認定患者等搬送事業者名簿（令和４年７月２７日更新）
№ 消防本部名

事業者名

住 所

連絡先（電話）

HPアドレス

048-682-2266
0120-119-924

http://a-co2.alphaclub-group.jp/

さいたま市岩槻区南平野3-1-4

0120-294-323

http://www.obara-tw.co.jp/hukusi_new.html

さいたま市南区大谷口1460-2

048-813-8688

http://www.yamate-gp.co.jp/

さいたま市南区文蔵3-27-5

0120-560-300

http://hellokaigo.jp/

有限会社大和ハッピーケアサービス

さいたま市中央区下落合4-23-17
埼京ビル2F

048-853-2655

https://happy777788.com/

6

介護タクシープライド

さいたま市見沼区新堤65-4

090-2440-3216

http://caretaxipride.com/

7

ハーモニカタクシー

さいたま市中央区上落合7-6-38

048-852-1233

http://www.h-taxi.jp/

8

ケアサポート彩玉

さいたま市浦和区常盤6-13-3

0120-924-366

http://caresupport-fukushitaxi.com/

9

ケア移送サービスつきまる

さいたま市大宮区堀の内町1-292
コーポ棕梠203

048-627-3390

http://tsukimaru.jpn.org/

10

ケアタクシー 花みずき

さいたま市岩槻区加倉4－31－3

080-5984-1450

11 さいたま市消防局

あさひ介護センター (※休止中)

さいたま市北区土呂町2-16-11-102

080-7506-5660
048-780-2475

12

はるこう介護タクシー

さいたま市南区文蔵4-24-3

080-3096-8751

13

株式会社スカイハート

さいたま市岩槻区加倉4-14-1

090-1695-0367

14

介護タクシーももたく

さいたま市岩槻区平林寺767-1

080-3550-0219

http://momotaku.xyz/
http://www.oasis753.sakura.ne.jp/

1

アルファ交通株式会社

2

株式会社さいたま福祉サービス

3

山手ケアサービス株式会社

4

ハロー介護有限会社 （厚生福祉自動車）

5

さいたま市見沼区深作944-1

15

ケア移送サービスオアシス

さいたま市桜区町谷3-14-2-101

090-6008-0753
0120-52-7755

16

合同会社Rabbitle うさかめケアタクシー

さいたま市桜区西堀10-9-24

070-1076-0048

https://usakame-taxi.com
https://www.realcab.jp/

17

介護タクシー レアルキャブ

さいたま市北区東大成町2-410

0120-64-1004
048-607-8119

18

介護タクシー さくらリムジン

さいたま市浦和区大東3－2－10

090-3801-4856

https://harahiro.jimdofree.com/

19

介護タクシーライフ

さいたま市西区大字指扇2407-122

048-878-8828

https://life-fukushi.co.jp/information/

20

福祉搬送 ゆずり葉

さいたま市浦和区領家7-4-18

0120-594-329

21

ケアタクシー ライフトラベル

さいたま市浦和区上木崎6‐32‐24

080-7804-1000

22 熊谷市消防本部

介護タクシー 青い鳥 熊谷

熊谷市飯塚412番地

080-3348-8341

http://kaigotaxiaoitorikumagaya.com/
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23

