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静岡県 寺山自動車 0558-72-2126
岐阜県 多治見タクシー 0572-22-2240 静岡県 伊豆箱根交通 0559-22-1867
岐阜県 東鉄タクシー 0572-22-3923 静岡県 沼津市個人タクシー協同組合　 0559-22-7822
岐阜県 近鉄東美タクシー 0573-66-1226 静岡県 ベルタクシー 0559-29-7707
岐阜県 新太田タクシー 0574-25-2145 静岡県 伊豆観光タクシ－ 0559-51-0818
岐阜県 関タクシー 0575-22-2130 静岡県 富士急静岡タクシー 0559-75-2714
岐阜県 鳩タクシ－ 0577-32-0246 静岡県 風タクシー 0559-78-1378
岐阜県 山都タクシー 0577-32-2323 静岡県 三ツ輪交通自動車 0559-92-2152
岐阜県 新興交通 0577-32-2525
岐阜県 岐阜個人タクシー 0582-13-1519 愛知県 つばめ交通（協組） 0522-01-8033
岐阜県 日の丸自動車 0582-40-3121 愛知県 名古屋近鉄タクシー 0522-31-3215
岐阜県 日本タクシー 0582-46-1212 愛知県 名古屋ハイタク協同組合 0522-41-3211
岐阜県 岐阜名鉄タクシー 0582-46-1611 愛知県 文化交通ＣＢＣ営業所 0522-51-3938
岐阜県 共立タクシー 0582-46-6304 愛知県 名鉄グループタクシー 0523-22-1708
岐阜県 岐阜県個人タクシー協同組合 0582-46-6814 愛知県 ＴＥＴＳＵ　ＴＡＸＩ　 0523-25-8199
岐阜県 岐阜交通東部 0582-68-2101 愛知県 東海交通 0523-31-1661
岐阜県 岐阜市個人タクシー協同組合 0582-97-3905 愛知県 キリンタクシー 0523-52-5031
岐阜県 本巣タクシー本社営業所 0583-24-0521 愛知県 中川タクシー 0523-63-1212
岐阜県 さくらタクシー 0583-26-9915 愛知県 新川タクシー 0524-00-0511
岐阜県 岐阜羽島バス・タクシー 0583-91-4101 愛知県 やすいタクシー 0524-42-0150
岐阜県 大垣タクシー本社 0584-78-5178 愛知県 大平交通 0524-44-0285
岐阜県 水都タクシー 0584-78-7155 愛知県 黒川交通 0525-01-9214
岐阜県 中部交通　株式会社 0584-81-6303 愛知県 西枇杷島交通 0525-02-3935
岐阜県 岐阜近鉄タクシー 0584-91-6068 愛知県 ひばりタクシー 0525-02-4272
岐阜県 揖斐タクシー 0585-22-1244 愛知県 フジタクシーサービス 0525-04-2211
岐阜県 川島タクシー 0586-89-3321 愛知県 八進タクシー 0525-21-7561

愛知県 中日本タクシー 0525-21-9161
静岡県 伊豆箱根交通　大磯 0463-61-0779 愛知県 栄タクシー 0525-51-2288
静岡県 伊豆箱根交通　小田原営業所 0465-35-5769 愛知県 柳木交通 0526-13-2341
静岡県 富士タクシー 0534-41-3171 愛知県 深川交通 0526-13-4123
静岡県 浜松日本タクシー 0534-42-2811 愛知県 昭和タクシー 0526-61-6001
静岡県 浜松交通 0534-49-1472 愛知県 大宝第一交通 0526-71-1118
静岡県 光タクシー 0534-52-0659 愛知県 宝交通 0526-82-3110
静岡県 浜松市個人タクシー協同組合 0534-53-5499 愛知県 親和個人タクシー協同組合 0526-82-5353
静岡県 Ｄｅｌｉｇｈｔ 0534-65-1465 愛知県 愛知県個人タクシー協同組合 0526-84-4555
静岡県 西部タクシ－ 0534-71-9168 愛知県 唐澤タクシー 0527-20-4737
静岡県 遠鉄タクシー 0534-72-5181 愛知県 香流運輸 0527-71-1090
静岡県 外山タクシー 0535-87-8070 愛知県 丸八交通 0528-02-6711
静岡県 掛川タクシ－ 0537-22-3233 愛知県 二葉タクシー 0528-22-8601
静岡県 第一通商 0537-23-6226 愛知県 三晃タクシー 0528-31-1975
静岡県 堀之内タクシー 0537-35-2101 愛知県 豊自動車 0528-41-8074
静岡県 菊川タクシート 0537-36-2321 愛知県 名古屋市個人タクシー協同組合 0528-72-1881
