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「最上級の移動空間サービスを提供します」

扇 橋 交 通 株 式 会 社
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「扇橋交通で楽しい人生を
選びませんか？」

「楽しく働き」

・人生の中でもっとも時間を費やす事は「仕事」です。

その「仕事を楽しくやれる事」こそ人生最高の幸せと考え、

社員全員で切磋琢磨し実現してます。

「楽しく稼ぎ」

・働く上で、常に真剣に仕事に取り組み、社員全員で励まし助け合い、

向上心を持って「楽しく稼ぐ」事に全力で取り組んでます。

タクシー事業は、国交省からの認可事業なので残業は一切ありません。

いかに効率よく仕事をして稼ぐかは伝授致します。ご安心ください。

「楽しく暮らす」

・ただ働いて稼ぐだけでは人生つまりません。

充実した人生を送りましょう！楽しい仲間と一緒に！

扇橋交通では皆、それぞれ趣味を持ち楽しい人生を送ってます。

休暇も沢山あり、ある方はゴルフにロードバイクや釣りにスキーに！

「そして 生涯現役」

・タクシー乗務員の定年は、「自分で決める！」

普通の会社であれば６０歳定年であるが、この業界は年金を貰いながらも

仕事ができる。大先輩達も「イキイキ＆ハツラツ」に働いてます。

悠々自適な人生を送ってます。（働く事の素晴らしさを実現してます。）
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「LIFE TIME」 を考える！

「３０代」 「４０代」 「５０代」 「６０代」 「７０代」

「一般的な会社」

就 職
一生懸命働く時代

定 年
①再就職

②年金生活

③趣味・ボランティアに生きる

６０〜６５歳

「タクシー会社」

就 職
一生懸命働く時代

①「楽しく働く」

②「楽しく稼ぐ」

③「楽しく暮らす」

定 年 ①定年も自分で決める

②定年後も年金を貰いながら働ける

③「生涯現役で働く」

６０〜６５歳

「自分の給与は自分で決める」

http://taxi-ougibashi.jp/
扇橋交通株式会社
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扇橋交通は、昭和２９年１２月２５日に東京・江東区の扇橋１丁目で創業来、

