
■近畿■　※一部抜粋
大阪府 東予タクシー 06-7503-9929

滋賀県 近江タクシー 0749-22-3309 大阪府 大和川交通 072-221-2333
滋賀県 ニイサカタクシー 0749-63-6460 大阪府 和泉個人タクシー 072-228-7833

大阪府 ワンコイン堺 072-230-5560
京都府 京都交通信販 0753-14-6251 大阪府 大阪第一交通 072-232-6764
京都府 関西タクシー 0755-01-3800 大阪府 仲川交通 072-244-5671
京都府 ＭＫタクシー 0756-62-7060 大阪府 堺相互タクシー 072-246-3900
京都府 京都相互タクシー 0758-61-1818 大阪府 新金岡交通 072-251-5525
京都府 嵐山タクシー 0758-61-4101 大阪府 ワンコイン南花田 072-251-5573
京都府 中央タクシー 0773-22-1313 大阪府 スマート交通 072-253-2010

大阪府 山本タクシー 072-255-2020
大阪府 ＳＳＫ交通 06-4308-5200 大阪府 都個人タクシー協会 072-255-8777
大阪府 富士交通 06-4309-5523 大阪府 花菱タクシー 072-257-8724
大阪府 ドリーム＆トラストジャパン 06-4394-1512 大阪府 大阪タクシー 072-273-1885
大阪府 Ｋ２ＪＡＰＡＮ 06-4394-1512 大阪府 エイト交通 072-275-4115
大阪府 高山タクシー 06-4864-1117 大阪府 イーグルタクシー 072-287-6777
大阪府 大阪府タクシー事業協同組合 06-6262-1911 大阪府 中西タクシー 072-290-7769
大阪府 大阪タクシー交友会協同組合 06-6262-3321 大阪府 水鉄タクシー 072-422-7181
大阪府 大阪タクシ－親交会協同組合 06-6268-5888 大阪府 和泉タクシ－ 072-543-7755
大阪府 吹田ジャパン 06-6318-1512 大阪府 泉州ジャパン 072-547-3339
大阪府 東淀川個人タクシー協会 06-6326-0577 大阪府 和泉ジャパン 072-554-8893
大阪府 鈴木タクシー 06-6327-8868 大阪府 大桐自動車 072-862-0007
大阪府 協親交通 06-6328-0207 大阪府 珊瑚交通 072-881-5435
大阪府 新相川個人タクシー組合 06-6349-0020 大阪府 田中タクシー 072-884-3689
大阪府 北大阪個人タクシー組合 06-6353-8203 大阪府 星田交通 072-891-2057
大阪府 関西ハイタク事業協同組合 06-6357-1221 大阪府 山田タクシー 072-924-1910
大阪府 三国相互タクシー 06-6391-5000 大阪府 西元タクシー 072-943-2697
大阪府 北港梅田ハイタク事業協同組合 06-6393-5656 大阪府 ワンコイン八尾 072-943-8401
大阪府 ＷＯＲＬＤ　ＴＡＸＩ 06-6396-3635 大阪府 古市交通 072-957-1112
大阪府 さくらタクシー 06-6458-5471 大阪府 ファミリア交通 072-963-3539
大阪府 南和タクシー（株） 06-6471-0178 大阪府 河合タクシー 072-970-5122
大阪府 エフエー 06-6475-2184 大阪府 近藤タクシー 072-997-4745
大阪府 堀江タクシー 06-6531-8829 大阪府 国際興業大阪　神戸支店 078-302-5931
大阪府 日本交通　タクシーチケット 06-6541-9603 大阪府 日の丸ハイヤー神戸営業所 078-691-0055
大阪府 新金岡交通　大阪営業所 06-6567-8025 大阪府 政タクシー 090-1025-1661
大阪府 フット 06-6575-1700 大阪府 平沢タクシー 090-8129-4086
大阪府 ワンコインドーム 06-6586-5680
大阪府 上杉個人タクシー 06-6614-2450 兵庫県 宝タクシ－ 06-6416-2662
大阪府 小西タクシー 06-6651-1133 兵庫県 昭和交通 06-6417-2551
大阪府 北本タクシー 06-6659-2066 兵庫県 商都交通　株式会社 06-6421-0889
大阪府 東宝タクシー 06-6659-2523 兵庫県 アロハタクシー本社営業所 06-6421-2691
大阪府 狩野観光 06-6686-2888 兵庫県 阪神個人タクシ－ 06-6423-2388
大阪府 クラウンタクシー 06-6702-2065 兵庫県 フラワー交通 06-6424-6090
大阪府 珊瑚交通 06-6743-5430 兵庫県 立花神姫タクシー 06-6428-0391
大阪府 ベスト交通 06-6744-6390 兵庫県 安全タクシー 06-6428-0501
