新型コロナワクチン接種 移動支援事業 協力事業者名簿
2021年5月28日現在
No.

法人名

事業所名

電話番号

所在地

1 アイ介護タクシー

アイ介護タクシー

971-7779

福山市加茂町上加茂５５９番地１

2 有限会社愛の手

居宅介護事業所 愛の手

920-9127

福山市東深津町四丁目１４番１６号

3 有限会社アバントメイト福山

あいめいと介護タクシー

983-0070

福山市多治米町三丁目２９番１号

4 株式会社山陽ライフケアサービス

あかりヘルパーステーション

973-1761

福山市東深津町一丁目１１番１９号 サンビラ青木１０３

5 個人タクシー秋山稔

個人タクシー秋山稔

923-7128

福山市東深津町七丁目１４番７号

6 アサヒタクシー株式会社

アサヒタクシー

981-3558

福山市新涯町二丁目２０番１１号

7 アシナトランジット株式会社

アシナトランジット

923-3311

福山市東深津町三丁目１番２８号

8 株式会社あぶと観光バスロマンタクシ― あぶと観光バスロマンタクシ―

981-2234

福山市沼隈町大字能登原１４３６番地１２

9 株式会社アリスジャパン

アリス介護タクシー福山

922-6114

福山市王子町二丁目１１番６号

10 福祉タクシーあんず

福祉タクシーあんず

982-8056

福山市多治米町四丁目１１番１０－１－１０１号

11 イエロータクシー

イエロータクシー

960-3715

福山市神辺町字道上１１６９番地１

12 イエロータクシー新市

イエロータクシー新市

0847-51-2722 福山市新市町大字宮内２３６番地

13 内海タクシー株式会社

内海タクシー

986-2114

福山市内海町ロ２５５９番地

14 特定非営利活動法人えーる

えーる

973-1344

福山市野上町一丁目９番２６号

15 おでかけ介護タクシー大門

おでかけ介護タクシー大門

090-4406-1122 福山市大門町七丁目５番６号

16 株式会社ＢＪＣＳ

おでかけ福祉タクシーれもん

955-1255

17 きらめき福祉タクシー

きらめき福祉タクシー

0847-51-3914 福山市新市町大字新市４５１番地１

18 グリーンタクシー株式会社

グリーンタクシー

923-1580

19 株式会社誠興社

ケアサポートセンターのぞみ

0847-44-0005 府中市鵜飼町５３２番地３

福山市御幸町大字上岩成９０７番地１
福山市南手城町二丁目27番7号
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20 ケアタクシーおむかい株式会社

ケアタクシーおむかい

941-2719

福山市引野町一丁目２４番４０号

21 幸永交通株式会社

幸永交通

924-1122

福山市沖野上町五丁目２７番５号

22 株式会社里庄タクシー

里庄タクシー

925-9421

福山市本庄町中三丁目１１番３号

23 株式会社三愛ケータリング・サプライ

三愛ライフサービス

926-4181

福山市三吉町四丁目１２番２９号

24 有限会社Ｋ．ヌマクマ

さんな介護サービス

988-1518

福山市沼隈町大字上山南３８３番地１

25 サンローズ介護サービス有限会社

サンローズ介護サービス有限会社

981-3632

福山市多治米町五丁目１０番１０号

26 社会医療法人祥和会

祥和会介護タクシー

979-3527

福山市沖野上町三丁目６番２８号

27 株式会社白ゆり

白樺

960-3458

福山市神辺町大字川北９７６番地３

28 有限会社くぼ

朱雀訪問介護事業所

947-2761

福山市青葉台一丁目３番１０号

29 合資会社全国介護タクシー協会福山支部 合資会社全国介護タクシー協会福山支部 926-2367

福山市野上町二丁目１９番１０号

30 大福タクシー有限会社

大福タクシー

953-6265

福山市新涯町二丁目２４番７号

31 大平交通株式会社

大平交通

0848-44-1600 尾道市高須町３０５７番地

32 田島タクシー有限会社福山営業所

田島タクシー

957-1166

福山市東川口町四丁目１番１９号

33 有限会社谷本タクシー

谷本タクシー

972-3115

福山市加茂町字中野２４７番地１

34 千年タクシー株式会社

千年タクシー

987-1222

福山市沼隈町大字草深１８０５番地３

35 中央交通有限会社

中央交通

934-4181

福山市本郷町２９５０番地１

36 中国タクシー株式会社

中国タクシー

949-3377

福山市御幸町上岩成９３３番地１

37 手城交通

手城交通

932-1596

福山市南手城町一丁目１１番５号

38 東部個人タクシー協同組合

東部個人タクシー協同組合

951-7511

福山市明王台四丁目３番２１号

39 東和交通株式会社

東和交通

941-6213

福山市引野町南二丁目１番２号
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40 ニコニコ観光株式会社

