
令和５年３月１日現在

住所：〒543-0053
大阪市天王寺区北河堀町5番13号 全大阪個人タクシー協同組合ビル5階

住所：〒543-0053
大阪市天王寺区北河堀町5番13号

【新和支部】

ASAOKA TAXI 喜多タクシー 田中タクシー 藤原タクシー

浅野タクシー KIDA・TAXI 田中タクシー 古田タクシー
安宅タクシー 木田タクシー 田辺タクシー 古田タクシー
安藤タクシー 北川タクシー 谷タクシー 細竹タクシー
井澤タクシー 北澤タクシー 谷澤タクシー 細見タクシー
石原タクシー 北島タクシー T・T TAXI 堀田タクシー
磯貝タクシー 北山タクシー 津坂タクシー 本間タクシー
市川タクシー 衣笠タクシー 辻田タクシー 福十志タクシー
市川タクシー 木村タクシー 寺倉タクシー 眞柴タクシー
ELLE TAXI 木村タクシー 寺池タクシー 桝田タクシー
井手タクシー HANA TAXI 土井タクシー 日乃出交通
伊藤タクシー 木村タクシー 徳山タクシー 松井タクシー
伊藤タクシー 京谷タクシー YT TAXI 松岡タクシー
伊藤タクシー 金城タクシー 那賀タクシー MATSUKI TAXI
井上タクシー SK TAXI BR TAXI M's taxi
今井タクシー 河野タクシー 中澤タクシー 松林タクシー
井村タクシー 小谷タクシ－ 中島タクシー 松村タクシー
岩上タクシー 小谷タクシー HARIMA TAXI 松本タクシー
IWAMOTO TAXI こにしタクシー 名越タクシー MT TAXI
T.U タクシー 小林タクシー 並河タクシー 三木タクシー
JOG TAXI 小林タクシー 西タクシー ふれあいタクシー
上田タクシー 小林タクシー 西井タクシー 宮崎タクシー
牛尾タクシー 小山タクシー 西浦タクシー みやまタクシー
うめだタクシー 斉藤タクシー 西岡タクシー 向山タクシー
Unten taxi RYO・TAXI 西坂タクシー 村井タクシー
大江タクシー 酒井タクシー 西田タクシー 村田タクシー
T・ＴＡＸＩ 阪田タクシー にしみやタクシー 室屋タクシー
O,Y, TAXI 佐藤タクシー KN TAXI 元良タクシー
大倉タクシー 佐藤タクシー 西村タクシー A・Mタクシー
大城タクシー 芝タクシー 西森タクシー 森川タクシー
JIN TAXI 柴田タクシー 信岡タクシー 森下タクシー
大塚タクシー 島口タクシー 橋本タクシー 森永タクシー
岡田タクシー 城島タクシー 畑野タクシー 森本タクシー
岡林タクシー 白井タクシー 林タクシー 安川TAXI
岡本タクシー 白小路タクシー 張間タクシー ラビットタクシー
小川タクシー 城山タクシー 半田タクシー myタクシー
奥広タクシー 新川タクシー 日置タクシー 山口タクシー
尾﨑タクシー 杉原タクシー 比嘉タクシー 山本タクシー
OZAKI TAKI 杉森タクシー 東原タクシー 山本タクシー
押谷タクシー 鈴木タクシー 樋口タクシー 山本タクシー
小田タクシー 六伸交通 久松タクシー NY TAXI
小原タクシー 角タクシー 日髙タクシー 山本タクシー

表タクシー 諏訪タクシー 平井タクシー 山本TAXI

優良個人タクシー事業者名簿

一般社団法人全大阪個人タクシー協会

TEL：(06) 6772-6271

全大阪個人タクシー協同組合

TEL：(06) 6772-8651

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【新和支部】つづき

垣内タクシー 茜タクシー 平田タクシー 吉岡タクシー
春日タクシー 高石タクシー 平山タクシー 吉岡タクシー
関タクシー 高浦タクシー 広崎タクシー 吉川タクシー
金城タクシー 高田タクシー 廣田タクシー 吉田タクシー
金宮タクシー 和タクシー BIWA TAXI 吉田タクシー
KARITA・TAXI 竹下タクシー 福井タクシー 吉野タクシー
川上タクシー 武林タクシー 福井タクシー 吉野タクシー
川島タクシー よしきタクシー FUJII TAXI 吉水タクシー
河野タクシー TJ TAXI 藤岡タクシー ys taxi
河村タクシー 田積タクシー ARIA TAXI 渡辺タクシー
上林タクシー 田中タクシー 藤森タクシー

