
御利用書（領収書）

06年11月01日

No.XXXX

日
付

000100車
番

右上の4桁の数字が
抽選番号です。

忘年会・新年会を応援します。熊タク“4大”安心サービス!

熊タクは24時間365日対応可。日
曜日の昼間もOK。料金もタクシー
料金＋900円とリーズナブル。さら
にお得な会員制度もあります。

熊タクなら＋900円で 運転代行

最初の50分は100円でそれからは5分10円。さらに昼（8時～
20時）・夜（20時～8時）ともに最大700円打ち止め。
お得なKPチケットも利用できます。ベビーカーも貸出OK。

銀座通りに5分10円
最大700円の 駐車場完備 現金が

なくてもクレジットカードでお支払い

携帯からでも 0円でお出迎え
フ リ ー フ リ ー ハロー

0120-0120-86
携帯電話から、熊タクフリーコール

現金が手元になくても、
クレジットカードで支払いが
できるので安心。

でお気軽にご利用ください。

ケータイの
電話帳に
登録してね。

☎096-379-2255
Fax096-379-8119

ホームページ www.kumataku.com
E-mail taxi@kumamoto.biz

熊タクグループ情報紙

私の特等席

ケータイからもOK！
0120-0120-86

タクシーコール
フ リ ー フ リ ー ハロー

デジタル無線・GPS-AVMシステム導入記念

くくまたまたくくじじくくまたまたくくじじくまたくじ
電話番号電話番号電話番号電話番号電話番号

スタート!スタート!スタート!スタート!スタート!
熊タクグループはこの秋、タクシー無線を熊本初のデジタル化。
「お客様をお待たせしない」ことを追求したシステム“デジピー”（デジ
タルGPS-AVMシステム）を導入します。これを記念して「電話番号
くまたくじ」を11月より始めました。※集中基地局方式にて

※既にご登録頂いている方は必要ありません。
※携帯電話、PHSの電話番号でもOKです。
※お客様個人情報は当社規定に基づき管理させて頂きます。
ホームページ（www.kumataku.com）または
ケータイサイト（www.kumataku.com/i）からも登録できます。

お電話番号が、096-XXX-1234の場合、「1234」がチャンスナンバー。

「コンピュータ配車サービス」は、ご自宅等のお電話からタクシーご
予約の際、お名前、台数を告げるだけでOKです。道順等をご説明頂
く必要はありません。

領収書の右上の4桁の数字があなたのチャンスナンバー
と一致したら大当たり!ご登録のお名前、電話番号をご記
入の上、その場で乗務員にお渡し下さい。後日、1万円相
当の当社タクシー利用券（500円券×20）を、ご登録の
住所宛に郵送致します。
※念のため、ご乗車日、車両番号をお控え下さい。万一降車後にお
気付きの際は、「くまたくじ係」にてお送り頂いても可。但し、締
切は翌日の消印まで。

登録
無料

★ボトル焼酎プレゼント
★生ビール1杯100円

本誌持参の方に本誌持参の方に特典満載!特典満載!本誌持参の方に特典満載!

例えば

忘年会・新年会でお酒を飲む機会が増えますが、飲酒運転は禁物です。
熊タクなら電話1本でお迎えに伺います。
楽しい宴会のあとは是非とも熊本タクシーをご利用ください!!忘

大大
年年
集集

忘 会会新新
特特 等々、各店舗

によって異な
ります。詳しく
は中面を!!

タクシーにご乗車頂く毎にチャンス!

電話番号の下4桁が、あなたのチャンスナンバー

まず熊タクの「コンピュータ配車サービス」にご登録

3

2

1

熊タクに乗って熊タクに乗って
1万円1万円ののタクシー券タクシー券ゲット!ゲット!

熊タクに乗って
1万円のタクシー券ゲット!

