練馬区リフト付福祉タクシー契約事業者一覧
※保有車両

令和２年４月現在

・兼→ストレッチャー車いす兼用車 ・ス→ストレッチャー専用車 ・普→車いす専用普通自動車 ・軽→車いす専用軽自動車

電動車いす対応車両保有事業者は、名称のところに★がついています。
車両の空き状況や交通事情等によっては、対応できないこともあります。詳しくは事業者に確認してください。
加算料金やキャンセル料金については、事業者に確認してください。

(所在地 練馬区内）
小沢介護タクシー★
☎090‐4019‐6998
fax03‐3999‐1324
ケア・タクシーRYO

☎080‐8427‐7601
fax03‐5848‐4926

（所在地）（保有車両）
（加算料金・キャンセル料金）
基本介助料 1,000円加算 標準型車いす加算料金なし
中村
兼１台 リクライニング車いす使用料2,000円加算 ストレッチャー使用料4,000円加算
キャンセル料金：なし
基本介助料1,000円 リクライニング車いす使用料2,000円
ストレッチャー使用料4,000円 ※状況により別途移動介助等の料金がかかる場合が
中村
兼１台
あります。(室内・階段等) 予約時(9:00〜21:00)にご相談ください。
キャンセル料金：なし

サポート・ワン練馬★
☎090-5204-8034

中村北

スマイルケアタクシー★
☎03-3994-3133
fax03-6677-4511

桜台

介護タクシー田中★

☎090-9817-7844
fax03-3993-8086

桜台

あい介護タクシー★
☎080-5640-7700
fax03-6323-7700

練馬

井上ケアタクシー★
☎03-3825-1321
fax03-3825-1375

貫井

普１台

車いす加算料金なし ストレッチャー使用料2,600円加算
兼１台 リクライニング車いす使用料1,800円加算 あいケアグループ 0120-996-413
キャンセル料金：当日キャンセル1,150円
車いす介助料1,000円加算+リクライニング使用料と介助料で3,000円加算 ストレッ
チャー使用料と介助料で3,800円加算
兼１台
階段介助 2階まで 1,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
標準型車いす加算料金なし リクライニング車いす使用料2,000円加算
兼１台 階段介助 2階まで 2,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：予約3時間前から750円
兼７台 車いす加算料金なし ストレッチャー使用料2,000円加算
軽１台 キャンセル料金：なし