【堺中央支部】

Amamiya TAXI 角江タクシー TARO TAXI 藤本タクシー
荒木タクシー 北池タクシー ツキシロタクシー 甫足タクシー
有川タクシー 北出タクシー 図師タクシー 松尾タクシー
池並タクシー 南タクシー 寺内タクシー 松下タクシー
石井タクシー 木寺タクシー 寺田タクシー 松田タクシー
伊藤タクシー 弘保タクシー 中島タクシー 本山タクシー
井上タクシー 髙本タクシー 仲ノタクシー 盛岡タクシー
今村タクシー 越本タクシー 中山タクシー 矢中タクシー
イワサタクシー （KOJIN）GONNO TAXI 西岡タクシー 山川タクシー
上田タクシー 下村タクシー 西納タクシー 山田タクシー
上田タクシー 城野タクシー 西牟田タクシー 山埜タクシー
上原タクシー 白井タクシー 西牟田タクシー 山本タクシー
嬉野タクシー 鈴木タクシー 緑町タクシー 吉田タクシー
樹タクシー 竹内タクシー 西村タクシー Ryo Taxi
大下タクシー 竹林タクシー 西山タクシー 若尾タクシー
OKAMOTO TAXI 谷口タクシー 羽月タクシー
加藤タクシー 樽尾タクシー 上総タクシー

【堺協支部】

赤石タクシー 久下タクシー 田中タクシー 渕畑タクシー

東タクシー 久保タクシー 谷タクシー 古川タクシー

安藤タクシー 倉田タクシー 谷口タクシー 堀川タクシー

池野タクシー 後藤タクシー 田上タクシー 丸岡タクシー

ISAKA TAXI 小松崎タクシー いろはタクシー 三代タクシー

石田タクシー 小森タクシー 辻タクシー 道原タクシー

石田タクシー 譽田タクシー 勝信タクシー 森タクシー

上田タクシー 西當タクシー いずみタクシー 森安タクシー

上田タクシー S.K TAXI ⾧尾タクシー 安井タクシー

梅本タクシー 酒井タクシー あすなろTAXI 安田タクシー

おーちゃんタクシー 坂本タクシー 西井タクシー 矢作タクシー

大谷タクシー 阪本タクシー 西木タクシー 山口タクシー

大西タクシー HT TAXI 西堅タクシー やまなかタクシ－

岡部タクシー 佐竹タクシー 西村タクシー 山本タクシー

奥野タクシー 佐竹タクシー 額田タクシー 山本タクシー

ボンスリー TAXI 佐藤タクシー 野々口タクシー 八綿タクシー

甲斐田タクシー 佐藤タクシー 畠タクシー 横田タクシー

加地タクシー 幸タクシー BBT TAXI T･Y TAXI

神尾タクシー Niiya Taxi 葉山タクシー 吉田タクシー

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【堺協支部】つづき

つるさんTAXI 鈴木タクシー ヒノキタクシー 吉田タクシー

川﨑タクシー 鈴木タクシー 姫田タクシー 吉田タクシー

⿁島タクシー 周藤タクシー 福井タクシー 吉田タクシー

北田タクシー 勢古タクシー 福川タクシー 吉田タクシー

木下タクシー 鷹取タクシー 藤井タクシー 吉村タクシー

木下タクシー 武田タクシー 藤川タクシー 吉村タクシー

木下タクシー 竹村タクシー 藤村タクシー 与太夫タクシー

清川タクシー 多田タクシー 藤原タクシー

【新交会支部】

浅井タクシー KATSU タクシー 阪口タクシー ⾧谷川タクシー

東タクシー 上岡タクシー えびすタクシー 畠中タクシー

井口タクシー 川端タクシー 中川タクシー 藤川タクシー

URANO TAXI 川本タクシー 南条タクシー 村上タクシー
大島タクシー 瓦谷タクシー 新田タクシー HIRO TAXI
岡タクシー 木村タクシー 拝藤タクシー 吉田タクシー
小十神タクシー 小島タクシー hasegawa taxi

【西大阪支部】

石附タクシー TK TAXI 伊達タクシー HAYASHI TAXI

ICHIKI TAXI 清友タクシー JT TAXI 本城タクシー

井上タクシー 久保タクシー 壷井タクシー 前田タクシー

大谷タクシー 久保田タクシー 戸田タクシー 松浦タクシー

OMURA TAXI 倉本タクシー 鳥越タクシー 宮野タクシー

小野タクシー 小西タクシー 中谷タクシー 森田タクシー

小野タクシー 小松タクシー ナカヨシタクシー エイトTAXI

勝タクシー 坂本タクシー 中野タクシー 山本タクシー

金光タクシー 篠﨑タクシー ラーリータクシー 吉田タクシー
川﨑タクシー 白井タクシー 野宮タクシー 樂満タクシー
川崎タクシー 園田タクシー 野村タクシー 和田タクシー
神田タクシー 竹中タクシー 濵﨑タクシー