これ
だよ

※



ケータイ
からもOK！

タクシーコール

0120-0120-86
フ リ ー フ リ ー ハロータクシーのご用命は熊本タクシーまで

熊タクぴぴっとコール設置店（平成18年10月現在）の中から、ご協力いただきました。

【住】…住所  【休】…店休日  【営】…営業時間  （OS）…オーダーストップ  ※順不同

本誌を特典付のお店に持参すると、特別サービスが受けられます。※必ず、入店時にご提示ください。

忘年会・新年会情報

九品寺・水前寺・八王寺町エリア

七輪焼肉屋台 赤まる
【住】熊本市幸田1-7-15　【休】水曜
【営】17：00～翌1：00（OS翌0：30）　【収容】宴会場あり（24名）

【特典】デザート一品サービス

【PR】近ごろめずらしい七輪で焼く焼肉屋です。ファミリ
ーからカップルまで楽しめます。宴会も受付けております。

☎
幸田 釜萬

【住】熊本市田井島1-12-15　【休】なし
【営】11：30～22：00（OS21：30）　【収容】宴会場あり（12名）

【特典】お一人様生ビール又はソフトドリンク、前菜をセットでサービスいたします。

【PR】メニュー一新。釜めしとのセットメニューには前菜&
カルパッチョ付。釜めしが出来るまでにどうぞ。

☎
田井島

カラオケ 初代 現代
【住】熊本市良町1-6-29　【休】水曜
【営】18：00～23：30

【特典】生ビール1杯サービス

【PR】焼酎、日本酒、飲み放題2,500円。カラオケ無料。
トン足有ります。

☎
良町 秀味道 茄子

【住】熊本市良町1-6-34　【休】月曜
【営】17：00～23：00　【収容】宴会場あり（20名）
【PR】和食全般（天ぷら・鍋物）コース料理3,000円～
予算に応じます。

☎
良町 食彩酒家 五味五色

【住】熊本市良町2-8-5　【休】第1・第3水曜
【営】ランチ11：30～15：00、夜17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（40名）

【特典】小鉢かデザートサービス

【PR】毎月金曜日は生ビール・ソフトドリンク・ボトルキープ
（1組2本まで）半額。毎週火曜日レディースデー。

☎
良町

France Dining KOZEN
【住】熊本市辛島町68　【休】水曜
【営】11：30～（OS14：30）、17：30～（OS22：30）　【収容】宴会場あり（24名）
【PR】お箸で食べれるフレンチ。旬の食材を用意してい
ます。

☎
辛島町

ぎょうざ亭
【住】熊本市新町2-10-4　【休】無休
【営】17：00～翌1：00　【収容】宴会場あり（12名）
【PR】ぎょうざ専門店。冬場は家伝のぎょうざ鍋1人前
1,300円（要予約）大好評です。

☎
新町

石焼き あぶり
【住】熊本市練兵町41　【休】なし
【営】17：00～翌2：00　【収容】宴会場あり（16名）

【特典】生ビール1杯サービス

【PR】素材のもつ旨さにこだわる。オススメ料理、晩酌セ
ット2,300円（おつまみ、お肉3品、生ビール1杯）

☎
練兵町

八剣伝 琴平店
【住】熊本市春竹町春竹488-1　【休】なし
【営】17：00～翌2：00　【収容】宴会場あり（30名）
【PR】炭火串焼がおすすめ。お持ち帰りもできます。他に
もおいしいメニューを用意しております。

☎
春竹 浪漫茶屋 凡

【住】白山通りベイブルック横　【休】第1・第3月曜
【営】18：00～翌1：00　【収容】宴会場あり（30名）
【PR】ゆっくり飲めて、食べ物も100種類以上でボリュー
ム満点!!豚バラキムチがおすすめです!!

☎
春竹

チャンコ久光
【住】熊本市南熊本4-3-34　【休】月曜（宴会シーズンは無し）
【営】17：00～（OS21：30）宴会時は23：00まで　【収容】個室あり、宴会場あり（50名）
【PR】どこにも負けない味とボリュームが自慢。個室・宴
会場完備。3,000円からの宴会コースはお得でオススメ!

☎
南熊本

【特典】生ビール小、一杯サービス

屋台家  ここ輪
【住】熊本市南熊本3-2-5　【休】第１月・火曜、他は月曜
【営】17：30～24：00　【収容】宴会場あり（10名）
【PR】店もリニューアルし、メニューも沢山用意してます。
一押の豚足も一度お試し下さい。馬肉料理も新鮮です。

☎
南熊本

手取本町・
新町・辛島町・
練兵町エリア

【特典】5,000円以上ご飲食の方は1,000円引

博多一番どり 江越店
【住】熊本市江越1-20-31　【休】年中無休
【営】17：30～翌1：30（OS翌1：00）　【収容】個室あり、宴会場あり（60名）
【PR】串焼1本80円～。又その他全100種類以上。ご家族や恋人同志
など気楽にご来店いただきますよう、従業員一同心よりお待ちしてます。

☎
江越

水とり 熊本本店
【住】熊本市江越2-22-33　【休】なし
【営】11：00～15：00・17：00～22：00（OS21：30）
【PR】旬の料理を使った和食料理のお店。ランチは
1,050円～。おすすめは呼子のいか。

☎
江越 さかな市場十徳や けやき通店

【住】熊本市馬渡2-12-38　【休】無休
【営】昼11：00～14：30、夜17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（50名）
【PR】寿司、炉端、刺身が自慢のお店です。旬の食材を多数
ご用意しております、忘新年会は是非十徳やけやき通店で。

☎
馬渡 中国四川料理 鴻翔

【住】熊本市馬渡2-12-38　【休】第1・3月曜
【営】11：30～15：00・17：30～22：00　【収容】宴会場あり（24名）

【特典】お食事時生ビール1人1杯100円

【PR】ドリンク込3,500円～宴会受付中!食べやすい中国
料理で、お子様でも大丈夫です。お腹1杯なること保証!