介護タクシーラベンダー★

☎080-4208-0569
fax03-3970-7715

貫井

兼２台

富士見台

兼１台
普１台

南田中

兼２台

南田中

兼２台

南田中

兼１台

高野台

兼１台

ドーモケアタクシー★
☎070-6451-2331
fax03-3990-1338

うちだケアタクシー★
☎03-3997-0022
fax03-3997-0022

そよ風タクシー
☎0120-111-993
fax03-5923-6357

ひかり介護タクシー★
☎080-7326-0830
fax03-6767-1598
介護タクシーまゆ★

☎03-6231-1899
fax03-3338-0252
（合）ケアサポートあおぞら★

☎080-4120-0042
fax03-6310-0961

石神井町 兼３台

介護タクシーアシスト

☎090-4077-3836
fax03-3904-4361

石神井台 普２台

たまみずき★
☎03-5923-9186
fax03-5923-9194

石神井台

介助料1,000円、車いす貸出500円、リクライニング貸出2,000円
キャンセル料金：当日キャンセル1,000円

兼１台
軽１台

標準型車いす加算料金なし リクライニング車いす使用料2,000円加算 ストレッ
チャー(低床)使用料2,800円加算
基本介助（乗降料）1,000円、室内（院内）介助
料1,000円〜、階段介助料1,000円〜
キャンセル料金：なし
基本介助料 1回30分1,000円 室内介助1回30分1,000円 階段介助2階まで2,000円
(3階以上1階上ごと1,000円加算) ストレッチャー使用料4,000円 車いす貸出料500円
加算 リクライニング車いす貸出料2,000円加算
キャンセル料金：予約３時間前から７５０円
車いす加算料金なし 基本介助料1,000円加算
リクライニング車いす使用料2,000円加算 ストレッチャー使用料3,000円加算
室内介助料1,000円加算
キャンセル料金：なし
基本介助料1,000円加算 車いす使用料500円加算
リクライニング車いす使用料2,000円加算 ストレッチャー使用料4,000円加算
※状況により別途移動介助等の料金がかかることがあります。
キャンセル料金：なし
標準型車いす加算料金なし リクライニング車いす使用料2,000円加算
ストレッチャー使用料4,000円加算 階段介助2,000円（３階以上1階ごと1,000円加算）
※状況により別途移動介助等の料金がかかることがあります。
キャンセル料金：なし
車いす貸出500円 ストレッチャー使用料3,800円加算 リクライニング車いす使用料
2,800円加算 室内介助1,000円加算（ベッド→車いす等） 階段介助 2階4,000円加
算・3階8,000円加算 軽介助500円 ※状況により別途加算の場合あり。
キャンセル料金：当日キャンセル1,150円
基本介助料 1,000円 リクライニング代2,000円 ストレッチャー代3,000円
車いす無料 階段介助料2階まで1,000円（2階以上1階ごと1,000円）
介助補助員4,000円
キャンセル料金：なし
乗降介助料 1乗車につき400円加算 室内介助料 1介助につき500円加算
階段介助 1階ごと500円加算
キャンセル料金：なし
乗降介助料1,000円 室内介助、階段介助料（場合に応じて）1,000円〜
車いすレンタル500円〜 ストレッチャー使用料4,000円 看護師添乗1時間2,000円〜
酸素、吸引器使用等、詳しくはお問い合わせください
キャンセル料金：当日キャンセル 初乗運賃分
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介護タクシー中川★