株式会社グリーンセレモニー

川口市本蓮2-22-9

048-282-5420
0120-834-199

24

愛介護タクシー有限会社

川口市道合1328-2

048-281-5346

25

オアシス

川口市元郷2-15-1

0120-527-755

26

ヨシダブレイス

川口市南町1-11-6-703

048-437-7338

27

シニアサポート

川口市木曽呂693-9

0120-988-012

http://シニアサポート.com

28

介護タクシーやまぐち

川口市柳崎5-19-16-206

0800-800-9315

https://ym-taxi.jimdo.com/

29

ケアサービス あおき

川口市北原台3-6-37

080-5498-5096

http://caretaki-aoki.temt.jp

30

福祉タクシー サポート くまさん

川口市青木5-6-20-501

0120-856-810

31

ウェルフェアカー さわむら

川口市東川口6-11-14-301

080-4663-3927

32

ケア・タクシー じゅんぷう

川口市前川2-22-7

0120-175-294

33

アクティブ ケアサポート

川口市桜町1－12－27

090-3237-0524

34

介護タクシー とくえもん

川口市里980

070-4560-1093

http://kaigotaxi-info.jp/top_31534.html

35

株式会社 アスモ介護サービス
アスモ介護タクシー 川口

川口市芝富士2-10-40

0120-662-515

http://www.asmokaigo.co.jp/

36

介護タクシー ブレーメン

川口市大字石神1950-18

070-4285-3589

37

しあわせ野介護タクシー

春日部市六軒町193-1

048-736-6144
0120-616-321

http://siawasenokaigotaxi.web.fc2.com/
http://wpi.or.jp/index.html

http://www16.plala.or.jp/g-ceremo/

http://www.oasis753.sakura.ne.jp/

川口市消防局

春日部市消防本部
38

介護タクシーかすかべ

春日部市大場1250-6

048-738-2870
090-3903-5588

39

介護タクシーこもれび

羽生市大字下手子林786-3

080-3155-4141

羽生市消防本部
40

（株）スター交通 民間救急事業部 埼玉営業所 羽生市南３丁目２０４－１

0276-20-0109

http://s-koutsu.com/

まる屋福祉介護サービス

深谷市境606番地

070-4533-0808

http://maruya-kaigo.com/

42

東大コーポレーション（有）

深谷市本田９７８番地２

048-583-2832

https://caretaxi-toudai.jimdofree.com

43 上尾市消防本部

（有）正縁堂 エムズパートナー

上尾市泉台2-8-3

048-672-0610

http://syoendo.com/taxi/

44

ほほえみ

越谷市赤山町5-6-5

090-2201-1322

http://hohoemi119.com/

45

介護タクシーさいたま

越谷市大字恩間217-1

048-916-0232

http://kaigotaxi-saitama.jp/

46

介護タクシーステップ

越谷市北越谷1-4-2

048-940-1424

http://kaigostep.com/

47

株式会社コスモアップル ケアタクシーコスモ

越谷市袋山684-14

0120-846-294

https://itp.ne.jp/info/110941223157270570/

48

関東福祉自動車

越谷市弥栄町4-1-59

048-972-6993

49 越谷市消防局

介護・福祉タクシー 正直屋

越谷市袋山786－9

080-3640-0540

http://syoujikiya-taxi.com

50

ケアサポート あい

越谷市東大沢4-15-14

070-6970-1038

http://www.care-support-ai.com/

51

かご屋

越谷市中島629-3

080-8888-5210

52

ケアタクシー日和（ひより）

越谷市大字大竹775-6

080-1372-0808

53

株式会社 ステイ

越谷市新川町1-33-1

048-989-4980

54

介護タクシーほっとスマイル

越谷市宮本町5-44ー3

070-6432-1645

55 蕨市消防本部

ケアタクシーわらび

埼玉県蕨市南町2-7-3ペアシティ蕨101

090-7274-2585

56

えのもと訪問看護ステーション

埼玉県戸田市下前

048-430-2882

http://www.enomoto-st.jp/

アイソニック

埼玉県戸田市本町５－５－７－３０２

090-9456-5351

http://isonic.wp.xdomain.jp/

41
深谷市消防本部

2-6-21-3Ｆ

戸田市消防本部
57
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58 蓮田市消防本部

介護タクシーKey-Man

蓮田市西城3-21-2

048-764-0025