【阪堺支部】

池田タクシー 奥山タクシー さかもとタクシー 福井タクシー

肥後タクシー 柏原タクシー 周平タクシー 外薗タクシー

井上タクシー 柏原タクシー TERADA TAXI MAEDA TAXI

井上タクシー ひろみタクシー 冨田タクシー まえだタクシー

井上タクシー 神山タクシー ナカイタクシー 溝手タクシー
岩﨑タクシー S・K交通 TAXI 中川タクシー 南側タクシー
太田タクシー 木下タクシー 仲田TAXI 堺東タクシー
岡崎タクシー Kusumoto Taxi 中村タクシー
小笠原タクシー 阪上タクシー HIWAKI TAXI

【都島支部】

青木タクシー 川縁タクシー 須田タクシー MATSUKA TAXI

麻生タクシー 北方タクシー 泰地タクシー MATUDA TAXI

新タクシー 木谷タクシー 立石タクシー ABC TAXI

池原タクシー 神農タクシー TANAKA TAXI 森内タクシー

井上タクシー 黒木タクシー 田中タクシー 盛岡タクシー
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【都島支部】つづき

井上タクシー T・Kタクシー 土橋タクシー 森下タクシー

RKタクシー 小谷タクシー 鶴和タクシー 守田タクシー

梅野タクシー 小西タクシー KN タクシー 森本タクシー

梅本タクシー Koukoku TAXI 仲村タクシー YATA TAXI

K･O TAXI KOYAMA TAXI NAYA TAXI イサムタクシー

F・O TAXI KOYAMA TAXI 難波タクシー 薮脇タクシー

大西タクシー 近藤タクシー 西尾タクシー 山口タクシー

小野田タクシー 坂口タクシー 西木タクシー Y･Y TAXI

梶谷タクシー 阪田タクシー 西口TAXI 吉味タクシー

梶原タクシー JS TAXI 花山タクシー 吉村タクシー
加藤タクシー 島田タクシー 二葉タクシー 渡邊タクシー
TMタクシー 清水タクシー 堀タクシー
上國料タクシー 白石タクシー 眞喜屋タクシー
川﨑タクシー 白竹タクシー 益田タクシー

【西三国支部】

Sano Taxi 中島タクシー 麻那古タクシー 屋宜タクシー

須本タクシー 中塚タクシー あすなろタクシー

友田タクシー 松間タクシー 森山タクシー

【住吉支部】

けんちゃんTAXI KS TAXI 佃タクシー 松井タクシー

ARAI TAXI 川人タクシー 辻田タクシー 松浦タクシー

池川タクシー 河村タクシー 寺下タクシー 松岡タクシー

池田タクシー 北口タクシー Tomy TAXI 松下タクシー

石田タクシー 木下タクシー 友田タクシー 松村タクシー

石橋タクシー 木村タクシー 中井タクシー 松本タクシー

石原タクシー Rimyu Taxi 中井タクシー 大福タクシー

石丸タクシー 河野タクシー 坊丸タクシー 三浦タクシー

IZUHARA TAXI 斉藤タクシー 中地タクシー 三浦タクシー

礒田タクシー 﨑谷タクシー 中辻タクシー 溝口タクシー

井上タクシー 櫻井タクシー 中野タクシー まいんTAXI

植木タクシー 佐々木タクシー 中村タクシー 宮里タクシー

上田タクシー 佐々木タクシー 中村タクシー 向田タクシー

上田タクシー 佐々木タクシー 中村タクシー 村上タクシー

霜月タクシー SAMEJIMA TAXI 中山タクシー 真樹乃タクシー

上野タクシー SS TAXI 名倉タクシー 本村タクシー

UTO TAXI 塩貝タクシー 西岡タクシー 森タクシー

宇山タクシー SHIOTA TAXI NISHIDA TAXI 森本TAXI

袁タクシー 三好タクシー 西田タクシー 日乃本タクシー

逢坂タクシー 下山タクシー 西田タクシー 安田タクシー

大塚タクシー 杉谷タクシ－ 橋本タクシー 保田タクシー

大西タクシー 杉中タクシー AWESOME TAXI 山口タクシー

大西タクシー 杉野タクシー 花井タクシー 山下タクシー

大森タクシー 海土タクシー 板東タクシー 山田タクシー

小川タクシー 杉森タクシー ひょう谷タクシー YAMATO TAXI

奥村タクシー 添松タクシー 平田タクシー 山根タクシー

奥山タクシー いろはタクシー 広瀬タクシー 山脇タクシー

翔花タクシー 鷹野タクシー 深澤タクシー 吉岡タクシー

蔭西タクシー TAKABE TAXI 藤井タクシー 京TAXI

M'TAXI たきもとタクシー SUMIYOSHI TAXI 吉田タクシー

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【住吉支部】つづき

角谷タクシー 竹下タクシー 藤原タクシー 吉高タクシー
金澤タクシー M.T. TAXI 古川タクシー 和田タクシー
金子タクシー 田畑タクシー 細川タクシー 和田タクシー
金本タクシー 奥州タクシー 本田タクシー
亀井タクシー 津賀タクシー 増市タクシー
川口タクシー 塚崎タクシー 千寿タクシー