☎090-2458-8341
fax03-3954-5170

ヘルメス介護タクシー★
☎090-1414-2726
fax03-3929-4532
介護タクシーまるやま★

☎080-4147-2793
fax03-3928-8802

虹・どこでも号★
☎03-6761-0028
fax03-6767-6728
介護タクシーはぴねす

☎03‐3978‐4554
080‐6818‐8124
fax03‐3978‐4554
介護タクシーらいじんぐ★

☎03-5905-6024
0120-66-0194
fax03-5905-6023
介護タクシーみずの★

☎080-4666-2500
fax03-5936-9897

キャットモーション
介護タクシー★

☎03-6313-3771
ケアタクシー学園さくら★

☎080-9808-8201
fax03-3925-1680

サポート 友の樹★
☎090-4050-3223
fax03-3923-2034

（所在地）（保有車両）
（加算料金・キャンセル料金）
基本介助料1,000円 標準型車いす貸出無料 リクライニング車いす使用料2,000円
石神井台 兼１台 ストレッチャー使用料4,000円
キャンセル料金：当日キャンセルのみ状況に応じて
介助料500円加算 車いす貸出500円加算 ストレッチャー使用料1回4,000円
上石神井 兼１台 ※状況により別途料金がかかることがあります。
キャンセル料金：なし
【必】基本乗降介助料1,000円 【オプション】特殊介助料1,000円（リクライニング、スト
レッチャー） 室内介助料1,000円 階段介助料1,000円×階数 機材貸出 リクライニン
関町北 兼１台
グ2,000円 ストレッチャー2,800円
キャンセル料金：出庫後2,000円
ストレッチャー使用料2,000円加算 ストレッチャー介助料2,000円加算 ストレッチャー
介助補助員料2,000円加算 リクライニング車いすレンタル料2,000円加算 同介助料
兼１台
南大泉
2,000円加算 階段介助料（エレベーターがない場合）3,000円加算(2階への2人介助
軽２台
で、車いすに座ったままで。3階以上は応相談。)
キャンセル料金：当日キャンセルの場合 普通自動車650円・軽自動車570円
基本介助料1,000円 リクライニング車いす使用料2,000円
ストレッチャー使用料3,000円
大泉町 兼１台
階段介助料2階以上1階ごと1,000円 酸素100Lまで2,000円以後1Lごと10円加算
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル1,000円
介助料15分500円 複数介助料30分1,500円加算 ストレッチャー使用料2,000円加算
リクライニング車いす貸出料1,000円加算 普通車いす貸出料100円加算
兼４台
大泉町
看護師同乗30分3,000円加算
軽１台
酸素使用料 3Lまで30分2,000円加算 3L以上30分4,000円加算
キャンセル料金：当日キャンセル730円（小型は700円）
車いす介助料1,000円加算 リクライニング使用及び介助料4,000円加算
大泉
ストレッチャー使用及び介助料4,800円加算 室内介助料(場合に応じて)1,000円加算
兼２台
学園町
階段介助 2階まで 1,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
乗降時の介助は無料 介護職員初任者としての介助（院内、室内での介助など）は
大泉
普１台 別途料金 車いす貸出無料
学園町
キャンセル料金：当日キャンセルの場合のみ720円
基本乗降料1,100円 （リクライニング車いす1,650円、ストレッチャーは2,200円） レン
タル標準車いす550円(1日)、リクライニング車いす2,200円(1日）、ストレッチャー3,300
大泉
兼１台
円(１回) その他介助料金：階段１Fから２F2,200円 ３F以上は１階につき1,100円加
学園町 普１台
算、身体介助550円〜
キャンセル料金：予約時間の2時間前までは無料。それ以降は実費（740円〜）
大泉
学園町

軽２台

ケアサービスいとう★

☎090-9167-1104
fax03-3559-1408

氷川台

兼１台

氷川台

兼１台
普１台

平和台

兼２台
軽１台

早宮

兼１台

早宮

兼２台
普３台
軽３台

春日町

普２台

春日町

普１台

高松

兼１台

わかば介護タクシー★
☎090-3543-8424
fax03-6912-3738
ハーモニー介護タクシー★
☎090-1460-1144
fax03-5921-1466

とうねりケアサービス
☎080‐2394‐0119
fax03‐5999‐9168

東洋企画★
☎0120-41-9179
fax03-3557-7557
介護タクシーあんたがた★
☎03-3998-1088
090-8109-9097
fax03-3998-1378

加藤介護タクシー★
☎090-4365-7610
fax03-5934-0753

赤松ケアタクシー★
☎080-9695-3003
fax03-6767-5960

基本介助料1,000円(階段介助、院内介助別途)
キャンセル料金：状況に応じて
車いす介助料1,000円加算 リクライニング使用及び介助料4,000円加算
ストレッチャー使用及び介助料6,000円加算 室内介助料(場合に応じて)1,000円加算
階段介助 2階まで1,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
ストレッチャー使用料5,000円加算 車いす加算料(基本介助1,000円）
車いす貸出1,000円 リクライニング車いす貸出2,000円
キャンセル料金：当日キャンセル1,000円
基本介助:500円〜1,000円 室内介助:1,000円 階段介助:1,000円/階
リクライニング車いす:2,000円 ストレッチャー:4,000円
キャンセル料金：なし
乗降介助料（車いす1,000円 ストレッチャー2,000円）
室内および院内介助料1,000円 階段介助料 各階ごと1,000円
キャンセル料金：状況に応じて
ストレッチャー使用料加算なし 介助料(介助者１人)加算なし
介助料(介助者を2人以上要する場合)１人あたり4,200円加算
キャンセル料金：連絡がない場合 状況に応じて
基本介助料1,000円加算(車いす使用および介助料) 室内移動介助料1,000円加算
室内身体介助料 1介助500円加算
階段介助 2階まで1,000円(3階以上1階上ごと 500円加算)
キャンセル料金：当日キャンセル1,100円
乗降介助料 1乗車につき400円加算 室内介助料 1介助につき500円加算
階段介助 1階ごと500円加算
キャンセル料金：なし
乗降介助無料 室内、院内、階段介助料1,000円加算
リクライニング車いす貸出及び介助料2,000円加算
キャンセル料金：当日キャンセル1,200円（ただし状況に応じてご相談）