59 伊奈町消防本部

ケアタクシー ひなた

北足立郡伊奈町本町２丁目２３ウエストガーデンⅡ１０５

090-6493－8343

60

移送サービスキャブコモード

新座市野火止8-23-17

090-2176-1119
048-478-5163

61

介護タクシーメイサポートキャブ

新座市野寺3-3-9

080-4387-1015

62 埼玉県南西部消防局

介護タクシー だんだん

志木市下宗岡3-21-6

090-2632-5522

63

くまさん福祉タクシー

志木市柏町1丁目6番34号志木の杜テラス519 090-4542-3431

64

株式会社アスモ介護サービス アスモ介護タクシー朝霞 朝霞市三原四丁目7番30号

65

HPアドレス

https://keatakushihinata.jimdofree.com/

http://kaigotaxi-dandan.net/

0120-662-515

https://www.asmokaigo.co.jp/kaigotaxiservicegaiyou.html
http://abekea.versus.jp/

あべケアタクシー

秩父市上宮地町20-15

0494-25-2128

66

有限会社たんぽぽ いちごタクシー

秩父市下影森888－5

0494-25-1501

67

ビーゴ・カンパニー

入間郡三芳町北永井837-77

090-8948-5667

秩父消防本部

http://beego.wp.xdomain.jp/

68 入間東部地区事務組合消防本部 民間救急たいせい

ふじみ野市上福岡一丁目12番27号ﾊﾞﾝｷｬﾋﾞｵﾝ501 0120-860-363

69

ケアタクシー さくら

富士見市西みずほ台１－１５－１３

070-4411-3939

70

福祉交通 きよみ野

吉川市きよみ野3-13-5

048-999-6855
080-3076-5222

http://kiyomino.on.omisenomikata.jp/

71 吉川松伏消防組合

介護タクシー すまいる

北葛飾郡松伏町田中１－１０－４

090-5192-7766

https://suzusuzuki.wixsite.com/mysite

72

福祉・介護タクシー かねもと

吉川市保1-26-3 ライオンズマンション吉川403 080-4605-6543

http://kaigotaxi-kanemoto.com/

73

むさしサービス株式会社

本庄市朝日町3-1-40

0495-21-2211

http://www.musashi-service.co.jp/wordpress/

74

介護タクシーみなみ

児玉郡上里町大字神保原町352-1

080-8160-5090

http://kaigotaxi-info.jp/top_30919.html

75 児玉郡市広域消防本部

結（Yui）ケアタクシー

児玉郡神川町大字元阿保553番地3

090-2337-5533

https://www.yui-caretaxi.com/cont1/main.html

76

愛介護タクシー

児玉郡神川町大字渡瀬853番地12

0274-52-6770
080-6543-8085

https://ai-kaigotaxi.jimdosite.com/

77

介護 福祉タクシー ブルーベル

本庄市早稲田の杜4-10-21

080-6539-7010

78

株式会社セレモア 患者搬送事業部
東京民間救急サービス 埼玉坂戸営業所

坂戸市日の出町31-13

0120-40-8199

https://minkyu.ceremore.jp/

坂戸市薬師町2318-21

090-9835-8363

http://caretaxi-plus.o.oo7.jp/
https://pas-jp.com

79 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部 ケアタクシープラス

https://www.taisei-caretaxi.com

80

PAS救急サービス

坂戸市元町20-4

080-5986-9205
0120-905-592

81

株式会社 北都観光福祉タクシー

東松山市松葉町4-5-1

0493-23-7075

http://www.hokuto-fukushitaxi.com

82 比企広域消防本部

エール介護タクシー

比企郡嵐山町大字菅谷359-1

080-8889-1927

http://kaigotaxiyell.com/

83

アストケアタクシー

比企郡嵐山町大字廣野1018

080-4717-8613

84

合資会社 ケアライフ・ソフト

川越市上野田町35-54

090-8516-5553

85

介護タクシー 金太郎

川越市下松原713-2

090-9319-9625

86

ＫＳ介護タクシー

川越市大字古谷上4622番地

080-3178-6525

オハナ ケアタクシー

川越市大字藤間846-13

080-9822-6450

http://ohana-caretaxi.com

88

株式会社ナンバーワンサービス

川越市南大塚1-2-12

090-8038-5751

http://no1-kaigo.com

89

福祉タクシーアリエル

川越市岸町3-34-2-702

070-3662-1190

http://www.fukushitaxi-ariel.com

90

株式会社 救急介護搬送サービス
