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八尾市 新型コロナワクチン接種移動支援事業 タクシー1,000円補助券
ご利用の際の注意点

※�新型コロナワクチン接種以外を目的とした利用はできません。

※�本券は新型コロナワクチン接種を実施している医療機関や、八尾市が実施する集団
接種会場への往来に限り使用できます。

※�1,000円を超過した場合、差額はご自身のご負担となります。

※�1,000円未満の場合、差額はお渡しできません。

※�介護タクシーを利用される場合、乗り降りにかかる費用は八尾市が負担します。乗り
降り以外の介助が必要な場合は、介護保険サービス（障がい福祉サービス）をご利用
いただくことになりますので、担当のケアマネジャーなどにご相談ください。

※�タクシーのご予約は、ご希望の事業者にご連絡ください。（予約できない事業者も
あります）

※�介護タクシーは予約が必要です。数に限りがありますので、ご利用の方は早めに
ご予約ください。

※�本事業に登録のあるタクシー事業者でのみご利用いただけます。（中面参照）

※�1回利用につき1枚利用可能です。

※�対象者が1台に複数人乗車された場合でも、1枚のみの利用となります。

※�本券に氏名の記載されたご本人と、介助者以外はご利用できません。

※�本券をお忘れになった場合は利用できません。

※�本券の複製・譲渡・売買は禁止です。また紛失などされましても再発行はいたしません。

※�本券は現金との換金はできません。

※�超過分のお支払いは現金のみです。クレジットカード・アプリ決済は使用できません。

※�重度障がい者タクシー利用券との併用はできません。

※�本券を利用されない場合、返送は不要ですので破棄してください。

※�<有効期限＞：令和 4年 3月31日となりますが、市内各施設での接種が終わり次第
終了いたします。

登録事業者タクシー貼付マグネットシート・ステッカー

※このマークが目印です

最新の登録事業者一覧は下記よりご確認ください

https://www.city.yao.osaka.jp/0000056829.html
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《 一般タクシー事業者一覧 》
事業者名 所在地① 所在地② 連絡先 予約

ワンコイン八尾（株） 八尾市 垣内 072-943-8402

龍華交通（株） 八尾市 陽光園 072-923-5089 可

（一般社団法人）全大阪個人タクシ―協会 大阪市 天王寺区 06-6772-6601
0120-76-8800 可

枚岡交通（株） 東大阪市 古箕輪 072-962-0012

珊瑚タクシー（株） 東大阪市 東鴻池町 072-920-7453

梅田タクシー（株） 東大阪市 菱江 072-964-2540 可

近鉄タクシー（株） 東大阪市 宝持 0570-06-9001 可

東大阪オーケー（株） 東大阪市 若江東町 06-6724-8100 可

（株）エムティー 大阪市 生野区 06-6731-1356

ヤマト交通（株） 大阪市 生野区 06-6719-4633

南タクシー（株） 大阪市 生野区 06-6712-1331

梅田自動車交通（株） 大阪市 生野区 06-6793-8180 可

青空交通（株） 大阪市 生野区 06-6793-8180 可

ヤマトタクシー（株） 大阪市 生野区 06-6792-5144

狩野観光（株） 大阪市 住之江区 06-7163-2688

駒姫タクシー（株） 大阪市 住之江区 06-6685-8451

國際タクシー（株） 大阪市 住之江区 06-6569-9330

クラウンタクシー（株） 大阪市 東住吉区 06-6702-2061

日進交通（株） 大阪市 平野区 06-6791-7422

北港タクシー第三（株） 大阪市 平野区 06-6707-5404 可

平野交通（株） 大阪市 平野区 06-6760-5980 可

梅田交通第三（株） 大阪市 平野区 06-6790-3809 可

都島自動車（株） 大阪市 都島区 06-6921-2272 可

ワンコイン南花田（株） 堺市 北区 072-251-5573

新金岡交通（株） 堺市 北区 072-251-5525

（株）花菱タクシー 堺市 北区 072-257-8724

イーグルタクシー（有） 堺市 東区 072-287-6777

珊瑚交通（株） 門真市 沖町 072-881-5435

未来都ハイタク事業協同組合 守口市 八雲東町 06-6906-0088

SSK交通（株）豊中営業所 豊中市 利倉東 06-6210-6453

《 介護タクシー事業者一覧 》※予約が必要です
事業者名 所在地① 所在地② 連絡先

介護タクシー アリス 八尾市 刑部 080-3867-0723
介護タクシー かすが 八尾市 春日町 072-923-3723
介護タクシー 走太 八尾市 上之島南 080-1452-9747

（有）ほほえみ 八尾市 萱振町 072-923-1110
（株）在宅介護トラスト 八尾市 木の本 072-983-6401
あーす福祉介護タクシー 八尾市 久宝園 070-8416-2424
ＴＭ介護サービス 八尾市 教興寺 072-975-6850
しろばと介護タクシー 八尾市 桜ヶ丘 070-6549-4681
ケアステーション すずらん 八尾市 渋川町 072-991-7616
ライフケア八尾 八尾市 高美町 072-994-1733
合同会社 介護タクシー・アド 八尾市 竹渕 090-1070-2050
介護タクシー グロー 八尾市 堤町 090-6329-0571
すぐり介護タクシー 八尾市 堤町 072-923-0170
ライフサポートいこま 八尾市 福万寺町 072-997-7141
あさがお介護タクシー 八尾市 本町 072-968-7557
介護タクシー ワンセルフ 八尾市 緑ヶ丘 072-920-7076
あしすと介護タクシー 東大阪市 大蓮北 090-3164-6816
ヒロ介護タクシー 東大阪市 大蓮南 06-6728-5329
介護タクシー 恵 東大阪市 衣摺 090-1240-2583
介護タクシー SUNNY 東大阪市 西岩田 070-8446-8070
きゅあら介護タクシー 東大阪市 本庄 090-2100-3907
東大阪わくわく介護タクシー 東大阪市 横小路町 072-987-5277
介護タクシー リーフ 東大阪市 若江北町 06-7508-8372
ゆうか介護サービス 大阪市 住吉区 06-4700-4188
介護タクシー ミント 大阪市 東住吉区 080-7888-1578
あいち介護タクシー 大阪市 東住吉区 06-6657-6217
介護タクシー 27 大阪市 平野区 0800-888-3919
パオ・ケアタクシー 大阪市 平野区 090-1671-1086
サンサン介護Taxi 大阪市 平野区 090-1149-8207
すずらん介護タクシー 大阪市 平野区 090-3721-1982
ファーストタクシー上野 大阪市 平野区 090-8572-8314
介護タクシー 中大阪 大阪市 平野区 090-8887-4534
ラッキー介護タクシー 大阪市 平野区 090-3164-0591

（株）小山 柏原市 法善寺 072-920-7162
翔0022 富田林市 金剛伏山台 090-2359-0022