【平野支部】

青野タクシー R．Kタクシー 知原タクシー 本郷タクシー

石田タクシー 川畑タクシー 堤タクシー 南タクシー

大﨑タクシー 山一タクシー なかはまタクシー 森岡タクシー
岡田タクシー 小林タクシー 林タクシー 大槍タクシー
岡平タクシー 小森タクシー 古川タクシー
加納タクシー 竹村タクシー 別府タクシー
Kojin Kawase Taxi 田仲タクシー 別府タクシー

【⾧居住之江支部】

青山タクシー kussy TAXI 竹村タクシー 松原タクシー

麻田タクシー 熊野タクシー 谷澤タクシー 松本タクシー

荒関タクシー 小林タクシー 茶谷タクシー 松山タクシー

安藤タクシー 齋藤タクシー T･T タクシー ミカヅキタクシー
井上タクシー 坂本タクシー 寺本タクシー 百瀬タクシー
上野タクシー S.TAXI 中村タクシー TM タクシー
YO TAXI 澤井タクシー 野口タクシー 八木タクシー
大澤タクシー ヨッシータクシー 福井タクシー 山口タクシー
小野タクシー 関本タクシー 藤井タクシー
木村タクシー 田上タクシー 本田タクシー

【中津・守口支部】

ADACHI TAXI 梶谷タクシー 髙橋タクシー FUKUMI TAXI

有星タクシー T・K TAXI 髙畑タクシー 福谷タクシー

池添タクシー 河合タクシー Takenaka TAXI HOSOI TAXI

K・I TAXI 神田タクシー 竹村タクシー 堀川タクシー

HIRO TAXI 木下タクシー 谷川タクシー 牧原タクシー

泉谷タクシー みつるタクシー 駄場タクシー 増矢タクシー

TAIZO TAXI Executive TAXI 内藤タクシー 朋タクシー

ITOタクシー kubota Taxi 中川タクシー 松岡タクシー

稲田タクシー MUSICO TAXI 中西タクシー 間所タクシー

井上タクシー 小出タクシー NAKAICHI KOTSU FM Taxi

射場タクシー 小橋タクシー 海金剛タクシー 宮﨑タクシー

岩崎タクシー 斉藤タクシー 浪野タクシー 宮原タクシー

KIタクシ－ 西訪タクシー 橋口タクシー 三輪タクシー

藤タクシー 佐々木タクシー 羽柴タクシー 村上タクシー

宇山タクシー 地藤タクシー ⾧谷川タクシー TM タクシー

BIG RIVER TAXI 嶋タクシー 馬場タクシー H･M TAXI

大城タクシー 志水タクシー Hamada Taxi 山本タクシー

岡村タクシー 杉園タクシー 大和屋タクシー 山元タクシー

岡本タクシー すみちゃんタクシー 春野タクシー Jingu TAXI

SKy TAXI 曽和タクシー 平井タクシー 山本タクシー
尾﨑タクシー 田内タクシー 弘瀨タクシー NYTAXI

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【中津・守口支部】つづき

JO TAXI 髙木タクシー 弘田タクシー 横川タクシー

【城北支部】

穴井タクシー 車谷タクシー 谷タクシー 姫野タクシー

生島タクシー KUREMOTO TAXI 谷山タクシー 福島タクシー

伊里タクシー 小石タクシー Tanoue Taxi 福田タクシー

石田タクシー 香西タクシー 玉置TAXI Fタクシー

いしはらタクシー やまとタクシー 津嘉山タクシー 藤本タクシー

井上タクシー 小杉タクシー 辻タクシー 堀口タクシー

上霜タクシー 児玉タクシー 土屋タクシー 前田タクシー

王寺タクシー 小林タクシー 津野タクシー 前田タクシー

D.Bタクシー 是澤タクシー 時田タクシー H.M TAXI

大和田タクシー 斉藤タクシー TOMAHARA TAXI 松本タクシー

岡田タクシー RUGGER MAN TAXI 冨江タクシー 的場タクシー

荻野タクシー 酒井タクシー 富澤タクシー あおいタクシー

奥タクシー 佐々木タクシー 中尾タクシー みちよしタクシー

尾田タクシー 笹倉タクシー Nakagawa Taxi 宮良タクシー

尾村タクシー 佐藤タクシー 中川タクシー 村岡タクシー

影山タクシー 佐藤タクシー 中島タクシー 村山タクシー

片岡タクシー 塩谷タクシー 中島タクシー 村山タクシー

KATO TAXI 芝池タクシー 静タクシー 山﨑タクシー

川越タクシー 陽心タクシー 中村タクシー 山下タクシー

川畑タクシー 白石タクシー 中山タクシー 山田タクシー

Kawabata TAXI 杉下タクシー 夏川タクシー 山田タクシー

河原タクシー ALOHA TAXI 西タクシー 山野タクシー

選タクシー 髙橋タクシー 西タクシー 結城タクシー

木村タクシー 竹下タクシー 西林タクシー 吉岡タクシー