大阪府 大阪個人旅客自動車協同組合 06-6752-0115 兵庫県 和光タクシー 06-6429-8380
大阪府 大阪個人旅客自動車協同組合 06-6752-0115 兵庫県 朝日交通 06-6488-8183
大阪府 昭和個人タクシー協会 06-6761-5698 兵庫県 協和タクシー 06-6489-0081
大阪府 ホクシン 06-6771-0437 兵庫県 尼崎工都タクシー 06-6497-1800
大阪府 近鉄タクシー 06-6771-9031 兵庫県 奄美タクシー尼崎 06-6498-8665
大阪府 全大阪個人タクシー協同組合 06-6772-8651 兵庫県 名神第一交通　 06-6499-1039
大阪府 阪南個人タクシー協会 06-6773-8855 兵庫県 北摂交通 072-757-1818
大阪府 高井田交通 06-6781-3078 兵庫県 フクユタクシー 072-777-2000
大阪府 新東宝タクシー　西堤 06-6781-8255 兵庫県 あどばんすキャブ 072-778-4567
大阪府 壽タクシー 06-6781-9000 兵庫県 山中タクシー 072-782-4475
大阪府 大阪神鉄豊中タクシー 06-6838-3788 兵庫県 Ｗｈｉｔｅ　Ｗｅｅｄ 072-782-5446
大阪府 千里個人タクシー組合 06-6871-1574 兵庫県 エイワタクシー 072-794-4890
大阪府 一番　 06-6900-8000 兵庫県 大成交通 078-231-0885
大阪府 胡摩タクシー 06-6901-4111 兵庫県 松竹タクシー 078-241-1133
大阪府 新守口個人タクシー組合 06-6902-4120 兵庫県 兵協　山手モータース／カード 078-341-3939
大阪府 未来都ハイタク事業協同組合 06-6906-0011 兵庫県 かもめタクシー　 078-381-7781
大阪府 明光タクシー 06-6908-3188 兵庫県 扇タクシー 078-411-8188
大阪府 鶴見タクシー 06-6911-3305 兵庫県 明交タクシー 078-576-8181
大阪府 今村タクシー 06-6913-1410 兵庫県 ＰＥＡＣＥ　ＴＡＸＩ 078-576-8686
大阪府 都島自動車 06-6921-2271 兵庫県 兵協　東洋タクシー／カード 078-577-1212
大阪府 ＡＣＣＥＳＳ運転代行大阪 06-6927-4546 兵庫県 日の丸タクシー 078-577-1515
大阪府 日本タクシー 06-6928-3321 兵庫県 全兵庫個人タクシー事業 078-577-8181
大阪府 相互タクシー 06-6931-4036 兵庫県 神鉄タクシー 078-591-3236
大阪府 タックン大阪　 06-6935-0778 兵庫県 扇弘興産 078-621-1672
大阪府 都島自動車商会 06-6956-1177 兵庫県 富士交通 078-621-6301
大阪府 トモエタクシー 06-6996-2061 兵庫県 兵協　東洋交通／カード 078-651-1919
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兵庫県 神戸個人タクシー事業協組 078-651-2239 奈良県 ＫＨＳタクシー 0120-09-1918
兵庫県 神戸個人タクシー事業協組 078-651-2241 奈良県 奈良県タクシー事業協同組合 0742-22-3383
兵庫県 兵協　キクヤ交通　カード 078-651-7800 奈良県 服部タクシ－ 0742-22-5521
兵庫県 楠公タクシー 078-652-0155 奈良県 ライサポタクシー奈良営業所 0742-62-1128
兵庫県 ポート 078-652-2233 奈良県 奈良近鉄タクシー 0742-62-1332
兵庫県 兵協　日本タクシー　カード 078-671-8181 奈良県 天理服部タクシー 0743-62-1666
兵庫県 神戸六甲タクシー 078-681-2431 奈良県 長柄タクシー 0743-66-0088
兵庫県 グリーンタクシー 078-685-3366 奈良県 飛鳥タクシー 0743-73-4445
兵庫県 恵タクシー 078-691-8581 奈良県 奈良中央交通 0743-77-6777
兵庫県 神戸タクシー 078-731-4168 奈良県 中川タクシー 0744-22-2241
兵庫県 まやタクシー 078-735-5413 奈良県 橿原タクシー 0744-22-2828
兵庫県 ディマンド 078-741-2930 奈良県 奥野商会 0744-22-3377
兵庫県 神姫タクシー 078-742-3400 奈良県 西村タクシー 0744-32-2143
兵庫県 スターハイヤー　 078-747-3885 奈良県 田原本タクシー 0744-32-6781
兵庫県 星光タクシー 078-747-5747 奈良県 グリーン交通 0744-32-9000
兵庫県 山陽タクシー 078-753-0077 奈良県 壺阪観光 0744-52-2535