「下町の最高級ブランド・タクシー」としてゆるぎない信頼を、お客様からいた

だき、下町のタクシー業を誇ってまいりました。２００５年に日本交通グループ

に加盟し、更なる躍進をしております。

私たちは、業界の老舗として、リーダーとして、その地位にとどまることなく、首

都交通を担う 重責を果たすべく、今日でもさまざまな試みを行いながら、皆

様に「桜にＮのサービスと下町の温か味」の信頼を頂けるサービスをお届けし

てまいります。

扇橋交通は、皆様と一緒に、これからも走りつづけます。

□ すべての変革は、卓越したサービスのために。
最高級といえるタクシーサービスをフラッグシップとして、創業以来の

すべての努力は、「お客様に最高品質の移動空間を提供する」という1点

に注がれています。

・新しいタクシーのあり方を提案する「黒タク」「ＥＤＳ」

・専用乗り場の設置

・最先端IT技術を駆使した無線配車センター など

□ そして、社会に役立つ存在であるために。
妥協のない安全確保は、道路交通を担う者として重要な使命だと考え

ております。そして、より良い社会の実現へのお手伝いも当社の重要な

テーマです。

・ハイブリッド車、電気自動車等の積極導入

・ドライブレコーダーを活用した犯罪解決・抑止

・小・中学生のタクシー同乗体験受け入れ など
弊社ホームページ http://taxi-ougibashi.jp/

お客様へ、最上級の移動空間サービスを提供し、そして社会との共生を目指して。

商号 扇 橋 交 通 株 式 会 社
（英文社名：Ougibashi Kotsu Co.,Ltd.）

本社所在地
〒133-0057

東京都江戸川区西小岩２丁目１６番１７号
電話：03-3659-2221 FAX：03-3659-2224

創業日 1956年3月（創業６5周年）

設立日 1956年3月28日

資本金 100,000,000円

事業内容
タクシー・ハイヤーによる

一般乗用旅客自動車運送事業

代表者 代表取締役社長 坂口 光代

従業員数 ２６１人 （2016年5月現在）

売上高 １7億７００万円 （2019年３月期）

車両台数
１０８台(2011年）、特措法により２２台減車

タクシー：１０４台(2019年6月現在）

主要取引先

日本交通株式会社 トヨタ自動車株式会社

日産自動車株式会社 伊藤忠ｴﾈｸｽｸﾎｰﾑﾗｲﾌ関東㈱

日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 商工組合中央金庫

ﾄｰﾖｰﾀｲﾔ株式会社 ブリジストン株式会社

坂口電機工業株式会社 扇橋自動車興業株式会社
（順不同）
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昭和３１年 扇橋タクシー共同組合
⇒扇橋交通株式会社へ譲受
代表取締役 石川恵作

昭和２９年 扇橋タクシー企業共同組合免許取得（２７両）
発起人代表 石川恵作にて創業
創業地 江東区扇橋１丁目

扇橋交通の沿革

昭和２９年
タクシー営業開始

昭和５０年 本社住所移転：江戸川区西小岩２丁目へ移転 代表役員変更 坂口慶造（７２両）

昭和６２年 代表役員変更 坂口昇（８９両）

東京相互無線組合に加盟 昭和３１年

都内タクシーにLPG車を導入 昭和３９年

日本交通タクシー専用乗り場を設置開始

ビジネスクラスタクシー「黒タク」を導入

電子マネーSuicaの決済開始 平成１９年

昭和６３年 事務所増築（仮眠室、大会議室 等）

平成１３年

創業時から一貫して「最上級の移動空間サービスを提供する」を追及してきまし
た。
創業時に掲げた経営方針が、「お客様へ最上級の移動空間サービスを提供する」こと。
変わりゆく社会の中で、変わらない誠意と２００５年に加盟しました日本交通「桜にＮ」のブランドに託してまいりました。
今日に至るまで、業界のリーディングカンパニーを目指し、日本の首都・東京を支える都市交通のあり方を常に提言しております。

平成２３年
「エキスパート・ドライバー・サービス」スタート

スマートフォンによる「全国タクシー配車」サービス提供開始

昭和４２年 小岩営業所
開設

平成０５年 ブルーライン２５両増車

平成２０年 代表役員変更 坂口全弘（１０８両）

平成２２年 特措法により２２両減車（８６両）

平成２４年 代表取締役会長 坂口彰宏
代表取締役社長 坂口全弘
体制となる。

日本交通グループに加盟 平成１７
年

譲渡譲受により１８台増車 平成２８年
現在１０４両にて運行 平成30年 代表取締役社長

坂口澄江・光世
体制となる。
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□ボトムアップによる
事故防止策の策定

□実際の事故映像を
使用した研修

□運転適正診断システム
の導入

□自社整備工場による
万全のメンテナンス

□最新型アルコール
チェッカーの導入

□エコカー、EVカーを
積極的に導入しCO2を削減

□クールビズ、ウォームビズ
も実施

□ドライブレコーダー映像
による事件捜査への協力

□小・中学生の
タクシー同乗の社会体験

そして皆様と共にあるために、日本交通＆扇橋交通にできること。

わたしたちのホスピタリティは、車の中だけにとどまりません。日本交通が追い求めるサービスの延長線上には、より良い社会を創ることがあると考えます。
ハイヤー・タクシーという業務を通して、皆様のお役に立つことは日本交通の重要な使命と考え、日々努めております。

安全な車社会の実現のために、日本交通＆扇橋交通ができること

子どもたちの未来のために、日本交通＆扇橋交通ができること
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日本交通グループのタクシーの特長

□ 乗務員教育の徹底
業務を細かくマニュアル化した「スタンダードマニュアル80」に基づき、
サービス品質の標準化と向上を行っております。
社内外スタッフによるモニタリングチェックで、マニュアルの実践成果を把握しています。

