
 105 子育てタクシー・一般タクシー

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

指扇交通株式会社 タクシー業 初乗料金500円 迎車料金300円 さいたま市西区（指扇エリア） 埼玉県さいたま市西区中釘364-3 048-624-5001
https://sashiougi-

taxi.jp/

株式会社岩槻タクシー

荷物の多い乳幼児を伴っての外出のサポートや子

供だけの送迎、陣痛が起きた時のタクシーの送迎

をスムーズに行えるようのサービスを行っており

ます。

さいたま市岩槻区、さいたま市見

沼区、さいたま市緑区、川口市、

上尾市、春日部市、越谷市

埼玉県さいたま市岩槻区加倉1-1-

14
0120-22-6000

https://www.iwatuki-

taxi.jp/

大宮自動車有限会社 桶川営業所
桶川市内（その他のエリアは、要

問合せ）
埼玉県桶川市坂田1516-5 048-728-7660

https://www.omiyaj-

taxi.jp/ 

大宮自動車有限会社 本社営業所

さいたま市大宮区、さいたま市見

沼区、さいたま市北区、さいたま

市西区、さいたま市桜区（その他

のエリアは、要問合せ）

埼玉県さいたま市北区東大成1ｰ

626-2
048-783-4003

https://www.omiyaj-

taxi.jp/ 

大宮交通株式会社
一般乗車旅客運送事業・普通車 初乗1.23kmまで

500円 加算261mまでを増すごとに１００円
さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町

3-422-1
048-641-8018

http://omiya-

mitsuya.co.jp/

第三交通株式会社 タクシー事業 さいたま市岩槻区
埼玉県さいたま市岩槻区西町4-5-

26
048-757-3838

http://www.daisan-

taxi.co.jp/

ハーモニカタクシー

一般タクシー 介護タクシー さいたま市消防局

認定 患者等搬送事業者 （一財）全国福祉輸送

サービス協会認定 医療搬送事業者

さいたま市中央区
埼玉県さいたま市中央区上落合7-

6-38
048-852-1233

https://www.h-

taxi.jp/

昭和交通有限会社 一般車タクシー

さいたま市南区、浦和区全域、緑

区、桜区一部及び周辺エリア 川

口市・戸田市・蕨市一部及び周辺

エリア

埼玉県さいたま市南区文蔵2-32-

20

0120-345-608

（つばめ共同無

線） / 048-861-

6742

https://showakotsu.j

p/

株式会社つばめタクシー
一般乗車旅客自動車運送事業(ハイヤー・タク

シー） ＬＰＧオートガススタンド

さいたま市浦和区、南区、緑区の

一部、桜区の一部、中央区の一

部、川口市の一部、戸田市の一

部、蕨市の一部

埼玉県さいたま市浦和区本太1-

14-7
048-882-3456

https://www.tsubam

e-taxi.jp/

ツルヤ交通株式会社 タクシー業 さいたま市南区 埼玉県さいたま市南区根岸5-23-5 048-862-2535
https://tsuruyakotsu.

jp/

三矢交通株式会社
一般乗車旅客運送事業（普通車 初乗1.23kmまで

500円 加算261mまで増すごとに100円）
さいたま市大宮区

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町

3-423
048-644-0328

http://omiya-

mitsuya.co.jp/

飛鳥交通株式会社 一般乗用旅客自動車運送事業 さいたま市 埼玉県内 048-654-2294

https://www.aska-

web.co.jp/traffic-

service

大宮タクシー株式会社イースタン
（一般乗用旅客自動車運送事業・埼玉県Ａ地区運

賃料金表にて）

さいたま市北区・大宮区・見沼

区・西区・上尾市南部

埼玉県さいたま市北区吉野町1-

27-1
048-654-1239

https://umeda-

kotsu-group.jp/



 105 子育てタクシー・一般タクシー

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

株式会社 さいたま福祉サービス

（小原交通）

一般タクシー、生活サポートタクシー（お買い物

やお墓参りのお付き添い等…）、自転車積載タク

シー（自転車の故障等でお困りの時に…）

さいたま市岩槻区
埼玉県さいたま市岩槻区南平野3-

1-4
048-749-8866

http://www.saitama-

fukushi.jp/

介護タクシー株式会社 横瀬町 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4549-1 0494-25-0260