清里タクシー 竹下タクシー NISHIMOTO TAXI 吉岡タクシー

草間タクシー 竹中タクシー 野村タクシー 吉田タクシー

楠タクシー 竹本タクシー SKタクシー ⾧原タクシー

久地石タクシー 竹本タクシー HANAGAKI TAXI 若月タクシー
栗岡タクシー 三浦タクシー 濱田タクシー
栗本タクシー まいどタクシー 春馬タクシー

【四天王寺堺支部】

青木タクシー 衣川タクシー TANABE TAXI 平岡タクシー

AONO TAXI 木下タクシー 谷口タクシー HIRAOKA TAXI

ABE TAXI 木原タクシー H･T タクシー 平本タクシー

新本タクシー KYAN Taxi 辻山タクシー 卯辰山タクシー

益良夫タクシー 清川タクシー 津田タクシー 福井TAXI

井倉タクシー 日下部タクシー K･T TAXI 福山タクシー

池野タクシー 久保タクシー 国府台タクシー 藤井タクシー

井澤タクシー 香西タクシー 藤堂タクシー 古川タクシー

石橋タクシー 郷田タクシー 堂山タクシー 古澤タクシー

井辻タクシー 河野タクシー 遠原タクシー 古澤タクシー

ING TAXI ほたるタクシー TOMIOKA TAXI VP TAXI

INUI TAXI KOBARA TAXI TOYO TAXI 本田タクシー

井上タクシー SAISHO TAXI 豊タクシー 前田タクシー

今井タクシー 齋藤タクシー 中井タクシー 松岡タクシー

郭宝タクシー 阪口タクシー ヒカリタクシー 松武タクシー

岩木タクシー 坂下タクシー NAKAO TAXI 松野タクシー

事業者名

事業者名

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【四天王寺堺支部】つづき

K・I TAXI 阪本タクシー イワオタクシ－ 松村タクシー

上田タクシー 崎野タクシー Nakaoka TAXI DIO TAXI

Maruchan TAXI 崎山タクシー 中島タクシー MINAMI TAXI

HIKOZO TAXI Shimachan TAXI 中田タクシー 拓郎タクシー

大倉タクシー 佐々木タクシー 永野タクシー 宮下タクシー

大下タクシー 佐藤タクシー S.N タクシー 村上タクシー

大原タクシー 里見タクシー 中村タクシー 村松タクシー

岡田タクシー 鮫島タクシー 中本タクシー 森山タクシー

OKADA TAXI 澤井タクシー 麗タクシー TASK TAXI

みやびタクシー SAWAI TAXI 新鞍タクシー 安田タクシー

尾﨑タクシー 椎名タクシー 西岡タクシー 山口タクシー

笠松タクシー 重野タクシー 西田タクシー 山路タクシー

E･K タクシー 竹田タクシー 野田タクシー 山中タクシー

加藤タクシー 城本タクシー 野田タクシー 山之内タクシー

金谷タクシー 杉本タクシー NOBORI TAXI 山邉タクシー

KANEMITSUタクシー Y.S TAXI 野間タクシー OS TAXI

鎌田タクシー SUMA TAXI Hashinaga Taxi YUKIYAMA TAXI

上村タクシー SETO TAXI ⾧谷川タクシー 大吉タクシー

亀守タクシー 外山タクシー 畑中タクシー 吉田タクシー

加茂川タクシー 高岡タクシー HATTORI TAXI 吉田タクシー

唐澤タクシー 高橋タクシー 花本タクシー 吉弘タクシー

扇商河内タクシー 高山タクシー 原田タクシー Yoshimura Taxi

川村タクシー 高山タクシー 東野タクシー Shamoto Taxi

河村タクシー 田口タクシー T・H TAXI 和田タクシー

Yu Taxi 竹田タクシー 日髙タクシー 渡邊タクシー

城山タクシー 令和タクシー 兵頭タクシー
北畑タクシー TAJIRI TAXI FRIEND TAXI

【東大阪淀川支部】

青山TAXI 河内タクシー 辻西タクシー OSAKASIEN TAXI

東タクシー 川並タクシー 槌井タクシー Masakane TAXI
A.M タクシー 川畑タクシー 寺尾タクシー 升波タクシー
天野タクシー 川山タクシー 寺門タクシー 真タクシー
PARK TAXI 菊池タクシー 豊タクシー Matuzawa TAXI
M＆G タクシー 北原タクシー 徳山タクシー 松平タクシー
新垣タクシー green taxi 徳山タクシー MY TAXI
有馬タクシー 木下タクシー 〇利タクシー 大松タクシー
ANDY TAXI 木下タクシー 富岡タクシー 松本タクシー
一期一会交通 くにひろＴＡＸＩ 中岡タクシー 萬浪タクシー
石井タクシー K TAXI 豊（花〇）ＴＡＸＩ K's TAXI
