事業者一覧表（英語）
会社名

1

2

3

4

対応

06-6612-1911(TEL)

朝日自動車株式会社

ENGLISH Taxi（全大阪個人）

梅田交通第三株式会社

ＳＳＫ交通株式会社

mori@asahi-jd.jp(E-mail)

8時~21時
英語対応可能

大阪合同交通株式会社

大阪神鉄豊中タクシー株式会社

大阪第一交通株式会社

ビザ・マスター

jet-shimamura@nifty.com(E-mail)

アメリカンエキスプレス

島村

ダイナース

ビザ・マスター

hokko.3@umeda-kotsu.gr.jp(E-mail)

アメリカンエキスプレス

（対応は出勤状況による）

田畑

ダイナース

全日24時間対応可能

英語対応可能スタッフ１名

7時~26時

英語対応可能スタッフ１名
（対応は出勤状況による）

06-6336-8009(TEL)
神庭

実

ビザ
マスター
ダイナース

06-6357-1414(TEL)
柏原

丸田

幸雄

072-438-6666(TEL)
日高

ー

尚

06-6852-0118(TEL)

清則

ジャンボタクシー有り

ダイナース

06-6790-3809(TEL)

全日24時間対応可能
7

アメリカンエキスプレス

090-8756-4215 (TEL)
政明

その他

ビザ・マスター

英語対応可能スタッフ１名

（対応は出勤状況による）

6

クレジットカード

木曜日~日曜日(8時~18時)

水~日(18時~4時)
5

連絡先・担当責任者名

ビザ・マスター
アメリカンエキスプレス
ダイナース

ビザ・マスター
アメリカンエキスプレス

関空近くに営業所有り

ダイナース

06-6844-1216(TEL)
8

関西空港リムジン株式会社

全日24時間対応可能

eigyou@k-limousine.jp(E-mail)
阿部

9

幸福交通株式会社

全日24時間対応可能

全日24時間対応可能
10 株式会社国際興業大阪

11 榮交通株式会社

13 商都交通株式会社

勝紀

ビザ
マスター
ダイナース

06-6322-5252(TEL)

ビザ・マスター

英語対応可能スタッフ１名

t-tsuji@kkg-osaka.jp(E-mail)

アメリカンエキスプレス

（対応は出勤状況による）

逵

ダイナース

辰哉

24時間対応可能

06-6962-4641(TEL)

(日曜･祝日以外)

尾形

全日24時間対応可能
12 さくらタクシーグループ

06-6393-5201(TEL)
上田

ー

洋

龍伸

黒色ジャンボタクシー(ドライバー含む9人乗り)×4台
ジャンボータクシー合計10台所有

ビザ
マスター
ダイナース

06-6452-0055(TEL)

ビザ・マスター

ハイヤー車両にレクサス、アルファード、クラウンをご用意

info@sakurataxi.co.jp(E-mail)

アメリカンエキスプレス

可能で、9人乗れるハイエース ジャンボタクシーは10台保有

（対応は出勤状況による）

濱田

ダイナース

しております。

全日24時間対応可能

晃

06-6763-7676(TEL)
山西

俊則

ビザ・マスター
アメリカンエキスプレス
ダイナース

ビザ・マスター
06-6302-7975(TEL)

アメリカンエキスプレス
ダイナース

8時~20時
英語対応可能スタッフあり
（対応は出勤状況による）

16 ダイヤ交通株式会社

白色ジャンボタクシー(ドライバー含む10人乗り)×1台

英語対応可能スタッフあり

14 小豆島タクシー株式会社

15 相互タクシー株式会社

黒色ジャンボタクシー(ドライバー含む10人乗り)×5台

全日24時間対応可能

06-6708-5489(TEL)
花谷

ビザ
マスター
アメリカンエキスプレス

06-6932-8751(TEL)

ビザ

t.shimada@abelia.ocn.ne.jp(E-mail)