有限会社吉見タクシー タクシー 吉見町（県南西部交通網）
埼玉県比企郡吉見町大字久保田

122-3
0493-54-1802

有限会社三芳野タクシー
お客様のお迎え場所の戸口から、目的地の戸口ま

で安心・安全・快適にお連れします。

坂戸市、鶴ヶ島市、川越市（一部

地域）、川島町（一部地域）、鳩

山町（一部地域）

埼玉県坂戸市大字石井2115-1 049-283-3440
https://miyoshinotaxi

.com/

有限会社明日香交通
タクシー 初乗り 1.47km 620円 その後

297m毎に100円

本庄市、上里町、美里町、神川

町、深谷市（旧岡部町）
埼玉県本庄市けや木3-13-15 0495-22-0048

http://tourism-

asuka.in.coocan.jp/

本庄タクシー株式会社

タクシーでお客様を目的地まで、安全・迅速・親

切にお送りします。初乗り（1.47kmまで）６２０

円その後297m増すごとに１００円（メーター料

金）。お迎えの際は迎車料金有り。

本庄市、美里町、上里町、神川町 本庄郵便局の向い 0495-21-5111

https://itp.ne.jp/info

/11191770520000089

9/

熊谷構内タクシー株式会社 タクシー 熊谷市、吹上駅周辺、行田駅周辺
埼玉県熊谷市小島、鴻巣市吹上本

町（営業所２ヵ所）

0120-66-0607 /

048-532-1150

有限会社本間タクシー タクシー業 寄居町 埼玉県大里郡寄居町寄居955-1 048-581-0035

有限会社東松山交通

タクシー・福祉タクシー（初乗り運賃500円。爾後

料金100円。迎車料金400円。時間指定料金300

円。福祉タクシー指定料金500円。）

東松山市 埼玉県東松山市本町2-2-36 0493-23-3333

http://www.higashim

atsuyamakoutsu.com

/

イグチ交通株式会社

タクシー・妊婦さん応援タクシー・東松山デマン

ドタクシー・嵐山町妊婦外出支援タクシー他 ユ

ニバーサルデザインタクシー（車いす乗車）は折

り畳まず積載できます。

冠婚葬祭・大人数でのお出かけに9人乗りジャンボ

タクシーもございます。

東松山市・滑川町・嵐山町・吉見

町
埼玉県東松山市箭弓町1-1-18 0120-112-045

株式会社星野 タクシー事業 秩父市 埼玉県秩父市宮側町5-1 0494-22-4540
http://www.hoshinos

.co.jp/

中央タクシー株式会社 タクシー業 運賃は埼玉県Ｂ地区の公定幅運賃 熊谷市 埼玉県熊谷市戸出514 048-522-1611

株式会社桜交通 タクシー業 寄居町 埼玉県大里郡寄居町用土5229 048-584-0779

三共交通有限会社 一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー事業
川越市、狭山市、鶴ヶ島市、ふじ

み野市、川島町
埼玉県川越市今福1432-5 049-243-4135

株式会社越谷タクシー
お客様の乗車地から目的地まで安全にお送りする

業務です。
越谷市 埼玉県越谷市神明町3-30-1 0120-628-161

http://www.koshigay

a-kyoudomusen.jp/



 105 子育てタクシー・一般タクシー

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

氷川自動車交通
タクシーメーターに準ずる。予約料金400円（税

込）
草加市 埼玉県草加市氷川町1479 048-923-2006

http://www.nojima-

unyu.jp

株式会社織田 本社営業所 タクシー事業 八潮市、草加市、三郷市 埼玉県八潮市木曽根1208-1 048-999-2111

松伏交通有限会社
地域密着型のタクシー会社です。迎車をご希望さ

れる方はお問い合わせください。

松伏町（全域）、越谷市（北

部）、春日部市（南東部）

埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸175

番地
048-991-4661

https://matsubushi-

taxi.jimdosite.com/

草加タクシー株式会社
お客様を安全・確実にお送りいたします。利用料

金はタクシー認可運賃になります。

草加市内、および近隣。お受けで

きない場合がございますのでご了

承ください。

埼玉県草加市西町1148 048-925-0155
http://www.sokataxi.