☎
馬渡

夢庵 熊本平成店
【住】熊本市平成2-4-3　【休】無休
【営】10：00～翌1：00（OS翌0：30）　【収容】宴会場あり

【特典】ドリンクバー無料

【PR】スカイラークグループの和食のファミリーレストラン
です。ご宴会も随時受け付けております。

☎
平成

琴平・本荘・春竹・南熊本エリア

江越・平成・馬渡・日吉・近見エリア

居酒屋 よさく
【住】熊本市八王寺町9-61　【休】第1・3火曜
【営】18：00～翌5：00　【収容】宴会場あり（25名）
【PR】安くてうまい焼鳥・豚足・よさくオリジナル塩辛。歓
送迎会予約承ります。

☎
八王寺町居酒屋 味のれん

【住】熊本市九品寺2-8-9（尚絅校正門通り）　【休】不定休
【営】（月～木）18：00～24：00、（金・土）18：00～翌3：00、（日・祝）18：00～23：00　【収容】宴会場あり
【PR】もつ鍋で有名な居酒屋味のれん!みそ味、しょうゆ味等、5
種類の味がございます。その他旬の物等、是非ご賞味下さい。

☎
九品寺

天然いけす料理 とらや
【住】熊本市水前寺2-5-28　【休】12／31～1／2
【営】11：00～22：00　【収容】個室あり、宴会場あり（80名）
【PR】コース料理（税込）3,150円よりご予算に合わせ
て、ご注文承ります。

☎
水前寺

イタリアンキッチン PANPU
【住】熊本市八王寺町34-16  1F　【休】なし
【営】11：00～24：00　【収容】宴会場あり

【特典】デザートサービス

【PR】リーズナブルなお値段のイタリアン!ご予算に合わ
せた大小宴会は大好評です。貸切りもOK!!

☎
八王寺町

八剣伝 田井島店
【住】熊本市田迎町田井島中田249-1　【休】第1・第3水曜
【営】17：00～翌2：00（OS翌1：30）　【収容】宴会場あり（22名）

【特典】「My First Searを見た」で10%OFF!!

【PR】炭焼きの串・季節の一品料理・定番の揚物・チャイル
ドルーム・ドリンクバーもあり、お子様や飲めない方も大満足!

☎
田迎居酒屋 りんどう

【住】熊本市田迎1-1-32　【休】なし
【営】17：00～翌1：00

【特典】生ビール1杯サービス

【PR】焼鳥を主体に多数の一品料理の他、刺身や豚足
もあります。価格が安いのが一番です。

☎
田迎

和ダイニング 浜蔵 HAMAZO
【住】熊本市田迎2-17-7　【休】無休
【営】ランチ11：30～14：00、ディナー17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（40名）
【PR】和洋創作料理と旨い焼酎を癒し空間で!月替り創作
料理も多彩でリーズナブルな価格でご提供しております。

☎
田迎

中国菜館 上海ガーデン
【住】熊本市田迎町田井島中田255-2　【休】不定休
【営】11：30～15：00／17：30～22：00（日・祝11：30～22：00）　【収容】宴会場あり（30名）

【特典】ソフトドリンクサービス

【PR】本格中華をオシャレに楽しめる店です。ランチは
740円、夜のコースは2,500円。

☎
田迎

居酒屋 菜花道
【住】熊本市萩原町3-27サザンハイツ1F　【休】なし
【営】17：00～翌1：00（日・祝17：00～24：00）　【収容】宴会場あり（50名）

【特典】5%OFF

【PR】子どもさんからお年寄りまで楽しめる豊富なメニュ
ーと飲み放題セット3,500円が人気です。

☎
萩原町 居酒屋 まさ

【住】熊本市萩原町1-15京王ビル1F　【休】日曜
【営】17：00～翌1：00　【収容】個室あり、宴会場あり
【PR】刺身、天麩羅、焼物、揚げ物、串焼、その他お酒も
各種ご用意しております。