石神タクシー 倉元タクシー 中島タクシー 三井タクシー
SENRIEN TAXI 河野タクシー 中西タクシー 南タクシー
伊藤タクシー KORI TAXI 中西タクシー 水涙TAXI
K.inoue taxi 越村タクシー ながなるタクシー 箕野タクシー
今泉タクシー KOTAKI TAXI 中分TAXI MIYAKE TAXI
今橋タクシー 後藤タクシー 永山タクシー MIYAZAKI TAXI
三優タクシー 小西タクシー Nii TAXI 牟田タクシー
上神タクシー KM TAXI 西川タクシー 村上タクシー
TAXIジュレイ コミヤマTAXI NISHIZUMI TAXI 森タクシー
上原タクシー 阪本タクシー 西原タクシー 森タクシー
上山タクシー 阪本タクシー 西村タクシ－ K.Mタクシー
ウルトラマラソンTAXI fair TAXI 西村タクシー 森田タクシー

事業者名

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

【東大阪淀川支部】つづき

梅尾タクシー 笹島タクシー 新田タクシー 春日野タクシー
goo yaa taxi ささべタクシー 野林タクシー 森本TAXI
江口タクシー SH TAXI K タクシー 盛山タクシー
榎本タクシー 澤﨑タクシー 橋本タクシー 門野タクシー
大城タクシー 澤田タクシー 橋本タクシー 安田タクシー
大城タクシー 嶋田タクシー 濵崎タクシー 康本タクシー
大竹タクシー 清水タクシー 濱田タクシー 山頭タクシー
大谷タクシー 慧・TAXI SHIGECHAN TAXI さのタクシー
大慶タクシー 十代タクシー 林乃タクシー 山﨑タクシー
T.OKADA TAXI 庄司タクシー HIRO TAXI 山下タクシー
OKAMOTOタクシー 新村タクシー 林タクシー 山田タクシー
岡山タクシー 関口タクシー 林タクシー ひかりタクシー
YOYO TAXI KSタクシー 東野タクシー 山村タクシー
THANK YOU TAXI Takakura TAXI 久宗タクシー 山本タクシー
尾﨑タクシー 髙田タクシー 平尾タクシー 山本タクシー
小能タクシー 髙橋タクシー 平川タクシー 福富タクシー
尾屋タクシー 高山タクシー EXPO TAXI 横井タクシー
千里タクシー 竹田タクシー 廣瀬タクシー YOKOTA TAXI
みゆきタクシー 竹谷タクシー 福田タクシー 横矢タクシー
片渕タクシー TD taxi 藤田タクシー 吉田タクシー
片山タクシー 多田タクシー 藤田タクシー Y's TAXI
加藤タクシー TANAKA TAXI 藤本タクシー 東村タクシー
TK TAXI Tanaka Taxi 古谷タクシー 出雲タクシー
門川タクシー 玉田タクシー 堀 TAXI 若松タクシー
亀田タクシー コユミタクシー 前島TAXI ワキタクシー
SANYU TAXI おさいタクシー 前田タクシー 脇田タクシー
川尻タクシー TSUGUCHI TAXI MAEDA.TAXI 渡邉タクシー

【近畿三和支部】

赤崎タクシー KIDERA TAXI 永野タクシー 森タクシー
浅田タクシー 一シクタクシー KN TAXI TAXI･DO
飯尾タクシー 倉本タクシー 西井タクシー 瑞鳳タクシー
石井タクシー 小池タクシー 錦織タクシー 安田TAXI
ISSY TAXI 栄富タクシー 野村タクシー 山口タクシー
UK TAXI KK TAXI 林タクシー 山口タクシー
上田タクシー 小林タクシー 平岡タクシー 山口タクシー
上野タクシー ことぶきタクシー 浄瑠璃タクシー 山崎タクシー
宇都宮タクシー 佐々木タクシー 藤井タクシー 山下タクシー
太田タクシー 佐藤タクシー TB TAXI FIRE WORKS TAXI
大東タクシー 佐野タクシー 北條タクシー 山村タクシー
大町タクシー （KOJIN）atago TAXI スタータクシー 湯川タクシー
小笠原タクシー TAIRA TAXI 細川タクシー 横田タクシー
KEN TAXI 武田タクシー 前田タクシー 吉川タクシー
OZ TAXI 竹田タクシー 増井タクシー 吉田タクシー
香川タクシー 田島タクシー 松尾タクシー 吉村タクシー
河口タクシー 田中タクシー JUZUMARU TAXI 与田タクシー
川下タクシー 玉岡タクシー MINAMI TAXI 渡部タクシー
川本タクシー CHIBI タクシー 南タクシー 渡部タクシー
岸本タクシー 寺尾タクシー 武蔵交通 渡辺タクシー
UK TAXI 霧島タクシー 元原タクシー

事業者名

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

住所：〒546-0002
大阪市東住吉区杭全３丁目1-17

 