えまさぽ 川越営業所

埼玉県川越市神明町14番地22

049-299-6531

https://emspsaitama.wixsite.com/my-site

91

介護サポート・桃花の和

川越市的場2-18-6 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ的場203

090-9326-0303

87

http://carelife-soft.chu.jp/

川越地区消防局
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92

おでかけ介護タクシー あおぞら

北本市朝日2-238 ワコーレRG北本A-1412

080-3526-1904

https://www.odekake-kaigo-taxi.com/

93 埼玉県央広域消防本部

介護タクシーあさひ

桶川市朝日1-1-18

048-788-1124
予約：090-7719-6301

https://kaigotaxi-asahi.wixsite.com/mysite-5

94

福祉移送 りんりん

鴻巣市箕田444-1

080-8853-6421

https://rinrinjp.info/

95

ケアタクシーすばる

入間郡毛呂山町岩井西1-20-11

049-295-7150

https://www.kaigotaxi-support.jp/category/1956198.html

クローバー介護タクシー

入間郡毛呂山町毛呂本郷211-2

049-295-9680

http://www.global2003.co.jp/

97

福祉タクシー かえで

入間郡毛呂山町下川原1055-2

090-8053-9662

http://www.fukushi-taxi.com/area/kanto.html

98

エクセルケアタクシー

入間郡毛呂山町南台3-14-25

090-1532-0011

所沢市神米金423-7

04-2942-2294

96
西入間広域消防本部

99

福祉寝台自動車株式会社

100

株式会社イーエムアイ（民間救急あすかサービス） 所沢市東所沢和田3-14-2

04-2951-3388

101

株式会社トライサービス

04-2943-2111

102

株式会社セレモア 患者搬送事業部
東京民間救急サービス 所沢営業所

所沢市東住吉9-5

0120-40-8199

https://minkyu.ceremore.jp/

103

あおぞら介護タクシー

所沢市松が丘1-16-79

04-2939-7161

http://www.kaigotaxi-aozora.com/

104

さくらふじ

入間市大字新久460-1

04-2990-8822

105

あけぼのサービス株式会社

狭山市北入曽173-16

090-8310－2800

106

介護タクシー おしょうしな

入間市東藤沢4-9-9

090-1994-1551

所沢市中新井2-377-1 ビアンカサガ103

http://www.emi-minkyu.co.jp/

http://www.akebono-co.com/

介護タクシー ハートフルサービス

日高市大字原宿220-20

080-1003-4505

108

介護タクシー スマイルウェーブ

入間市上谷ヶ貫573-1

090-2143-2573

http://kaigotaxi-smilewave.com/

109

介護タクシー せきしん

飯能市川寺281-16

080-8472-6852

http://sekishin5924.com
http://magokoro-net.sunnyday.jp

107

埼玉西部消防局

110

株式会社 まごころネット

狭山市広瀬東1-3-7

04-2953-1888
080－3500－3703

111

介護タクシー 大みかん

狭山市広瀬東4-42-7

080-2166-3557

112

アイ福祉株式会社

所沢市東狭山ヶ丘2-704-28

04-2941-6357

113

介護タクシー テックラン

飯能市下赤工353-12

042-977-4745
090-5761-7744

114

ケアタクシー 大吉

狭山市広瀬3－30－25－105

090-5757－4899

115

介護タクシー 坂の助

狭山市祇園4-62公栄ビル9-601

070-1425-7575

116

ＡＸＩＳ

所沢市北秋津417-1

090-1050-0123

117 埼玉東部消防組合消防局

ケア輸送サービス梅原

久喜市栗橋東5-22-26

0480-52-7178

118

株式会社Repose （福祉交通つなぐ）

草加市谷塚町1420-9

048-948-8670
0120-978-485

介護タクシー とみ～ず

草加市長栄3-46-1-303

0120-175-294
090-4411-1032

120

介護タクシー くろーばー

八潮市南後谷956-1-207

048-971-6510

121

介護タクシー 一休

八潮市中馬場38

080-3608-9919

119

草加八潮消防局

https://i-fukushi.co.jp/

準備中

http://tunagu294.com/company

http://www.kaigotaxiikkyuu.com/
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