兵庫県 平成個人タクシー 078-784-1022 奈良県 中和交通 0745-53-3417
兵庫県 舞子神姫タクシー 078-787-5252 奈良県 ひまわりタクシー 0745-56-4188
兵庫県 兵協クレセントタクシー／カード 078-801-0581 奈良県 サンキュータクシー 0745-62-1239
兵庫県 兵協　関西交通　／カード 078-802-1818 奈良県 サワタクシー 0745-63-3838
兵庫県 東神交通 078-803-8261 奈良県 協和交通 0745-76-0665
兵庫県 扇交通 078-806-0456 奈良県 古宮タクシー 0745-84-2020
兵庫県 兵協コスモタクシー／カード 078-806-0818 奈良県 野原タクシー　 0747-23-2233
兵庫県 オリエンタルタクシー　 078-851-0101
兵庫県 神戸タクシー 078-851-8431 和歌山県 ユタカ交通 0734-22-5356
兵庫県 東亜オーシャン交通 078-856-8930 和歌山県 金屋タクシ－ 0734-23-2355
兵庫県 甲南タクシー 078-861-8111 和歌山県 大和交通 0734-28-3636
兵庫県 兵協タクシー 078-871-7171 和歌山県 トモエタクシー 0734-32-5715
兵庫県 西神交通 078-911-2159 和歌山県 和歌浦観光タクシー 0734-44-2241
兵庫県 神明タクシー 078-928-8282 和歌山県 和歌山県個人タクシー協同組合 0734-51-3100
兵庫県 ルミナスタクシー 078-942-1224 和歌山県 和歌山第一交通 0734-52-2304
兵庫県 川﨑タクシー 078-961-1251 和歌山県 南海アーバン交通 0734-61-9020
兵庫県 兵協　三社交通　／　カード 078-976-3000 和歌山県 紀洲ハイヤー・タクシー 0734-71-5202
兵庫県 講和自動車交通 078-976-7751 和歌山県 新和交通 0734-71-6275
兵庫県 篠陽タクシー 079-062-1387 和歌山県 朝日タクシー 0734-72-9933
兵庫県 上月タクシー 079-078-0789 和歌山県 相互タクシー 0734-73-5500
兵庫県 赤穂神姫タクシー 079-142-2323 和歌山県 野鉄タクシー 0734-82-1800
兵庫県 御﨑タクシー 079-142-3535 和歌山県 富士交通　 0734-82-2222
兵庫県 赤穂タクシー 079-143-7121 和歌山県 クリスタルタクシー 0735-22-6181
兵庫県 中村タクシー 079-152-0015 和歌山県 熊野第一交通 0735-22-6313
兵庫県 はりまタクシー 079-158-0123 和歌山県 橋本タクシー 0736-32-0849
兵庫県 龍野タクシー 079-162-1818 和歌山県 有鉄観光タクシー　株式会社　橋本・高野口営業所 0736-42-2121
兵庫県 姫路タクシー 079-223-0126 和歌山県 紀北交通 0736-73-3021
兵庫県 原タクシー 079-233-0151 和歌山県 南交通 0737-88-7204
兵庫県 富士タクシー　 079-236-1386 和歌山県 御坊第一交通 0738-22-3366
兵庫県 甲南興業 079-264-5151 和歌山県 明光タクシー 0739-42-2729
兵庫県 富士交通 079-277-0784 和歌山県 白浜第一交通 0739-42-3666
兵庫県 増位タクシー 079-282-0734 和歌山県 南部タクシー 0739-72-2133
兵庫県 神姫タクシー姫路 079-288-8989 和歌山県 岩出タクシー 0763-62-2181
兵庫県 はくろタクシー本社（営） 079-291-0001
兵庫県 ローヤルタクシー 079-422-1234
兵庫県 加古川タクシー 079-422-3335
兵庫県 加古川交通 079-422-3421
兵庫県 浜の宮タクシー 079-424-8111
兵庫県 ＦＢタクシー 079-430-5001
兵庫県 別府タクシー 079-435-3553
兵庫県 はりま高砂タクシー 079-437-5616
兵庫県 三協交通 079-485-5406
兵庫県 西脇タクシー 079-522-2828
兵庫県 三田タクシー 079-563-7700
兵庫県 柏原神姫タクシー 079-572-0403
兵庫県 氷上交通 079-582-6644
兵庫県 全但タクシー豊岡営業所 079-622-5211
兵庫県 阪神タクシー 079-848-4944
兵庫県 淡路タクシー 079-922-1330
兵庫県 洲本観光タクシー 079-924-5151
兵庫県 鳴門タクシー 079-952-0298
兵庫県 浦タクシー 079-974-3108
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