□ ビジネスクラスタクシー「黒タク」の運行
独自の社内基準をクリアし、専門の教育を受けた乗務員のみが乗務します。

□ 都内随一の車両台数
業務提携会社を含め都内で約3,200台のタクシーをご用意しております。
タクシーの大口ご注文も承ります。

タクシー ―タクシーは「ひろう」から「えらぶ」時代へ。

タクシーは、交通機関の中でも付加価値を持った個別輸送機関で、お客様の目的の場所から場所へ直結でたどり着ける唯一の公共交通機関です。
半世紀以上にわたって皆様に広く親しまれている「桜にＮ」の日交タクシー。
東京都内および首都圏近県で、もはやなくてはならない交通機関として、創業以来変わらぬ最高品質との定評をいただいております。
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タクシー車種ラインナップ

セダンタイプ ワゴンタイプ最大ご乗車人数 4名様

最大ご乗車人数 4名様

トヨタ クラウン 日産 セドリック トヨタ プリウス

トヨタ プリウス 〔LPG改造車〕

プリウスを、ガソリンのほかにLPガスも使
用できるように自社で改造し、更なる環境
性能の向上を図っています。1.600ｋｍの
航続距離を誇り、東日本大震災の際には
その性能を活かし救援タクシーとして用
いられました。

日産 リーフ 〔電気自動車〕

（日本交通埼玉・日本交通小田原） 日産 NV200バネット

〔ユニバーサルデザインタクシー〕

国土交通省が推進するユニバーサルデ
ザイン（UD）タクシーで、車椅子のままご
乗車いただけます。

環境対策を推進する地域自治体と連携しながら
運行をしております。

トヨタ プリウスα
充実したトランクスペースを活かし、防災
グッズを搭載して運行しています。

※車椅子でのご乗車時は最大ご乗車人数3名様
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タクシーにおける品質管理

2001年に導入した「黒タク」のノウハウと、これからのタクシーに対するお客様のニーズの集大成として、
2007年に業務を細かくマニュアル化した「スタンダードマニュアル80」を制定し、このマニュアルに基づきサービス品質の標準化と向上を行っております。
そして、社内外スタッフによる「モニタリングチェック」で、マニュアルの実践成果を把握しています。
モニタリングチェックの結果はリアルタイムに社内で共有し、乗務員へのフィードバックとして活用しております。
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□都内各所に専用乗り場を開設。
□ご案内係（ディスパッチャー）
を配置しています。

□「日本交通タクシー配車」アプリ
でスマートフォンから簡単手配。

□予約機能、料金検索機能、送り先
指定機能あり。

□羽田空港へは
定額料金のご用意も
ございます。

□最新のデジタル無線GPSシステムを
いち早く導入し、お客様にもっとも
近い車両を探索して配車しています。

□全自動配車（IVR）のご利用で、
さらにスピーディーに配車できます。

□英語対応専門のオペレーターを
24時間体制で配置しています。

□GPSコードにより、
目的地をカーナビに
表示させることが
できます。

□クレジットカードはもちろん、電子マネー（Suica、iD、QUICPay）もご利用いただけます。
□タクシー代金前払いカード「タクシープリペイドカード」は、
ご贈答などに便利です。

□タクシーチケットは、後日の一括請求により事務処理が効率的になり、
ビジネスでのご利用に最適です。

□コンプライアンス、セキュリティに優れた「キャブカード」もご利用いただけます。

タクシーは次のステージへ ―時代に即した数々のタクシーサービス。

日本交通グループでは、お客様にタクシーをより便利にご利用いただけますよう、様々な手配方法や料金決済方法をご用意しております。

ご乗車を、より快適に

お支払いを、より快適に

□ホームページから
タクシーの
Web予約ができます。

22万
ダウンロード!!