静岡県 袋井タクシー 0538-42-2131 愛知県 尚タクシー　 0528-98-0235
静岡県 袋井交通 0538-42-2251 愛知県 毎日タクシー協同組合 0529-01-9551
静岡県 静岡タクシー事業協同組合 0542-62-6571 愛知県 帝産キヤブ名古屋 0529-11-1351
静岡県 静鉄タクシー 0542-84-2111 愛知県 東和交通 0529-15-0800
静岡県 うど交通 0543-34-8815 愛知県 キングタクシー 0532-32-1214
静岡県 清水タクシー事業協同組合 0543-52-6703 愛知県 東海交通 0532-53-1181
静岡県 日の丸交通 0543-66-5211 愛知県 ヨシダ交通 0532-54-3415
静岡県 ホンダタクシー 0544-26-3224 愛知県 かね一自動車 0533-57-3161
静岡県 篠原タクシー 0544-26-4111 愛知県 豊川タクシー 0533-82-1414
静岡県 富士宮交通 0544-27-1234 愛知県 名東個人タクシー　 0561-62-4172
静岡県 シンフジハイヤ－ 0545-21-4511 愛知県 大橋タクシー 0561-82-2184
静岡県 トンボ交通 0545-52-2395 愛知県 マルセタクシー 0561-82-3745
静岡県 平和タクシー 0545-52-3010 愛知県 栄交通 0561-84-4000
静岡県 田子の浦タクシー 0545-53-3217 愛知県 豊明交通 0562-92-1301
静岡県 富士交通 0545-53-3636 愛知県 東名交通 0562-97-5536
静岡県 石川タクシー　富士 0545-57-5111 愛知県 岡乗タクシー 0564-21-0066
静岡県 東海交通 0545-61-7758 愛知県 かもめ交通 0564-25-1234
静岡県 岳南自動車 0545-63-2311 愛知県 オーワ 0564-34-1888
静岡県 鷹岡タクシー 0545-71-3501 愛知県 岡陸タクシー 0564-54-6112
静岡県 アンビ・ア 0546-28-2151 愛知県 中電交通 0564-56-3188
静岡県 焼津港タクシー 0546-28-9080 愛知県 豊栄交通 0565-28-7123
静岡県 志太交通 0546-41-3677 愛知県 挙母タクシー 0565-32-1246
静岡県 大鉄アドバンス　 0547-45-2121 愛知県 大興タクシー 0566-21-3419
静岡県 金谷タクシー 0547-45-2151 愛知県 刈谷交通 0566-21-4520
静岡県 御殿場タクシー 0550-82-0242 愛知県 三光陸運 0566-41-0690
静岡県 伊豆交通　 0557-36-3585 愛知県 愛知みどり交通　碧南営業所 0566-41-2424
静岡県 東豆タクシー 0557-37-1712 愛知県 カネ久タクシー 0566-53-0262
静岡県 共立自動車 0557-37-6554 愛知県 愛知福祉サービス 0566-71-2766
静岡県 伊豆急東海タクシー 0557-55-1555 愛知県 安城交通　株式会社 0566-74-2214
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愛知県 日の丸タクシ 0567-28-3456
愛知県 柴田タクシー 0567-67-0161
愛知県 尾張小牧タクシー 0568-75-5554
愛知県 あおい交通 0568-77-6347
愛知県 春日井タクシー 0568-81-3105
愛知県 安全タクシー 0569-21-1939
愛知県 サンレー交通 0569-36-0888
愛知県 尾張交通 0586-73-4439
愛知県 稲沢タクシー 0587-21-0517
愛知県 山下運送 0587-32-3191
愛知県 愛北タクシー 0587-55-2266

三重県 タカモリタクシー 0592-27-7291
三重県 久居交通久居営業所 0592-55-3160
三重県 勢の國交通 0593-52-2019
三重県 三重近鉄タクシー四日市営業所 0593-52-5181
三重県 三交タクシー 0593-53-2221
三重県 鈴鹿タクシー 0593-78-0118
三重県 日之出タクシー 0593-86-0456
三重県 相互タクシー 0595-21-0404
三重県 キタモリ 0595-38-1524
三重県 野呂自動車 0596-22-2188
三重県 伊勢西村ハイヤー 0596-25-1211
三重県 丸万タクシー 0596-25-2211
三重県 三重名鉄タクシー 0598-51-7115
三重県 カネ七タクシー 0598-59-0301
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