移
会社名

送

株式会社
N・C・Iカンパニー

サ

ー

ビ

ス

特定非営利活動法人
たすけあいネット民の会

丸金タクシー(有)

所在地

〒311-0106
那珂市杉233

〒311-0113
那珂市中台481-7

〒311-0115
那珂市西木倉222-7

電話番号

029-219-9065

029-295-9002

029-298-2022

ＦＡＸ番号 029-212-3304

029-295-9012

029-298-9911

年中無休
利用可能時間
8時～18時

7時30分～19時

月曜日～金曜日
8時～18時

利用可能
地域・
那珂市、水戸市、ひたちな
運行時間等
か市、東海村、常陸太田市
(前日までに予約が必要)

【時間制下限運賃】
普通車料金：10分毎920円
車椅子貸出：500円
料金等

※那珂市のタクシー券の利
用が可能
※身体障害者手帳・療育手
帳の交付を受けている方は
ご提示下さい。

備考

ご予約の状況、ご利用者様
の状態によっては、お断り
する場合もございます。予
めご了承下さい。寝台車は
ございません。車イス対応
車両のみとなります。
※次に該当する方が対象
介護保険法で認定を受けて
いる方
身体障害者手帳・療育手帳
の交付を受けている方

利用発着地が那珂市、ひた 利用可能地域は制限なし
ちなか市であれば地域の利
用制限なし

登録制による外出支援サー
ビス
対象者は、那珂市に居住す
る移動制約者及び付き添い
者
年会費3,000円
1時間以内500円 1時間を
超えた場合、30分ごとに
300円加算
交通費5km150円、時間外加
算1時間以内200円、休日加
算1時間以内200円等負担あ
り

対象者は車椅子使用の方
車椅子の貸出しあり(無料)
通常タクシー料金
身体障害者手帳、療育手帳
提示で1割免除
タクシー利用券利用可能

介護保険、障がい者支援の
利用者以外の方は市役所へ 運賃問い合わせ承ります。
確認が必要
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移
会社名

送

社会福祉法人
那珂市社会福祉協議会

サ

ー

ビ

ス

ナザレ園福祉タクシー

ケアタクシータグチ

所在地

〒319-2102
那珂市瓜連321

〒319-2103
那珂市中里361-2

〒319-1109
那珂郡東海村白方中央122-41

電話番号

029-229-0309

029-296-0316

029-287-8884

ＦＡＸ番号 029-296-1002

029-296-1380

029-287-8884

利用可能
地域・
運行時間等

月曜日～金曜日(祝日と年末
年始12/28から1/4除く)
月曜日～金曜日
9時～17時(車の出庫・入庫
8時30分～17時30分
時間含む)
那珂市内及び近隣市町村な
ど

料金等

備考

利用可能地域は制限なし

初乗運賃
2kmまで640円
加算運賃
対象は、那珂市に居住する
298m増すごとに80円
寝たきり及び常時車椅子を
（時速10km/h以下の場合）
使用している方
1分50秒までごとに80円
1時間700円
時間制運賃
(1枚700円の利用券を事前に
30分までごとに2,600円
購入)
タクシー利用券利用可能
身体障害者手帳、療育手帳
提示で1割免除

入院や転院、施設入所な
ど、車椅子等での移動が必
要な場合ご利用いただけま
す。
申請に際し、身体状況等、
利用の為の聞き取りをさせ
ていただきます。

出発地、到着地のいずれか
が茨城県内。
事前予約により24時間対
応。
予約電話番号
090-4750-2708

初乗り700円
以降289m毎に90円
時速10km以下は、１分45秒
毎に90円
時間貸切りは、30分毎に
3,510円
ストレッチャー、車椅子の
レンタルあり

Facebookページでも確認で
病院はもちろん、買い物や
きます。
趣味の活動にもご利用下さ
www.facebook.com/caretax
い。
i.taguchi
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移
会社名