com/

明治タクシー
タクシー業 初乗り1.23km500円 その後261m毎

100円 迎車300円
三郷市内 埼玉県三郷市栄3-401 048-952-5321

http://www.meiji-

taxi.co.jp/

東都自動車交通株式会社 東浦

和・草加営業所
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー） 川口市及び草加市周辺 埼玉県川口市柳崎2-21-30 048-269-5911

https://www.toto-

motors.co.jp/

東界自動車交通株式会社 タクシー業 春日部市 埼玉県春日部市大沼4-14 048-736-3131

幸手タクシー有限会社 障害者割引あり 幸手市、久喜市、杉戸町 埼玉県幸手市中4-15-22 0120-077-328

http://www.citydo.co

m/prf/saitama/guide

/sg/250002801.html

株式会社杉戸タクシー 障害者割引あり 杉戸町、宮代町、幸手市 0120-13-0173
http://sugito-

taxi.com/

白岡タクシー株式会社
初乗1.23kmまで500円 加算261mまでを増すごと

に100円 迎車料金300円
白岡市 埼玉県白岡市白岡1502-2  0480-92-0345

有限会社 共和タクシー

「育児サポートタクシー」は、妊婦さんや子育て

中の保護者の方をスムーズにサポートする、登録

制（登録無料）のタクシーです。 子ども・子育て

に関する知識を学んだドライバーが、乳幼児を連

れて外出されるご家族のサポートや、保育園・習

い事への送迎を保護者の代わりに責任を持って行

うサービスです。 育児サポートタクシーの乗務員

は、子育てに関する研修を受けた乗務員です。

白岡市、幸手市、久喜市、蓮田

市、杉戸町、宮代町
埼玉県幸手市北2-17-7 0120-299-310 http://www.saiwa.jp

菖蒲タクシー有限会社

「育児サポートタクシー」は、妊婦さんや子育て

中の保護者の方をスムーズにサポートする、登録

制（登録無料）のタクシーです。 子ども・子育て

に関する知識を学んだドライバーが、乳幼児を連

れて外出されるご家族のサポートや、保育園・習

い事への送迎を保護者の代わりに責任を持って行

うサービスです。 育児サポートタクシーの乗務員

は、子育てに関する研修を受けた乗務員です。

白岡市、幸手市、久喜市、蓮田

市、杉戸町、宮代町
埼玉県久喜市菖蒲町三箇787-1 0120-299-310 http://www.saiwa.jp/



 105 子育てタクシー・一般タクシー

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

昭和タクシー有限会社

「育児サポートタクシー」は、妊婦さんや子育て

中の保護者の方をスムーズにサポートする、登録

制（登録無料）のタクシーです。 子ども・子育て

に関する知識を学んだドライバーが、乳幼児を連

れて外出されるご家族のサポートや、保育園・習

い事への送迎を保護者の代わりに責任を持って行

うサービスです。 育児サポートタクシーの乗務員

は、子育てに関する研修を受けた乗務員です。

白岡市、幸手市、久喜市、蓮田

市、杉戸町、宮代町
埼玉県白岡市小久喜552-9 0480-92-0283 http://www.saiwa.jp/

桶川タクシー有限会社 桶川市 埼玉県桶川市南1-2-23 048-771-1046
https://www.okegaw

a-taxi.jp/

⾧谷川タクシー有限会社
鴻巣、北本、北鴻巣等を中心に、病院・会社へお

客様を送迎しています。
鴻巣市、北本市 埼玉県鴻巣市本町1-1-3 048-541-5611

有限会社伊奈交通 タクシー業 伊奈町 埼玉県北足立郡伊奈町寿2-298 048-721-3531

有限会社みのり交通 タクシー事業 三芳町 埼玉県入間郡三芳町北永井69-5 049-274-7051

鶴瀬交通株式会社 タクシー ふじみ野駅、鶴瀬駅、みずほ台駅 埼玉県富士見市上南畑 049-251-0376

有限会社志木合同タクシー 朝霞市、志木市、新座市 048-471-0033
http://kosodate.shiki

-taxi.com/ 

大和タクシー有限会社 タクシー業 和光市 埼玉県和光市新倉7-4-55 048-461-2250

ダイヤモンド交通株式会社 川越

事務所
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）

ふじみ野市・富士見市・三芳町・

川越市一部
埼玉県川越市下松原488-4 049-248-2233

https://www.diamon

d-taxi.co.jp/

有限会社サツキハウス スマイル

タクシー
タクシー 坂戸市（県南西部交通圏） 埼玉県坂戸市薬師町2-17 049-282-0088

東京交通株式会社 所沢営業所 基本料金\500・迎車料金\310・予約料金\420 所沢市（全域） 埼玉県所沢市小手指元町1-26-13 042-391-4455