○App Store Rewind 2011 iPhoneアプリ
旅行部門ベストセレクション

○R25 Presents 第2回Androidアプリ大賞
ライフスタイル部門大賞

○MM総研大賞2012 話題賞
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タクシーは更なるホスピタリティを求めて ―日本交通グループが提案する新サービス。

エキスパート・ドライバー・サービス（EDS）・陣痛タクシーサービス

「エキスパート・ドライバー・サービス」は、約7,000名の日本交通グループ乗務員から選抜された精鋭乗務員“エキスパート・ドライバー”が、
3つの専門分野「観光」「キッズ」「ケア」において特別なサービスを提供する、日本交通グループだからこそ実現できるサービスです。
「陣痛タクシー」サービスは、お迎え場所・かかりつけ病院・出産予定日など事前にご登録頂くことで、簡単にタクシーを呼ぶことができる都内初のサービスです。
タクシーの持つ可能性をさらに追求し、皆様にとって価値ある移動空間をご提供してまいります。

EDS・観光タクシー
タクシーならではの細やかな移動を、専門知識を
有した乗務員がお供し、お客様の思い出づくりを
サポートいたします。基本コースのほか、自由な
コース設定も可能です。

□東京シティガイド
検定取得者が運行

□英語、中国語、
韓国語に対応可能

EDS・キッズタクシー
学校・塾・ご自宅間をドアtoドアで送迎します。
キッズ担当の精鋭乗務員がいつもの顔なじみの
乗務員となりお迎えに上がりますので、お子様だ
けでのご乗車も安心。

□子育て経験者、保育
士、普通救命講習、
救急救命法メディッ
ク・ファーストエイド
（MFA）小児MFAプロ
グラム等の有資格者
が運行

EDS・ケアタクシー
ホームヘルパー資格等のスキルと、黒タク乗務
員としての高いホスピタリティを兼ね備えた精鋭
乗務員が、お体の不自由な方のお出かけをお手
伝いいたします。

□ホームヘルパー2級、
普通救命技能検定
（AED）、福祉用具専
門相談員資格等の
有資格者が運行

陣痛タクシー
Webからの事前の無料登録で、日頃
の通院時はもとより、陣痛時も『慌て
ず・簡単に』タクシーを呼ぶことがで
きます。

（運営会社 ： 株式会社日交データサービス 〔東京都知事登録旅行業 第3-6444号 〕）
□ Webによる事前予約制です。
□ 時間制運賃でご利用いただけます。
□ 乗務員を数名で固定しますので、ハイヤーのようなスタイルでご利用いただけます。

【エキスパート・ドライバー・サービス】

【陣痛タクシーサービス】

□ 助産師による『妊産婦搬送時の注意事項と対応』講習会を全乗務員対象に実施しました。
□ 通常のタクシー料金でご利用いただけます。
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タクシーは更なる可能性を求めて ―次代を具現化する新サービス。

「全国タクシー配車」サービス

□ 日本マイクロソフト様の技術支援により、クラウドを活用したシステムです 。

□ アプリで呼べるタクシー会社がお近くに見つからない場合は、
最寄りのタクシー会社の電話番号を表示。電話帳としてもご利用いただけます。

□ スマートフォンならではの直感的な操作とGPS機能で、全国30都道府県・13,810台の
タクシーから配車エリア内で近くを走行中のタクシーを、簡単操作で呼ぶことができます。

□ 最寄りのタクシー会社の料金体系を基に概算料金を検索することが可能です。

日本交通グループでは、日本初となる「全国タクシー配車」サービスを提供しております。
スマートフォン向け専用アプリケーションを通じ、各地で簡単にタクシーをご手配いただけるもので、

お客様の利便性向上はもちろんのこと、タクシー業界全体の活性化も目的としたサービスです。
今後もITを活用し、様々なサービスの提供、お客様との新しい関係の構築を目指します。

ダウンロード無料 アプリは各ストアより無料でダウンロードいただけます。
「全国タクシー」で検索してください。

38万
ダウンロード!!

