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67 石崎タクシー 菊池郡大津町大津1187-7 石崎　公士 293-8181 176 人吉タクシー 人吉市九日町66-4 川上　典孝 0966-23-2525

69
熊本個人タクシー
一期会協同組合

熊本市中央区神水2-10-7 村上　倶一 386-5515 177 高瀬合同タクシー 玉名市築地1268-1 徳永　孝枝 0968-73-3134

81 ｹｱｰｻﾎﾟｰﾄ　さくら
熊本市南区御幸笛田7-1-10-
303

宮本　敬也 378-4416 178 国際観光タクシー 菊池市野間口629-2 木下　稔也 0968-25-2161

101 一真 菊池市隈府1298 藤嶋　正文 0968-36-9685 180 水俣タクシー 水俣市大迫1213 横山　泰三 0966-63-1228

102 絆 天草市本町下河内1900 久保　孝雄 0969-23-9270 183 有佐観光タクシー 八代市鏡町下有佐74-2 木下　稔也 0965-52-0176

103 一の宮タクシー 阿蘇市一の宮町宮地3103 岩下　誠二 0967-22-0161 184 荒尾タクシー 荒尾市四ツ山町3-2-11 山代　秀徳 0968-62-1212

104 親和タクシー 八代市千反町2-17-5 一川　賢一 0965-33-1142 185 小国タクシー 阿蘇郡小国町宮原1751-1 長尾　正徳 0967-46-2350

109 野原タクシー 荒尾市菰屋北の前64 永岡　征一郎 0968-68-0300 186 旭交通タクシー 菊池市旭志伊萩308-5 水上　文雄 0968-37-3303

112 第一タクシー 上益城郡山都町浜町252-2 渡辺　大祐 0967-72-0124 187 大阿蘇タクシー 阿蘇市一の宮町宮地1871 井手　尊治 0967-22-0825

115 まるはタクシー 上益城郡山都町下市34-3 浜田　浩二 0967-72-0325 189 西原タクシー 阿蘇郡西原村小森857 田中　三代 279-2038

116 千丁タクシー 八代市千丁町新牟田72 藤本　純子 0965-46-0009 192 玉名タクシー 玉名市大倉深迫1365-4 野上　光枝 0968-73-3181

118 おヽ村タクシー 宇城市松橋町松橋456 大村　浩芳 0964-32-1100 193 大和タクシー 八代市大村町859-7 村上　康治 0965-33-5181

119 田浦タクシー 芦北郡田浦町小田浦1352-3 山崎　誠護 0966-87-0133 194 りんどうタクシー 阿蘇市内牧289-1 坂梨　栄則 0967-32-0531

122 楠元タクシー 下益城郡美里町土喰170-3 上野　三成 0964-47-0175 196 阿蘇観光タクシー 阿蘇郡高森町高森1717-3 甲斐　秀一 09676-2-0029

123 岱洋タクシー 玉名市岱明町鍋403 田中　英雄 0968-57-0531 201 平和タクシー 荒尾市荒尾上西田832-2 西浦　聖二 0968-62-2121

125 大洋タクシー 水俣市桜井町2-1-5 西　洋平 0966-63-2151 202 みつわタクシー 荒尾市大島松原7-2 江頭　正昭 0968-64-3939

126 宇城タクシー 宇土市本町4-25 橋口　亮 0964-22-0711 203 松島タクシー 上天草市松島町合津7910-21 小橋　繁夫 0969-56-1160

129 有明観光タクシー 玉名郡長洲町宮野256-2 吉田　憲一 0968-78-1441 209 小川タクシー 宇城市小川町東小川442-1 上村　富秋 0964-43-1515

130 御船タクシー 上益城郡御船町滝川1007 田中　存 282-0125 211 竜北タクシー 八代郡氷川町鹿島1541-2 永田　悦雄 0965-52-0715

134 鹿本観光 山鹿市鹿本町来民655-1 宮崎　一雄 0968-46-3000 212 たらぎタクシー
球磨郡多良木町多良木
1572-1

多武　悦子 0966-42-2570

136 泗水タクシー 菊池市泗水町豊水3735-2 青木　征輔 0968-38-2320 213 柳タクシー 上天草市大矢野町中11579 岡　正男 0964-57-0007

138 湊タクシー 宇城市三角町波多2895-3 西村　祐一 0964-52-2636 216 藤川タクシー 上天草市大矢野町登立8824 藤川　勝久 0964-56-0107

