
大阪市消防局 介護タクシー じゅげむ 大阪市北区南森町1-4-28 06-6363-0959

大阪市消防局 みのりケアサービス 大阪市此花区春日出北1-1-22 06-6147-2737

大阪市消防局
有限会社 関介護サービスセンター
関福祉タクシー

大阪市西淀川区野里1-1-16 06-6477-3294

大阪市消防局 新大阪タクシー株式会社 大阪市東淀川区西淡路1-12-5 06-6323-1121

大阪市消防局
有限会社
関西ユアライフサポート

大阪市東淀川区大桐4-5-48 06-6370-9703

大阪市消防局 Viva介護タクシー 大阪市東淀川区下新庄5-13-17 090-1248-1155

大阪市消防局 ナチュラライフ 介護タクシー 大阪市東成区大今里1-26-27 090-1590-0010

大阪市消防局
日常生活支援型介護タクシー
ウィルエイド

大阪市生野区桃谷3-20-10 06-6715-3228

大阪市消防局 関西ＭＥＤＩＣＡＬ民間救急 大阪市旭区大宮4-20-4 06-6954-8199

大阪市消防局 西日本ＰＡＭ(株) 大阪市旭区太子橋2-9-32 06-6991-8991

大阪市消防局 福祉・介護タクシー 青とんぼ 大阪市城東区今福西6-2-1-525 080-3837-2192

大阪市消防局 いこい介護タクシー 大阪市鶴見区横堤5-5-36 06-6926-9132

大阪市消防局
アベノケアステーション
株式会社

大阪市阿倍野区播磨町1-3-16 06-6628-3837

大阪市消防局 朝日自動車株式会社 大阪市住之江区南港東3-1-27 06-6612-1911

大阪市消防局 前川介護タクシー 大阪市住吉区苅田9-8-13-105 06-7850-1422

大阪市消防局 RAISE CARE TAXI 大阪市住吉区我孫子1-2-18-103 080-1517-4400

大阪市消防局 有限会社 中井介護支援事務所 大阪市東住吉区西今川4-30-18 06-6799-3070

大阪市消防局 介護タクシー 中大阪 大阪市平野区長吉六反4-9-55 090-8887-4534

大阪市消防局 あおい介護タクシー合同会社 大阪市西成区玉出西2-10-22 06-6651-0152

大阪市消防局 介護タクシー わかば 大阪市西成区南津守3-3-11 090-3169-3903

堺市消防局 株式会社リライアブル 堺市美原区真福寺150-23 0120-827-014

堺市消防局 にわだにケアタクシー 堺市南区畑170 072-296-7775

堺市消防局 介護タクシーゆうゆう倶楽部 高石市羽衣5-12-36 0120-984-294

堺市消防局 なのはなケアタクシー 堺市南区高倉台2-14-16 072-291-0932

堺市消防局 クララ介護タクシー 堺市北区百舌鳥本町3-391-1 090-1137-1515

堺市消防局 介護タクシーベンリ 堺市南区美木多上2109 090-3848-0409

堺市消防局 介護タクシー福和 堺市美原区小平尾666 090-5154-0353

電話番号
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電話番号消防本部名 認定事業所名 所在地

堺市消防局 フジ介護タクシー 堺市東区日置荘西町5-16-3 072-287-2097 

堺市消防局 マツヤ福祉タクシー 堺市東区西野181-15 072-234-9362

堺市消防局 介護タクシーカインド 堺市北区金岡町1100-93 072-253-3268

堺市消防局 介護タクシー優雅 堺市堺区海山町1-7-2-914 080-4564-3227

堺市消防局 介護タクシーほりやん 堺市堺区東雲西町2-3-11 090-8527-5256

堺市消防局 介護タクシーきずな 大阪狭山市池尻中1-29-36 072-205-3500

堺市消防局 介護タクシーピアノ 堺市中区楢葉170-34 072-321-5179

豊中市消防局 あさがおケアサービス株式会社 豊中市上野西3-15-24 06-6848-0066

豊中市消防局 株式会社ケア・フリージア 豊中市上野東2-4-73 0120-059-635

豊中市消防局 株式会社ざこや 豊中市豊南町東3-5-19 06-6332-5839

豊中市消防局 和らぎ株式会社 豊中市服部西町2-4-18 06-6866-0625

豊中市消防局 介護タクシーたにやす 豊中市春日町5-7-1-509 06-6849-4654

豊中市消防局 さくら創建株式会社 豊中市東豊中町3-25-15 0120-003-441

吹田市消防本部 ぱらけあライフサービス 合同会社 吹田市岸部北４丁目６番５－１号 06-6319-8501

吹田市消防本部 介護搬送 響 吹田市垂水町３丁目２４番１４号３１６号 090-8932-4165

吹田市消防本部 あいす介護タクシー 吹田市樫切山２１番Ｄ－１２１５号 0800-777-6160