○モバイルプロジェクト・アワード2012 
モバイルプラットフォーム・ソリューション部門 優秀賞受賞

○第11回モバイル広告大賞 マーケティング部門
ベストイフェクティブネス ベストユーズオブテクノロジー 受賞

県名 エリア 会社名

北海道

岩手

宮城

福島

群馬

茨城

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

札幌

函館

盛岡 New

仙台

福島 New

郡山 New

会津若松

前橋 New

高崎

水戸・ひたちなか

土浦・つくば

さいたま

朝霞・川越他

千葉・成田他

23区・武蔵野・三鷹

多摩地区

横浜・川崎

大和・海老名

小田原 New

新潟

三条

見附

富山

SKタクシーグループ

函館タクシー

ヒノヤタクシー

仙台タクシーグループ

福島貸切辰巳屋自動車

クラブ自動車

あいづタクシー

アサカタクシー

高崎駅構内自動車

上信ハイヤー

グリーン交通グループ

土浦タクシー

日本交通埼玉

三和交通（埼玉）

千葉構内タクシーグループ

日本交通グループ

荏原交通

日本交通立川

三和交通（三多摩）

三和交通（横浜）

日本交通横浜

日本交通小田原

富士タクシー

日の丸観光タクシー

みつけタクシーグループ

富山交通

石川

山梨

長野

静岡

岐阜

愛知

京都

大阪

兵庫

岡山

広島

山口

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

金沢

甲府

長野・松本・諏訪

静岡・藤枝

藤枝・島田・焼津

島田・吉田町 New

浜松・磐田・掛川

岐阜・羽島

大垣 New

名古屋

一宮

一宮・稲沢・津島

京都他

大阪

神戸・明石・姫路

岡山

広島

下関・宇部

松山

高知・南国

福岡

福岡・古賀他

北九州

佐賀 New

佐世保

長崎

大村

熊本

冨士タクシー

石川交通

山梨貸切自動車

アルピコタクシー

静鉄タクシー

志太交通

平和タクシー

遠鉄タクシーグループ

岐阜名鉄タクシー

大垣タクシー

名鉄タクシーﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

尾張交通

名鉄西部交通

ヤサカタクシー

国際興業大阪

国際興業大阪

両備グループ

広島タクシー

日本交通産業グループ

伊予鉄タクシー

さくらハイヤーグループ

福交タクシー無線グループ

安川タクシーグループ

明交運輸協同組合

佐賀タクシー

佐世保観光タクシー

平和タクシーグループ

合同タクシー

熊本タクシー

熊本駅構内タクシー
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建物 場所 営業時間

六本木ヒルズ 森タワー南エレベーター1F正面 24時間365日

東京ミッドタウン ミッドタウンタワーB1車寄せ 24時間365日

泉ガーデンタワー 4F正面玄関前 24時間365日

紀尾井町ビル タクシー乗り場 8:00～20:00 

ザ・キャピトルホテル東急 3Fエントランス車寄せ 24時間365日

虎の門病院 玄関 9:00～18:00

東京アメリカンクラブ 1Fエントランス車寄せ 9:00～18:00

愛宕グリーンヒルズ MORIタワー1Fパーキング側玄関 24時間365日

汐留住友ビル ホテルヴィラフォンテーヌ1F

フロント正面

24時間365日

東京汐留ビルディング コンラッド東京1F正面 24時間365日

日本テレビタワー 1F車寄せ 24時間365日

汐留ビルディング 1F車寄せ 24時間365日

トレードピアお台場 1F車寄せ 10：00～19：30

品川インターシティ B棟車寄せ郵便局前 24時間365日

住友不動産

三田ツインビル西館

西館１Ｆ車寄せ 24時間365日

国際医療福祉大学三田病院 玄関 9:00～18:00

東京都済生会中央病院 正面玄関 9:00～20:00

慶應義塾大学病院 玄関 24時間365日

代官山 T-SITE 1F駐車場内（蔦屋書店前） 6:30～26:30

東京女子医科大学病院 西病棟B玄関 24時間365日

日本交通グループ・タクシー専用乗り場

六本木・赤坂エリア

新橋・銀座エリア

品川エリア

新宿・渋谷エリア

日本交通グループでは専用タクシー乗り場をご用意しております。迎車料金・予約料金などの追加料金は一切不要、通常のタクシー運賃でご利用いただけます。
最新のデジタル無線GPSシステムを活用して車両を供給し、専用のディスパッチャー（ご案内係）を配置して、お客様のご利用をお待ちしております。
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