朝倉タクシー 小泉タクシー 仲田タクシー 増元タクシー

章司タクシー 後藤タクシー 中谷タクシー 増本タクシー

阿部タクシー 昭和タクシー ⾧濱タクシー 松岡タクシー

阿部タクシー たみタクシー 中原タクシー 松下タクシー

ABEタクシー 駒崎タクシー 中村タクシー 松田タクシー

有村タクシー 小松タクシー 中村タクシー 松本タクシー

井川タクシー 西郷タクシー 西川タクシー 松山タクシー

井倉タクシー 佐熊タクシー 西之園タクシー 水島タクシー

池田タクシー 塩谷タクシー 西端タクシー 満田タクシー

ISHIKAWA TAXI 志賀タクシー NISHIHARA TAXI 宮武タクシー

石原タクシー 静タクシー 西村交通 麦谷タクシー

朋大タクシー 篠原タクシー 根津タクシー 室谷タクシー

岩井タクシー 島内タクシー 野口タクシー 望月タクシー

岩谷タクシー 清水タクシー ⾧谷タクシー 森岡タクシー

上岡タクシー 城タクシー ⾧谷川タクシー 森下タクシー

Ueno TAXI 新川タクシー 濵野タクシー 矢倉タクシー

氏林タクシー 新川タクシー MAHALO TAXI 矢藤タクシー

江頭タクシー Sugimoto TAXI 原タクシー YANAGIHARA TAXI

大城タクシー H･T TAXI HARA TAXI 山下タクシー

おおたにタクシー TAKAO TAXI 番留タクシー 山田タクシー

大西タクシー 髙田タクシー YBXタクシー やまだタクシー

大西タクシー 高田タクシー 安曇野タクシー 山水タクシー

岡田タクシー AG TAXI 平山タクシー 山本タクシー

G･s TAXI 髙橋タクシー 廣田タクシー 山本タクシー

奥田タクシー 髙村タクシー 広山タクシー 山本TAXI

奥山タクシー 田中タクシー 深見タクシー エースタクシー

奈留島タクシー あやかタクシー 福田タクシー AEG・TAXI

川勝タクシー 田辺タクシー S･F TAXI 吉田タクシー

川西タクシー 谷村タクシー 藤井タクシー Yoshitani Taxi

河原タクシー 辻野タクシー 藤田タクシー 永田タクシー

K･K TAXI 津野タクシー 藤村タクシー 劉タクシー

木山タクシー 時吉タクシー H・K TAXI 和田タクシー

清原タクシー タカヒロタクシー H･R TAXI 蕨野タクシー

きらりんタクシー 中井タクシー 前川タクシー

久保田タクシー N_TAXI_KJ 増田タクシー

大阪個人タクシー連合会

TEL：(06) 6777-9447

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

住所：〒544-0004
大阪市生野区巽北3丁目14-23 プレステージOSビル301号

【大個協支部】

赤阪タクシー 木浦タクシー 豊山タクシー 松岡タクシー
稲垣タクシー 岸田タクシー 中川タクシー 松原タクシー
城東タクシー 木下タクシー 中川タクシー 三千里タクシー
大丸タクシー 小林タクシー 永田タクシー 松本タクシー
岡田タクシー 佐伯タクシー タカシタクシー 三ヶ﨑タクシー
RINO TAXI 千足タクシー 服部タクシー 三戸タクシ－
金子タクシー 菅生タクシー 春陽タクシー 南タクシー
金子タクシー 髙根タクシー HIRAYAMA TAXI 宮浦タクシー
金原タクシー 谷山タクシー 藤田タクシー KATTZ TAXI
川勝タクシー TUKAMOTO・TAXI 古川タクシー 山田タクシー
川津タクシー 堤野タクシー K・Hタクシー 山之内タクシ－