ニコニコタクシー

923-6522

福山市南本庄三丁目５番２４号

41 特定非営利活動法人福山キリスト教奉仕会

訪問介護事業所 野の花

921-8057

福山市胡町１番１３号

42 有限会社はと丸交通

はと丸交通

934-4141

福山市南松永町三丁目９番４７号

43 合同会社長谷川

ＨｏｍｅＣａｒｅ 咲来

0847-41-7667 府中市府中町２１６番地３

44 備三タクシー株式会社

備三タクシー

0848-37-2800 尾道市山波町３１０１番地９

45 日の丸タクシー株式会社

日の丸タクシー

965-1166

福山市御幸町中津原１７０８番地１

46 備後交通有限会社

備後交通

952-0046

福山市南本庄四丁目７番２２号

47 備後個人タクシー協会

備後個人タクシー協会

926-4346

福山市西深津町四丁目１１番１２号

48 有限会社フーズセレクション

フーズ訪問介護事業所

945-6630

福山市南蔵王町六丁目２６番２６号

49 福山交通株式会社

福山交通

924-1111

福山市沖野上町五丁目２７番５号

50 福山個人タクシー協同組合

福山個人タクシー協同組合

953-2372

福山市川口町三丁目１２番２５号

51 岡山交通株式会社

福山両備タクシーカンパニー

953-5555

福山市曙町四丁目１９番３号

52 有限会社ふれあい介護サービス

ふれあい介護サービス訪問介護事業所 920-5311

福山市水呑町９２２番地２

53 株式会社オフィスｆｌｏｗ

ヘルパーステーション木まま

959-2515

福山市明神町二丁目６番３４号

54 株式会社こころ

ヘルパーステーションこころ

948-6470

福山市伊勢丘三丁目１３番１２号

55 有限会社さとう介護

ヘルパーステーションさとう

981-1865

福山市曙町五丁目１１番４０号

56 株式会社ふらわぁ

ヘルパーステーションふらわぁ

956-3233

福山市水呑町６１番地１９

57 ほしぞら株式会社

訪問介護ステーションほしぞら

080-4263-5204 福山市駅家町大字近田６２０番地１

59 有限会社マイウェイ

介護タクシー優

090-1334-3350 尾道市高須町２７４０番地

60 福田電工株式会社

まごころ介護サービス

945-2171

福山市春日町一丁目５番５８号
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61 介護タクシーまつかぜ

介護タクシーまつかぜ

924-7062

福山市木之庄町一丁目２番１号

62 松永タクシー株式会社

松永タクシー

934-3500

福山市松永町３４２番地７

63 社会医療法人社団沼南会

まり訪問介護ステーション

988-1600

福山市沼隈町大字中山南１３８７番地

64 株式会社山高タクシー

山高タクシー

924-2226

福山市松浜町一丁目５番２７号

65 陽気株式会社

訪問介護ようき

962-2487

福山市神辺町道上１３３０番地１

66 福祉タクシーらくらく

福祉タクシーらくらく

090-9413-0165 福山市沼隈町大字常石甲２０８５番地

67 リーベル株式会社

リーベル

955-7388

福山市御幸町大字中津原１６０２番地１０

68 ローズタクシー有限会社

ローズタクシー

948-6210

福山市春日町七丁目２７番１号

69 ロマンタクシー

ロマンタクシー

953－4666

福山市新涯町二丁目１４番１９号

70 株式会社ワンホット

ワンホット

924-9730

福山市野上町一丁目４番１０－４０１号

71 株式会社ハートフルライフ

こころ訪問介護ステーション

979-9447

福山市神辺町十九軒屋２８４－１ ネオトリムＢ１０２号

72

学区や地域で運行している乗合タクシー
（中条学区，竹尋学区，服部，弥生ケ丘，宜山学区，有磨学区，福相学区，緑陽町）

