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1 入江タクシー 熊本市中央区横手1-5-30 入江　　栄俊 (096)354-2121 47
熊本個人タクシー
事業協同組合

熊本市東区下南部3-6-31 橋田　　友宏 (096)380-2488

2 熊本駅構内タクシー 　〃  西区田崎本町8-30 稲葉　伸一郎 (096)352-4325 48
熊本個人タクシー
親交事業協同組合

　〃　東区湖東3-13-19 山田　　勝三 (096)365-8700

3 観光タクシー 　〃　中央区大江1-25-50 長　喜一郎 (096)364-4141 49 宝観光タクシー 　〃　西区田崎3-1-6 新井　　成弘 (096)322-3630

4 熊本タクシー 　〃　中央区船場町下1-31 倉岡　　征宏 (096)379-2255 50 健軍タクシー 　〃　東区錦ケ丘26-11 麻生　　伸一 (096)365-1111

5 ミハナタクシー 　〃　西区上熊本3-1-36 森　　泰司 (096)324-3111 53
日新物流
良町タクシー

　〃　中央区八王寺町3-4 山坂　 　哲生 (096)378-2110

6 熊本交通 　〃　東区健軍1-27-5 本田　　達郎 (096)369-6868 54 光洋タクシー 　〃　中央区保田窪1-5-13 寺本　　慶子 (096)380-8055

7 旭タクシ― 　〃　西区二本木1-2-34 赤池　賢太郎 (096)354-4188 55 相互交通 合志市須屋2025-14 住永　　裕司 (096)343-5611

8 双葉タクシー 　〃　東区小峯4-4-60 石崎　　公士 (096)365-6111 56 菊陽タクシー 菊池郡菊陽町津久礼2383 藤本　　剛 (096)232-2206

9 安全タクシー 　〃　東区健軍4-18-21 野々口　弘基 (096)385-5345 57 銀杏交通タクシー 合志市栄2127-39 野田　　正春 (096)248-0231

10 国際観光交通 　〃　東区御領6-2-35 木下　　稔也 (096)243-0003 58 日新交通 上益城郡嘉島町上島2061 山坂　　昭夫 (096)237-0006

11 三和タクシー 　〃　中央区世安町池田282 野々口　弘基 (096)352-3444 59 益城タクシー 上益城郡益城町寺迫1330-2 吉本　　光成 (096)286-2488

12 肥後第一交通 　〃　西区島崎2-17-28 長友　　憲一 (096)354-2222 60 北部タクシー 熊本市北区貢町378-1 上野　　誠実 (096)245-1337

13 産交タクシー 　〃　中央区新町3-1-11 小山　　剛司 (096)355-7111 61
熊本市個人
タクシー交友会

　〃　東区山ノ神2-12-20 小崎　　幸二 (096)365-9737

14 水前寺タクシー 　〃　中央区水前寺6-3-1 寺本　　光秀 (096)384-4177 62 アトムタクシー 　〃　北区下硯川町2100 吉田　　安秀 (096)276-0001

15 昭和タクシー 　〃　南区野田2-5-6 角谷　　安宣 (096)352-0288 63 本山タクシー 　〃　東区長嶺南1-3-15 上野　　誠実 (096)383-5121

16 肥後タクシー 　〃　東区健軍4-18-21 野々口  弘基 (096)368-3131 64
日新企画
東熊本タクシー

　〃　中央区八王寺町3-4 山坂　　哲生 (096)380-5547

17 オーケイタクシー 　〃　中央区内坪井町10-6 大森　　隆正 (096)355-0226 65 明星タクシー 　〃　西区小島下町3689 森　　日出輝 (096)329-2111

18 熊本大衆自動車 　〃　中央区古川町3 井手　　玲子 (096)352-5111 66 ラッキーファミリー 　〃　南区野口2-940-1 松本　　安雄 (096)357-1414

19 熊本バスタクシー 　〃　北区八景水谷1-3-33 込山　　浩憲 (096)344-8121 70 キティー交通 合志市須屋2623-1 小森田　政憲 (096)348-2588

21 菊熊タクシー 　〃　西区上熊本3-1-36 森　　泰司 (096)324-3111 72
中九州城南
タクシー

熊本市南区城南町宮地508-1 清田　　真澄 0964-28-0688

23 出水タクシー 　〃　中央区出水4-37-25 緒方　　睦子 (096)366-0877 73 神園交通 八代市通町10-57 神園 喜八郎 0965-32-2121

24 神鷹タクシー 　〃　東区新南部6-5-45 福田　　孝子 (096)384-7777 74 西田タクシー 宇土市北段原町37 大久保 富雄 0964-22-0726

28 ラッキータクシー 　〃　南区野口2-13-23 松本　　寿雄 (096)357-1414 75 協和タクシー 上天草市大矢野町登立8839 田中　　康征 0964-56-0204

29 熊本東峯 　〃　北区四方寄町131-8 右田　　邦明 (096)344-7800 76 託麻観光 熊本市東区神園1-1-28 東　　哲矢 (096)389-0111

30 おしろタクシー 　〃　北区武蔵ケ丘7-2-6 福富　　清香 (096)338-1212 77 くたまタクシー 天草市久玉町1411-32 岩本　　伸平 0969-73-2138

31 国際観光タクシー 　〃　東区御領6-2-35 木下　　稔也 (096)338-8116 78 君島タクシー 水俣市大園町1-3-3 君島　　徳昭 0966-63-4141

32 熊交観光タクシー 上益城郡益城町広崎789 住永　　裕司 (096)286-1123 79 キクチ観光タクシー 菊池市大琳寺197 最上　　次男 0968-25-1151

33 中九州出水タクシー 熊本市東区桜木1-6-17 坂梨　　公治 (096)365-0611 80 産交ポニータクシー 熊本市東区健軍4-18-21 野々口 　弘基 0969-23-3131

34 進交タクシー 　〃　中央区保田窪1-5-13 寺本　　慶子 (096)355-1400 90 本渡港運送店 天草市港町1-8 松崎　　キヨミ 0969-23-3111

38 第五旭 　〃　西区二本木1-2-34 赤池　賢太郎 (096)354-4188 91 山鹿タクシー 山鹿市山鹿１ 西本　　朗 0968-43-2128

39 第参旭 　〃　西区二本木1-2-34 赤池　賢太郎 (096)354-4188 92 小川タクシー 熊本市北区植木町植木223 内田　　英彦 (096)272-0111

40 第一交通タクシー 　〃　中央区保田窪1-5-13 寺本　　光秀 (096)382-5141 93 植木タクシー 　〃　 北区植木町植木41-1 田尻　　哲夫 (096)272-0046

41 松村タクシー 　〃　北区下硯川町2100 上野　　誠実 (096)355-2266 94
大阿蘇大津
タクシー

菊池郡大津町引水809-1 大久保 孝介 (096)293-3355

44 龍田タクシー 　〃　北区楠8-18-43 古閑　　保臣 (096)338-6633 95 中川タクシー 宇土市築籠町178-5 中川　　誠志 0964-27-0132

45 宮社交通 　〃　南区白藤1-21-88 山下　　章 (096)357-4311 99 熊本キャブ 菊池郡菊陽町津久礼2383 藤本　　剛 (096)232-8433

46 春日タクシー 　〃　南区白石町382 上條　真由美 (096)227-0057
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