【朝日支部】

赤塚タクシー 佐渡タクシー 田中タクシー
大屋タクシー 髙山タクシー YUKIO TAXI
金田タクシー 田中タクシー 陽川タクシー

【中央支部】

緒方タクシー 小林タクシー 西村タクシー 八坂タクシー
岡原タクシー 近藤タクシー 福澤タクシー 山脇タクシー
金村タクシー 田中タクシー 森川タクシー

木下タクシー 徳山タクシー 柳生タクシー

事業者名

事業者名

大個協個人タクシー協会

TEL：(06) 6752-0115

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

住所：〒534-0014
大阪市都島区都島北通2-5-20 第2テラダマンション

天野タクシー 孝橋タクシー KTタクシー 馬場タクシー
稲井タクシー 小山タクシー 田中タクシー 浜畑タクシー
稲田タクシー 酒井タクシー OHCタクシー 早瀬タクシー
井上タクシー 佐喜眞タクシー 喜界島タクシー 樋口タクシー
井山タクシ－ 迫田タクシー TUJII TAXI 平山タクシー
大石タクシ－ SASAMURA TAXI 土門タクシー 間口タクシー
大城タクシー 佐藤タクシー 天満タクシー MITSUDA TAXI
奥寺タクシー 佐山タクシー 永井タクシー 南タクシー
小澤タクシー 伊集院タクシー NAKATA TAXI 彼杵タクシー
尾濱タクシー 清水タクシー 中村タクシー 三宅タクシー
笠原タクシー 杉本タクシー HN TAXI 武藤タクシー
金井タクシー 鈴木タクシー 中森タクシー 葵タクシー
釜口タクシー 住友タクシー 奈良迫タクシー 森田タクシー
上久保タクシー 松原タクシー NAREMATSU TAXI 柳田タクシー
川辺タクシー 高岡タクシー 西尾タクシー 山口タクシー
菊池タクシー 高橋タクシー 西本タクシー 山﨑タクシー

木村タクシー 田中タクシー NOGAMIタクシー 渡邉タクシー

一般社団法人日個連栄光組合

TEL：(06) 6924-3169

事業者名
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

住所：〒543-0052
大阪市天王寺区大道4丁目5-16 仲ビル1F

【阪南個人タクシー協会】

赤木タクシー 重藤タクシー 津田タクシー 藤原タクシー
吾郷タクシー 重野タクシー 名城タクシー 船岳タクシー
石井タクシー 清水タクシー 鍋井タクシー 古田タクシー
石森タクシー 庄田タクシー 西川タクシー 前田タクシー
乾タクシー 白濵タクシー 諌早TAXI 松尾タクシー
井上タクシー 杉垣タクシー やまよタクシー 真辺タクシー
大熊タクシー 杉山タクシー 早川タクシー 進栄タクシー
Okamura Taxi 外塚タクシー 深谷タクシー TEKSAB TAXI
工藤タクシー 巽タクシー 藤川タクシー
忍タクシー 田村タクシー 藤田タクシー

【大阪経友会】

石原タクシー 北田タクシー 城本タクシー 西村タクシー
Ren Taxi 木村タクシー 髙木タクシー 文元タクシー
MMH CAB TAXI 木村タクシー 武⾧タクシー 森タクシー
尾崎タクシー 久保タクシー 豊川タクシー 山本タクシー
OHARA TAXI 倉本タクシー 薫風タクシー
川阪タクシー MS TAXI 西谷タクシー

【昭和個人タクシー協会】

柏井タクシー 田中タクシー 橋本タクシー 森下タクシー
佐藤タクシー 塚谷タクシー 宮本タクシー 山田タクシー

【つるみ個人タクシー組合】

清水タクシー 深沢タクシー

【城東】

青木タクシー TAXI  THE  SAFE FUKAE TAXI ヤマムラタクシー
KANEKO TAXI 林原タクシー 山田タクシー

事業者名

TEL：(06) 6773-8866

事業者名

事業者名

事業者名

事業者名

阪南経友会
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令和５年３月１日現在

優良個人タクシー事業者名簿

住所：〒534-0024
大阪市都島区東野田町2丁目3-11-702

新井タクシー 川田タクシー 田中タクシー フジワラタクシー
池田タクシー KTSタクシー 田中タクシー Youri Taxi
石井タクシー 木村タクシー 田中タクシー 美嘉タクシー
井上タクシー 釘町タクシー 谷口タクシー 増元タクシー
岩﨑タクシー 光澤タクシー 玉置タクシー 松田タクシー
岩﨑タクシー 小島タクシー ドリームタクシー 松林タクシー
IWAMA TAXI 小西タクシー TSUDA TAXI 三木タクシー
岩本タクシー KOMIYA TAXI 常タクシー 南タクシー
上田タクシー 藤真タクシー 寺井タクシー MURAYAMA TAXI
太田タクシー 境野タクシー 徳田タクシー 森本タクシー
太田タクシー SAKAGUCHI TAXI TOMI TAXI 安本タクシー
大前タクシー 佐藤タクシー 中西タクシー 山内タクシー
橘タクシー SATOMURA TAXI 中村タクシー 山田タクシー
岡田タクシー 式田タクシー 西尾タクシー 山平タクシー
岡田タクシー 下川タクシー 西川タクシー 山本タクシー
岡本タクシー SHINFUNE TAXI 西川タクシー 山本タクシー
奥田タクシー 末永タクシー 西村タクシー 山本タクシー
奥村タクシー すさきタクシー 西本タクシー 横田タクシー
小野タクシー SOGO TAXI 野中タクシー 吉岡タクシー
笠畑タクシー T．Tタクシー 日髙タクシー 吉川タクシー
金澤タクシー 高橋タクシー 福慶タクシー 脇田タクシー
T・K TAXI 多田タクシー 福重タクシー 和田タクシー

川瀬タクシー 田所タクシー 房本タクシー 渡邉タクシー

北大阪個人タクシー組合

TEL：(06) 6353-8203

事業者名
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