2 ページ

いずみ介護タクシー★
☎03-3937-1203
☎0120-81-1658
介護タクシー新國★

☎090-1553-5108
fax03-3979-8078

なでしこ介護タクシー★
☎080-4473-5784
fax03-6909-2688

ポプラ介護タクシー★
☎03-3977-9408
fax03-3938-2533

（所在地）（保有車両）
（加算料金・キャンセル料金）
介助料 1,000円〜 階段介助 1,000円〜 2人介助 4,000円加算
リクライニング車いす利用料 1,000円加算 ストレッチャー利用料4,000円加算
北町
兼４台
酸素対応可
キャンセル料金：当日キャンセル1,200円
車いす介助料1,000円加算 リクライニング使用及び介助料4,000円加算
ストレッチャー使用及び介助料4,800円加算 室内介助料(場合に応じて)1,000円加算
田柄
兼１台
階段介助 2階まで1,000円(3階以上1階上ごと1,000円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
介助料 1,000円 階段介助1,000円（1階ごと） 2人以上で介助2,000円（1人）
田柄
軽１台 リクライニング車いす貸出料1,000円 室内介助1,000円
キャンセル料金：当日キャンセル1,000円
リクライニング車いす使用料1,000円加算（3台所有） ストレッチャー使用料3,000円加
兼１台
算 室内移動介助1,000円加算（ベッド→車いす→玄関等) 階段介助2階まで1,000円
旭町
普２台
加算(3階以上は応相談) 乗降介助は無料
軽２台
キャンセル料金：状況に応じて

（所在地 練馬区外）
（所在地）（保有車両）
（加算料金・キャンセル料金）
車いす加算料金なし ストレッチャー使用料2,600円加算
中野区 兼１台
リクライニング車いす使用料1,800円加算 あいケアグループ 0120-996-413
☎03-3387-9229
江古田 軽１台
キャンセル料金：当日キャンセル1,150円
fax03-3228-0940
車いす加算料金なし ストレッチャー使用料4,000円加算
カントリーローズ
リクライニング車いす使用料3,000円加算 室内介助1,000円加算（ベッド→車いす等）
中野区 兼１台
ケアタクシー★
階段介助 2階4,000円加算・3階8,000円加算
江古田 軽１台
※状況により別途加算の場合あり。
☎03-3389-3910
キャンセル料金：当日キャンセルの場合 普通車1,130円・小型車1,110円
fax03-3389-3889
福祉タクシー
基本介助料（1乗車あたり1,100円）
中野区
貸出料金（車いす550円、リクライニング車いす2,200円）※1乗車あたり
パートナー
兼１台
沼袋
キャンセル料金：予約時間の2時間前まではキャンセル料なし 時間を過ぎた場合、
☎080-6861-0011
乗車地までの実費（迎車料＋予約料）
fax03-6670-0413
介助料1,500円加算 車いす貸出料500円加算
メディカルレジストリー
中野区 兼１台 リクライニング車いす貸出料1,000円加算 ストレッチャー貸出料3,000円加算
虹の会★
本町
軽５台 乗降介助料1,000円
☎03-5328-7955
キャンセル料金：当日キャンセル1,000円
fax03-5368-6975
車いす加算料金500円 ストレッチャー使用料2,800円加算
ＭＣＳケアタクシー★
兼４台
杉並区
リクライニング車いす使用料1,800円加算
普１台
井草
介助料1,000円〜 （状況により別途加算あり）
☎0120-938-788
軽５台
キャンセル料金：当日キャンセル1,200円
fax03-5303-5222
車いす加算料金なし
介護タクシー福正★
ストレッチャー使用料2,000円加算（簡易ストレッチャーとして使用可）
杉並区
兼１台 階段介助（1階→2階など）1,000円加算 室内介助1,000円加算 院内付き添い介助
荻窪
（10分500円〜）
☎070-3849-7993
キャンセル料金：当日迎車後につき1,000円
ケアタクシー和（なごみ）★
杉並区
基本介助料1,000円
普１台
☎090-6340-5367
和田
キャンセル料金：なし