所在地

電話番号

送

堀越民間救急サービス

ビ

ス

(株)第一常陽タクシー

ニッポン・
アクティブライフ・クラブ
略称：ナルク水戸

〒310-0826
水戸市渋井町620-3

〒310-0815
水戸市本町3-3-9

0294-72-9199

029-225-6362

029-233-7696

029-221-3032

029-233-7696

営業時間 9時～18時
利用可能
日曜日、祝日定休日
地域・
運行時間等
利用可能地域は制限なし

備考

ー

〒313-0064
常陸太田市寿町598-4

民間救急サービス専用
0294-72-9199
ＦＡＸ番号
又は、本社営業所
0294-72-0916

料金等

サ

〈福祉タクシー〉
大型車(ハイエース、キャラ
バン)
・初乗2km750円～
普通車(セレナ)
・初乗2km710円～
・基本ケアチャージ料(車両
で乗降介助)1,080円
〈民間救急〉
・初乗2km750円
・加算270m毎に90円
・基本設備費2,160円
・ケアチャージ料
※機材使用料ではありませ
ん。
最初の1時間3,240円
以降30分毎1,080円
※民間救急、福祉タクシー
共に必要に応じオプション
料金あり。

年中無休
営業時間

水戸市、那珂市、ひたちな
か市、東海村、大洗町、茨
城町、鉾田市の一部、城里
町の一部、笠間市の一部
5時～17時

利用可能地域は制限なし

･距離制運賃
初乗り運賃2kmまで810円
加算運賃246m増すごとに90
円
･時間距離併用運賃
時速10km以下の走行時間に
ついて
1分30秒ごとに90円
･時間制運賃
30分ごとに4,290円
･待ち料金
1分30秒ごとに90円
･割増運賃
22時から5時まで2割増し
･身体障害者手帳・療育手
帳提示で1割免除

ベットからベットへ移送す
るサービスを提供していま
す。
詳細につきましてはお問い
合わせ下さい。

事務所への連絡は10時～16
時
休みは土日祝日
ほかに年末年始･夏季休暇
あり

車の送迎
1km50円 走行距離(運転会
員宅から目的地までの往復
走行距離)
現地にて介護、待機、補
助、見守り、買い物等の
サービスを送迎と同時に受
ける場合は
1時間単位500円の寄付金
駐車場、高速代等は実費
年会費 3,000円
(夫婦2人でも同額)
会員のご両親は年会費なし
で利用可

毎回の利用料：都度現金支
払
サービス内容は事前に打ち
合わせ(コーディネーター)
して実施。
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移

送

サ

ー

ビ

ス

らくらく

会社名

福祉タクシーウルル勝田

介護タクシー楽々

ヘルパーステーションゆい

〒312-0042
ひたちなか市東大島2-116M1

〒312-0002
〒312-0016
ひたちなか市高野142-41
ひたちなか市松戸町2-11-9
S・ディアコート102号室

029-219-8167

029-219-6337

029-219-8868

ＦＡＸ番号 029-219-8658

029-274-9160

029-212-8869

所在地

電話番号

月曜日～金曜日
8時～17時
休日12/29～1/3
年中無休
利用可能
7時～20時
地域・
出発地又は到着地が茨城県
運行時間等
であれば制限なし

料金等

初乗り運賃2kmまで730円
以降277mごとに90円
車椅子使用料：無料
リクライニング車椅子使用
料：2,000円
ストレッチャー使用料:
3,000円

那珂市、ひたちなか市
茨城県全域
9時～17時(原則)

年会費 1,000円
移送サービス料金
初乗料金(2kmまで)
190円
タクシー運賃と基本介助料 加算料金(1kmごと)
1,000円
90円
ストレッチャー使用料
2,000円

概算料金はお気軽に問合せ
下さい。

備考

※営業日、営業時間外の利
用についてはご相談下さ
い。

迎車料金(自宅等への迎え)
15km未満150円
15km以上300円
※要支援の方は別途サービ
ス提供料金がかかります。

病院への通院、入退院(ベッ
トからベット)、介護施設な
どの送迎、ご旅行やお買物
その他お気軽にご相談下さ 何でもお気軽にご相談下さ
い。詳しくは弊社公式ホー い。
ムページをご覧下さい。福
祉タクシーウルル勝田で検
索。
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