株式会社イーエム・アイ 子育て

支援イルカタクシー

所沢市内（その他のエリアは要問

合せ）
04-2951-3340

http://www.emi-

minkyu.co.jp/busines

s/taxi.html 

豊岡丸大タクシー有限会社 普通車 初乗り 1.23Km 500円 迎車300円 入間市 埼玉県入間市扇町屋4-1-35 04-2962-4111
https://www.bigcircl

e.jp/

株式会社宮本交通 タクシー 所沢市（主に東所沢周辺） 埼玉県所沢市日比田817-7

04-2944-1803

（配車専用番

号）

https://miyamotokot

su.hp.gogo.jp/pc/

株式会社新所タクシー タクシー業 所沢市 埼玉県所沢市北岩岡258-6 04-2943-3343



 105 子育てタクシー・一般タクシー

店舗名 サービス内容 特典
店舗所在地

※ 出張サービスを行う場合は

利用可能エリア

住所 電話番号 HPアドレス

山口交通株式会社
初乗運賃500円（1.23kmまで）/加算261mまでを

増すごとに100円 ※別途迎車料金300円
所沢市 埼玉県所沢市山口682-1 04-2923-5108

http://yamaguchi-

kotsu.com/

川越交通有限会社
タクシー事業 初乗り1.23km500円 その後261m

ごとに100円
川越市内 埼玉県川越市小仙波708-3 049-225-3812

http://www.nerima-

taxi.jp/

練馬タクシー株式会社 川越営業

所

タクシー事業 初乗り1.23km500円 その後261m

ごとに100円
川越市内、狭山市東部 埼玉県川越市南大塚2-3-14 049-243-3405

http://www.nerima-

taxi.jp/

埼玉第一交通株式会社 タクシー 狭山市・飯能市 埼玉県狭山市富士見2-22-2 04-2959-5161

株式会社川乗三和 川越営業所 タクシー送迎 川越市 埼玉県川越市福田35-6 049-222-3333

株式会社川乗三和 坂戸営業所 タクシー送迎 坂戸市 埼玉県坂戸市成願寺106-1 049-222-3333

富士見ハイヤー有限会社 タクシー 川越市及び鶴ヶ島市 埼玉県川越市的場2219-2 049-231-3078
https://www.fujimita

xi.com/

株式会社千代田交通 タクシー 坂戸市 埼玉県坂戸市八幡1-3-11 049-281-1360

http://www.citydo.co

m/prf/saitama/guide

/sg/250003452.html

有限会社須賀タクシー
1.23kmまで500円、261mまでを増すごとに100円

迎車料金300円
蕨市 埼玉県蕨市中央1-24-2 048-431-2213

株式会社八千代交通

急な陣痛でのご依頼や、荷物の多いお子様を伴っ

ての外出時にお母様のサポートをいたします。お

子様一人での移動（学童→塾）もお手伝い致しま

す。（事前登録が必要となる場合がございます）

八千代交通のポイント

カードにご登録いただ

くと100円で1P、500P

ごとにギフトカードを

プレゼント致します。

※3キューチケットに限

る特典の用意は特にご

ざいません。

川口市内（その他のエリアは要問

合せ）
埼玉県川口市西新井宿388-2 048-281-8452

http://yachiyo.mama

kokoro.co.jp/

埼京タクシー株式会社 タクシー業 川口市・戸田市・蕨市 埼玉県川口市青木1-6-1 048-253-4294
https://taxi.saikyogro

up.com/

西武ハイヤー株式会社 所沢営業

所

一般乗車旅客輸送（タクシー）

料金・初乗運賃：1.23Km迄 500円（税込）

   加算料金：261m毎に 100円（税込）

   迎車料金：1台一律  310円（税込）

   予約料金：1台１回  420円（税込）

当社タクシーのご利用

にあたり、日時のご指

定など、ご予約を承り

ます。

所沢市 埼玉県所沢市久米535-2 04-2997-9113
http://www.seibuhire

.co.jp/

西武ハイヤー株式会社 川越営業

所

一般乗車旅客輸送（タクシー）

料金・初乗運賃：1.23Km迄 500円（税込）

   加算料金：261m毎に 100円（税込）

   迎車料金：1台一律  310円（税込）

   予約料金：1台１回  420円（税込）

当社タクシーのご利用

にあたり、日時のご指

定など、ご予約を承り

ます。

川越市 埼玉県川越市南台1-3-6 04-2997-9113
http://www.seibuhire

.co.jp/
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西武ハイヤー株式会社 飯能営業

所

一般乗車旅客輸送（タクシー）

料金・初乗運賃：1.23Km迄 500円（税込）

   加算料金：261m毎に 100円（税込）

   迎車料金：1台一律  310円（税込）

   予約料金：1台１回  420円（税込）