あいタクシー★

介護タクシーアドサポート★

☎090-7632-3703
fax03-5950-9522
ケアサポート

サンフラワー★
☎080-4812-4190
fax03-6310-4951
（有）城北民間救急
ひまわり★

☎0120-015-119
fax03-3956-1670
介護タクシーこがねざわ★

☎090-2522-5534
fax03-3558-2144

板橋区
板橋
板橋区
大谷口
上町

車いす介助料1,000円加算 リクライニング使用及び介助料4,000円加算
ストレッチャー使用及び介助料4,800円加算 室内介助料(場合に応じて)1,000円加算
兼４台
階段介助 2階まで 1,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
車いす介助料1,000円加算 リクライニング使用及び介助料4,000円加算
ストレッチャー使用及び介助料4,800円加算 室内介助料(場合に応じて)1,000円加算
兼１台
階段介助2階まで 1,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円

板橋区
大山
金井町

ストレッチャー 2名対応 4,000円〜（詳しくはお問い合わせください。）
兼１台
消毒及びリネン代2,000円〜
普１台
キャンセル料金：当日のみ3,000円〜

板橋区
坂下

基本介助料1,000円、リクライニング車いす使用料2,000円、
兼１台 ストレッチャー使用料2,800円、室内介助料1,000円、酸素対応可
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
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（所在地）（保有車両）
（加算料金・キャンセル料金）
基本介助料1,000円 階段介助料1,000円（3階以上1階ごと1,000円加算）
板橋区
兼１台 リクライニング車いす使用料2,000円 ストレッチャー使用料4,000円
☎090-8685-7398
桜川
キャンセル料金：なし
fax03-3559-1373
基本介助料1,100円・室内介助料1,100円・階段介助料1,100円/階
ベル民間救急
板橋区 兼１台
車いす無料・リクライニング車いす2,200円・ストレッチャー5,500円（介助料含む）
☎090-3089-4180
新河岸
軽1台
キャンセル料金：連絡がない場合 運賃＋予約料＋迎車料
fax03-6281-0189
車いす介助料1,000円加算 室内介助料（ベッド→目的地）3,000円加算
(株)オレンジ・ケアサービス★
板橋区
階段介助 2階まで 2,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
普１台
徳丸
車いす貸出料1,000円加算
☎03-5921-2268
キャンセル料金：当日キャンセル710円
fax03-5921-2269

さくらケアタクシー★

京花ケアタクシー★
☎0120-086-844
fax03-3973-7255

キャメル福祉タクシー
☎03-3976-6796
fax03-3938-3062
(有)無限サービス

☎03-3937-7000
fax03-3937-7910
介護福祉タクシー
夢ドリーム★

板橋区
中丸町

兼１台

基本介助800円 階段介助800円 一般介助800円 ストレッチャー1,000円
キャンセル料金：なし

板橋区
成増

室内介助1,000円加算 ストレッチャー使用料3,000円加算
兼１台 階段介助 2階まで 1,000円(3階以上1階上ごと 1,000円加算)
キャンセル料金：なし