高槻市消防本部 合同会社 おさんぽ 高槻市奈佐原四丁目１６番１１号 072－695-8223

高槻市消防本部 ＴＴケアタクシー 高槻市奈佐原二丁目５番１号 070-4427ー3423

高槻市消防本部 合同会社 テラ 高槻市萩谷月見台５番２４号 080-5345－3517

茨木市消防本部 介護福祉タクシー さくら 茨木市南春日丘一丁目1-4 072－625-7377

茨木市消防本部 すずらん 介護タクシー 茨木市高田町6-21 090-3051-5163

茨木市消防本部 イング 福祉タクシー 茨木市舟木町8-4-304 080-3836-6400

茨木市消防本部 アスモ 介護サービス南茨木 茨木市天王二丁目3-20
0120-662-515
03-3349-1076

八尾市消防本部 介護タクシー・アド 八尾市竹渕1-222-5 090-1070-2050

八尾市消防本部 オール阪神ライフサポート 八尾市安中町3-3-29 072-951-2940

八尾市消防本部 誠介護タクシー 八尾市高美町1-2-2 090-9878-3500

八尾市消防本部 あいり福祉タクシー 八尾市太田6-299-5 090-3969-4506

富田林市消防本部 アイ介護タクシー 富田林市藤沢台一丁目２番９号 0721－28－2943

富田林市消防本部 坊ちゃん介護タクシー
南河内郡千早赤阪村大字小吹
６８番地の３３９

0721－72－7333

富田林市消防本部 ひだまり介護タクシー
南河内郡河南町大宝
三丁目１番１号

0721－93－5067



電話番号消防本部名 認定事業所名 所在地

河内長野市消防本部 優ふれ愛介護サービス
河内長野市美加の台六丁目
７番１号

090-3866-0793

河内長野市消防本部
介護福祉タクシーほっぷ・すてっ
ぷ

河内長野市南花台一丁目
２８番１１号

0721-21-6444

松原市消防本部 ケアタクシー ふじた 松原市天美我堂2-470-5 072-331-7655

松原市消防本部 まいど福祉タクシー 松原市阿保1-16-15 090-9988-1110

松原市消防本部 こもれび 松原市岡3-4-40 080-2522-3142

和泉市消防本部 池内介護タクシー 和泉市仏並町３２０ 090-6238-2220

和泉市消防本部 介護タクシー 馬子の手 和泉市福瀬町２５３－３ 090-3659-6242

箕面市消防本部 アポロ介護タクシー 箕面市小野原東２－５－７ 072-7001-000

箕面市消防本部 ケアタクシーみもざ 箕面市稲1-3-5-208 072-734-6230

箕面市消防本部 介護タクシーひかり 箕面市如意谷3-8-14-202 072-7379-911

摂津市消防本部 介護タクシー wakka 摂津市鳥飼本町4－9－21 080-9163-1282

摂津市消防本部 恵み 介護タクシーケア 摂津市鳥飼和道2－7－12 072-653-8111

摂津市消防本部 株式会社ほほえみ 摂津市鳥飼下3－44－15 072-654-7808

東大阪市消防局
株式会社コーナーファクト
リー関西民間救急

東大阪市若江南町３－１－２５ 0120-939-990

東大阪市消防局 ヤマトケアサポート 東大阪市瓜生堂２－８－１９ 090-1957-2568

東大阪市消防局 あしすと介護タクシー 東大阪市大蓮北１－１－６ 090-3164-6816

守口市門真市消防組合 株式会社 れいわ 門真市上野口町11番４号 072-883-1522

枚方寝屋川消防組合 介護タクシー うっちー 枚方市星丘4-5-8-304 072-848-1480

枚方寝屋川消防組合 てるてる介護タクシー 枚方市津田東町38-1 072-859-5100

枚方寝屋川消防組合 福祉虹色タクシー 枚方市招提元町2-5-11 072-857-0041

枚方寝屋川消防組合 株式会社ほほえみ 寝屋川市木屋元町1-9 072-831-6786

枚方寝屋川消防組合 大阪患者等搬送サービス パーム 寝屋川市美井元町2-12 070-3544-8060

柏原羽曳野藤井寺消防組合 おでかけかいご（同）三喜 藤井寺市梅が園町20番6号 072-931-0106

柏原羽曳野藤井寺消防組合 合同会社 まごころケアサービス 羽曳野市島泉2丁目8番29号 072-954-4188

柏原羽曳野藤井寺消防組合 株式会社 介護の和
柏原市大正1丁目3番33号
rasisa.r3

072-971-5300

泉州南広域消防本部 はんなん福祉タクシー 大阪府阪南市自然田1421－15 0120-888-951

泉州南広域消防本部 株式会社ウィズ 大阪府泉佐野市南中安松1687-3 072-465-0567

泉州南広域消防本部 泉州民間救急 大阪府泉佐野市葵町3-1-46 0120-397-119

泉州南広域消防本部 株式会社芝山タクシー大阪 大阪府泉佐野市日根野743 072-479-9999

 


