県 宇部構内タクシー 0836-32-2225
山口県 オリエントタクシ－ 0836-33-8633
山口県 宇部山電タクシー 0836-44-1144
山口県 萩近鉄タクシー 0838-22-0924
山口県 中司タクシ－ 0839-22-0812
山口県 湯田都タクシー 0839-22-5891
山口県 第一交通 0839-23-5797
山口県 小郡交通タクシー 0839-72-5380
山口県 嘉川タクシー 0839-89-2102

徳島県 ノヴィルタクシーサービス　徳島北 0886-22-5256
徳島県 ノヴィルタクシーサービス徳島南　二軒屋営業所 0886-22-7098
徳島県 ノヴィルタクシーサービス徳島西　富田橋 0886-23-1706
徳島県 富田タクシー 0886-25-6616
徳島県 ノヴィルタクシーチケットサービス 0886-55-6112
徳島県 ノヴィルタクシーサービス徳島東　津田海岸町 0886-63-0685

香川県 イロハタクシー 0875-25-1682
香川県 河田タクシー 0875-25-2918
香川県 豊浜運輸興業 0875-52-3311
香川県 琴参タクシー 0877-24-1250
香川県 西讃交通 0877-58-3611
香川県 丸一タクシー 0878-21-3871
香川県 空港タクシー 0878-79-1515

愛媛県 新居地区旅客自動車協同組合 0897-33-5739
愛媛県 今治タクシ－事業協同組合 0898-22-6800
愛媛県 東豫タクシー　 0898-64-2243
愛媛県 東温自動車交通 0899-64-2054

高知県 高知個人タクシー協同組合 088-846-5533
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