当社タクシーのご利用

にあたり、日時のご指

定など、ご予約を承り

ます。

飯能市 埼玉県飯能市美杉台5-4-1 04-2997-9113
http://www.seibuhire

.co.jp/

西武ハイヤー株式会社 入間営業

所

一般乗車旅客輸送（タクシー）

料金・初乗運賃：1.23Km迄 500円（税込）

   加算料金：261m毎に 100円（税込）

   迎車料金：1台一律  310円（税込）

   予約料金：1台１回  420円（税込）

当社タクシーのご利用

にあたり、日時のご指

定など、ご予約を承り

ます。

入間市 埼玉県入間市小谷田628-1 04-2997-9113
http://www.seibuhire

.co.jp/

草加ダイヤモンド交通有限会社 一般乗用旅客自動車運用事業（タクシー）

出産QQタクシーサービ

ス（事前登録制）をし

ており、妊婦さんや検

診などでの移動手段と

して提供しておりま

す。

草加市 埼玉県草加市青柳3-29-14 048-935-2200
http://www.souka-

diamond.co.jp/

瀬崎交通株式会社 一般タクシー 草加市 八潮市 埼玉県八潮市八潮2-6-10
048-998-1226

0120-843-756

浦和自動車株式会社 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）
さいたま市 川口市 蕨市 戸田

市

埼玉県さいたま市緑区三室1284

番地
048-874-9060

https://www.tsubam

e-taxi.jp/

東浦和交通有限会社 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）
さいたま市 川口市 蕨市 戸田

市

埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁

目22番21号
048-873-7231

https://www.toukoh.t

axi/

鳩交通有限会社 本社営業所 タクシー、顧客輸送 吉川市・越谷市・松伏町・三郷市 埼玉県吉川市大字吉川1559-1 048-982-0354

有限会社彦成タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業 三郷市 埼玉県三郷市彦成5-183-3-2 048-958-4855

埼玉交通 一般タクシー
さいたま市浦和区 大宮区 中央

区 南区 見沼区 北区

埼玉県さいたま市南区鹿手袋2-

13-1
0570-088-315

http://www.saitama-

koutu.com

東洋タクシー有限会社

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー業）初乗

1.23kmまで500円 加算261mまでを増すごとに

100円 迎車料金300円

鴻巣市 埼玉県鴻巣市本町4-1-53 048-541-8225 http://to-yo-taxi.com

株式会社平和自動車

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー業）※陣

痛タクシー、キッズタクシー等のサービスも行っ

ています。初乗1.23kmまで500円 加算261mまで

を増すごとに100円 迎車料金300円

さいたま市中央区、浦和区、桜

区、南区、大宮区（中央区隣接地

域）、緑区（浦和区隣接地域）、

見沼区（浦和区隣接地域）

埼玉県さいたま市中央区新中里3-

1-5
048-832-6055

http://heiwajidousya.

co.jp
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株式会社上尾タクシー

タクシーのご用命は、２４時間・年中無休で承っ

ております。電話一本で、予約配車も可能です。

７人乗りのワンボックスタイプの車両もご用意可

能です。

上尾市周辺 埼玉県上尾市平塚846-2 048-772-7000 http://ageotaxi.com

有限会社富士交通 タクシー旅客業 上尾市 埼玉県上尾市小敷谷507-8 048-781-3611

東上ハイヤー株式会社 タクシー 川越市 埼玉県川越市中福238-5 049-242-9333
http://www.tojohire.c

o.jp

救急介護搬送サービスえまさぽ
妊娠子育て応援タクシー、ケアタクシー、

民間救急車の運行

迎車料金を無料とさせ

ていただきます

埼玉県内からの出発または埼玉県

内への到着であれば全地域ご利用

いただけます

埼玉県川越市神明町14-22 2階 049-299-6531
https://emspsaitama

.wixsite.com/my-site

ハッピータクシー株式会社 タクシー 川口市・蕨市・戸田市 埼玉県川口市並木2-32-15 0570-00-1681

http://www.yamatek

otsu.co.jp/happy/ser

vice.html

有限会社 三郷交通 タクシー 三郷市 埼玉県三郷市新和3-147 048-952-5522