アメリカンエキスプレス

嶋田

ダイナース

剛

17 達磨交通株式会社

18 大丸タクシー株式会社

19 東京・日本交通株式会社

20 ナショナルタクシー株式会社

月～土(7時～18時)

全日24時間対応可能

月~金(9時~17時)

全日24時間対応可能

全日24時間対応可能
21 NARDO JAPAN株式会社

22 錦タクシー株式会社

06-6909-0086(TEL)
服部

達也

ビザ
アメリカンエキスプレス
ダイナース

0120-811-318(TEL)

ビザ

info@daimaru-taxi.co.jp(E-mail)

ダイナース

06-6649-3171(TEL)
笠原

稔顕

06-6934-3006(TEL)
石原

五男

ビザ・マスター
アメリカンエキスプレス
ダイナース

ビザ
アメリカンエキスプレス
ダイナース

072-245-1007(TEL)

ビザ・マスター

英語対応可能スタッフ２名

seven@friend.ocn.ne.jp(E-mail)

アメリカンエキスプレス

（対応は出勤状況による）

河崎

ダイナース

月~金(9時~16時)

重樹

06-6772-2621(TEL)
eiji@kyj.biglobe.ne.jp(E-mail)

ビザ
マスター
ダイナース

ビザ・マスター
23 日進交通株式会社

7時~15時

06-6791-7422(TEL)

アメリカンエクスプレス
ダイナース
ユニオンペイ（銀聯）
ジャンボタクシー お客様9名乗車 5台

全日24時間対応可能
24 日本タクシー株式会社

06-6928-5151(TEL)

ビザ

アルファード お客様6名乗車 1台

英語対応可能スタッフ１名

musen@nippontaxi-grp.co.jp

マスター

上記6台のご用意をしております。また、ハイヤー車両とし

（対応は出勤状況による）

高市

ダイナース

てセンチュリー、 レクサス、クラウン等のご用命を賜る事が

宜嗣

可能です。
06-6532-1131(TEL)
25 日本交通株式会社

全日24時間対応可能

taxi.order@nihonkotsu.co.jp(E-mail)
太田

26 日本交通株式会社大阪

全日24時間対応可能

全日24時間対応可能
27 堀江タクシー株式会社

06-6573-2001(TEL)
松尾

正生

06-6531-8829(TEL)

英語対応可能スタッフあり

horie-taxi@zeus.eonet.ne.jp(E-mail)

（対応は出勤状況による）

端

誉理子

06-6393-7531(TEL)

28 毎日交通株式会社

小林

克久

06-6651-0381(TEL)
29 南大阪第一交通株式会社

7時~18時

kumagai2@373osaka-chidoritaxi.co.jp(E-mail)
熊谷

仁

全日24時間対応可能
30 南タクシー株式会社

英語対応可能スタッフ１名

itakano_e@milight-taxi.co.jp(E-mail)
森

全日24時間対応可能
32 ロイヤル第一交通株式会社

英語対応可能スタッフ２名
（対応は出勤状況による）

マスター

和之

072-273-8181(TEL)
日高

清則

ジャンボタクシー有り

アメリカンエキスプレス

ビザ・マスター
アメリカンエクスプレス
ダイナース

ジャンボタクシー有り

ユニオンペイ（銀聯）

ビザ・マスター
アメリカンエキスプレス
ダイナース

ジャンボタクシー有り
関協無線を通じたアプリ配車あり

ビザ
マスター
アメリカンエキスプレス

アメリカンエキスプレス
ダイナース

06-6827-0036(TEL)
全日24時間対応可能

ビザ

ビザ・マスター
06-6357-1212(TEL)

（対応は出勤状況による）

31 株式会社未来都

ー

勝康

ジャンボタクシー(ドライバー含む10人乗り)×1台
関空までの定額運賃有り

ビザ・マスター
アメリカンエクスプレス
ダイナース
ユニオンペイ（銀聯）

ビザ・マスター
アメリカンエキスプレス
ダイナース

堺市に営業所有り