板橋区
西台

兼１台

加算料金なし
キャンセル料金：当日キャンセル900円

基本介助料500〜1,000円 リクライニング車いす2,000円 ストレッチャー3,000円
兼１台
酸素3,000円 階段介助、2人対応などは電話にて確認してください。
軽１台
キャンセル料金：状況に応じて
☎03-5968-4406
基本介助料1,000円 リクライニング車いす使用料2,000円 ストレッチャー使用料
ケアタクシーアルベリー★ 武蔵野市
3,000円 室内（院内）介助料1,000円 階段介助料/各階ごと1,000円 2人対応介助料
吉祥寺 兼１台
（1人分）4,200円 院内付添（30分ごと）1,500円 入退院対応（30分ごと）1,500円
☎090-8947-7056
東町
キャンセル料金：なし
fax0422-43-2277
基本介助（乗降介助）料1,000円加算
シマノ介護タクシー
武蔵野市
兼１台 （特殊介助料、酸素使用料等が必要な場合は予約時にご相談）
☎0120-98-7825
境南町
キャンセル料金：なし（ただし、当日キャンセルは状況に応じてご相談）
福祉介護
中央区
基本料1,000円〜
日本橋 兼１２台
タクシー機構
キャンセル料金：なし
室町
☎050‐3757‐1148

福祉タクシー
関東コールセンター★
☎0120-91-6591
fax03-5830-3371

板橋区
三園

台東区
浅草

兼４台

基本介助料（乗降料）1,100円（消費税込み）
キャンセル料金：初乗り運賃分（普通車740円、大型車780円）

基本介助料 1回1,000円 室内介助 1回30分1,000円 階段介助 2階まで 2,000円(3階
兼54台 以上1階上ごと 1,000円加算) ストレッチャー使用料4,000円
台東区
協同組合★
普115台 車いす貸出料500円加算 リクライニング車いす貸出料2,000円加算
竜泉
軽 5台 キャンセル料金：予約3時間前から普通車730円・大型車770円
☎0120-094-113
※キャンセル時に確認してください。
fax0120-094-494
車いす乗降介助料1,000円加算 室内介助料1,000円加算
(社)福限協
リクライニング使用及び介助料3,000円加算
介護タクシー
台東区
ストレッチャー使用及び介助料5,000円加算
兼２２台
コールセンター★
竜泉
階段昇降介助 2階まで 1,000円加算(3階以上は応相談)
※状況により別途料金がかかることがあります。
☎0120-489-288
キャンセル料金：当日キャンセルの場合状況に応じて
fax03-5824-0741
基本介助料1,000円加算 標準車いす加算料金なし
あかつき介護タクシー★ 世田谷区
兼１台 リクライニング車いす使用料2,000円加算 ストレッチャー使用料4,000円加算
☎080-3606-1165
南烏山
キャンセル料金：なし
fax03-6882-3300
そとでる配車センター★ 世田谷区 兼157台 標準車いす0〜500円 リクライニング車いす約2,000円 ストレッチャー約4,000円
ベッドから車いすへの移乗介助・段差介助500円〜 階段介助、2人体制など応相談
☎03-5316-6621
八幡山 軽２０台
キャンセル料金：あり
fax03-3329-8311
基本介助料1,000円 リクライニング車いす使用料2,000円
ハル民間救急
北区
ストレッチャー使用料3,000円 乗降介助料 ストレッチャー2,000円
兼１台
滝野川
階段介助料各階ごと1,000円 介助補助員4,400円 夜間・早朝対応5,000円〜
☎090‐8640‐1199
キャンセル料金：当日 出庫後キャンセル2,000円
fax03‐3915‐1640
車いす介助料1,100円加算 リクライニング使用及び介助料4,200円加算
介護タクシーグループ
兼185台
荒川区
ストレッチャー使用及び介助料6,200円加算 室内介助料(場合に応じて)1,100円加算
普１３台
アイラス★
西日暮里 軽２台 階段介助 2階まで 1,100円(3階以上1階上ごと 1,100円加算)
キャンセル料金：当日（出庫後）キャンセル2,000円
☎0120-840-082

東日本介護タクシー

Ｔama
ｹｱﾀｸｼｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ★
☎0120-451-951
fax042-344-7548

基本介助料1,000円加算 室内介助料1,000円加算(ベッド移乗等)
東村山市 兼 37台
リクライニング車いす貸出2,000円加算 ストレッチャー貸出4,000円加算
青葉町 普１台
キャンセル料金：原則 なし
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