139 阿蘇エースタクシー 阿蘇市赤水696-51 大宮司　勉 0967-35-0231 219 つばめタクシー 人吉市中青井町306-6 北　昌二郎 0966-22-5117

141 倉岳タクシー 天草市倉岳町棚底1727-1 池田　一男 0969-64-3355 223 芦北観光タクシー 芦北郡芦北町花岡1673-2 吉原　慎一 0966-82-2037

144 ｲﾜﾉﾀｸｼｰｻｰﾋﾞｽ 山鹿市山鹿1067-2 栗原　幸志 0968-44-3307 224 蘇陽観光タクシー 上益城郡山都町今351-4 下田　澄雄 0967-83-1880

145 長洲タクシー 玉名郡長洲町長州1424 中川　浩 0968-78-0101 226 姫戸タクシー 上天草市姫戸町姫浦909-52 中本 総一郎 0969-58-3456

146 キミシマ 水俣市大園町1-3-3 君島　徳昭 0966-63-5158 227 南関タクシー 玉名郡南関町関1291 小出　祐二 0968-53-0044

147 新幸タクシー 玉名郡長洲町清源寺740-1 古賀　信博 0968-78-2224 229 Ｂ-ＬＩＦＥ 人吉市宝来町1279-1 田中　裕二 0966-22-5211

148 竜ケ岳タクシー 上天草市竜ケ岳町高戸1237-8 坂口　武士 0969-62-1100 232 中央タクシー 人吉市駒井田町209-1 辻　正信 0966-22-2234

149 新町交通 山鹿市川端町107 高野　喜代子 0968-44-7600 236 くさむらタクシー 阿蘇郡高森町高森1536-10 佐藤 喜代子 0967-62-0383

150 宮原観光タクシー 八代郡氷川町宮原561-1 木下　稔也 0965-62-2521 237 サプライ 熊本市南区池田2-1-49 林　明敏 325-1844

151 パールタクシー 天草市今釜新町3538 吉盛　義樹 0969-23-2244 239 桝屋マリンタクシー 天草市牛深町新瀬崎55 磯崎 千鶴子 0969-72-2161

156 内牧タクシー 阿蘇市内牧1207-1 竹原　勝則 0967-32-0645 243 栄光タクシー
天草市五和町御領沖ノ畑
6850-20

瀬形　健男 0969-32-0146

157 麻生交通 上益城郡御船町滝川46 麻生　伸一 282-1234 245 大島子タクシー 天草市有明町大島子2923-1 阿比留 弘 0969-52-0010

158 八代タクシー 宇城市松橋町松橋1199-1 潮谷　洋子 0965-32-7151 246 清和タクシー 上益城郡山都町大平289-1 古閑　高年 0967-82-2039

159 中央タクシー 八代市本町2-2-4-2 住永　金司 0965-33-6161 249 中央タクシー 球磨郡錦町一武1543-1 石山　正剛 0966-38-1070

160 高野タクシー 山鹿市山鹿92-3 高野　誠二 0968-43-2148 254 キングタクシー 熊本市中央区本荘4-1-5 山口　一洋 371-0114

161 昭和タクシー 八代市塩屋町2-26 長谷川 良毅 0965-35-4181 257 苓北タクシー 天草郡苓北町志岐32-2 若松　祐子 0969-35-0075

163 三角タクシー 宇城市三角町三角浦1263-3 森　功 0964-52-3650 260 大門港タクシー 天草市亀場町146-1 阿比留 弘 0969-22-3617

164 観光タクシー 八代市建馬町2-12 木下　稔也 0965-33-1157 263 八光会 熊本市東区小山2-17-10 田中　光 389-8330

165 丸善タクシー 阿蘇郡小国町宮原1722-3 北里 信一郎 0967-46-3223 264
個人タクシー
事業協力会

上益城郡益城町辻の城106-3 橋本　幸美 276-8822

168 松橋タクシー 宇城市松橋町松橋1199-1 潮谷　洋子 0964-32-1160 280 オリーブ企画 上益城郡益城町辻の城100-4 坂本　敏郎 286-1274

169 天草タクシー 天草市中央新町4-1 松田　和訓 0969-22-2171

170 おがたタクシー 宇城市松橋町松橋510 平野　格子 0964-32-1023

171 第一交通産業 山鹿市山鹿268-4 永友　憲一 0968-46-3161

　取　　　扱　　　事　　　業　　　者　　名　　簿

熊本市タクシー商事株式会社