☎
萩原町

居酒屋 とんとん倶楽部
【住】熊本市萩原町9-94　【休】月曜
【営】18：00～24：00　【収容】宴会場あり（20名）

【特典】グラスビール1杯サービス

【PR】ボリューム満点!黒豚料理と芋焼酎!カクテル、パス
タも人気です。大小宴会承ります。

☎
萩原町

カラオケスナック 華々

【PR】カウンターだけの小さな店です。2時間飲み放題
2,500円。

☎
萩原町

【住】熊本市萩原町1-15（萩原踏切横）　【休】日曜
【営】19：00～翌1：00

炉ばた とり輔
【住】熊本市出仲間8-5-25　【休】水曜
【営】17：30～24：00
【PR】当店自慢の天草大王、活魚をご賞味ください。そ
の他予算に応じて承ります。

☎
出仲間双葉寿し 田迎

【住】熊本市出仲間4-2-37　【休】不定休
【営】11：00～22：00　【収容】宴会場あり
【PR】今話題のウツボ料理が当店で召し上がれます。コー
ス料理3,000円～承ります。今すぐご予約を!!〈完全予約〉

☎
出仲間

和み家
【住】熊本市出仲間8-3-38　【休】火曜
【営】17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（50名）

【特典】生ビール1杯サービス

【PR】新鮮な刺身と鍋料理、天草大王の焼鳥など、品数
も豊富でより安く提供してます。予約受付中。

☎
出仲間

居酒屋 暖家
【住】熊本市出仲間5-6-10　【休】日曜
【営】18：00～24：00（OS23：00）　【収容】宴会場あり（18名）

【特典】ファーストドリンクサービス

【PR】11月より鍋付飲み放題を始めます。（3,500円～）（4
名様以上要予約）（料金、料理内容はお気軽に相談下さい）

☎
出仲間

炙り居酒屋 CO.れんこん

【PR】その日に入荷した厳選素材を自分で炙って豊富な芋
焼酎や球磨焼酎と一緒にお楽しみください!料理コース有

☎
田迎

【営】18：00～翌1：00　【収容】宴会場あり（20名）
【住】熊本市田迎4-4-39　【休】不定休

焼肉屋 元気カルビ
【住】熊本市九品寺6-9-39　【休】無休
【営】平日17：00～翌2：00、土・日・祝祭日11：30～翌2：00

【特典】乾杯ドリンクサービス（4名様まで）

【PR】掘り炬燵タイプのテーブルで、ゆったり寛いで、気の
合う仲間と宴会はいかが？2,500円より承っております。

☎
九品寺

センターリバー浜線店
【住】熊本市八王寺町34-16  2F　【休】なし
【営】11：00～23：00

【特典】デザートサービス

【PR】25年変わらぬおいしさのハンバーグ。ジュージュー
と言う音と一緒にお召し上がりください!!

☎
八王寺町

幸田・田井島・御幸笛田・良町エリア

田迎・出仲間・萩原町エリア

ステーキのどん 近見店
【住】熊本市日吉2-1-1　【休】なし
【営】11：00～24：00（OS23：30）
【PR】10月よりメニューが新しくなりました。おいしい料理
をお腹いっぱいお楽しみ下さいませ。

☎
日吉 MKレストラン 近見店

【住】熊本市近見9-3-1　【休】元日のみ
【営】11：00～24：00（OS23：30）　【収容】宴会場あり（50名）
【PR】寒い季節にあたたかいお鍋はいかがでしょうか？お
得な食べ放題コース1,380円～ございます。

☎
近見

【特典】4名様以上でご来店の方に生ビール各1杯サービス

加寿子の家
【住】熊本市近見1-1-1 丸喜ビル1F　【休】日曜日（予約の場合は営業）
【営】17：00～23：00　【収容】宴会場あり（20名）
【PR】“すべて手造り”の家庭料理です。豚足、山芋ステ
ーキ、鍋もおすすめ。

☎
近見

七厘あぶり 囲み庵
【住】熊本市出仲間1-4-1西ビル1F　【休】月曜（祝日の場合は営業）
【営】18：00～翌1：00　【収容】宴会場あり（14名様）
【PR】日本海直送の魚の一夜干しや肉を七厘で炙ったり、
鍋を囲んでみませんか。七厘コース、鍋コース2,800円～

☎
出仲間

博多一番どり はません店
【住】熊本市出仲間6-12-1　【休】なし
【営】17：30～翌1：30　【収容】個室あり、宴会場あり（50名）

【特典】宴会コース通常より500円割引

【PR】新鮮な博多一番どりを炭火で焼きあげた自慢の串
です。一品料理も豊富に揃えてお待ちしております。

☎
出仲間

居酒屋 北の漁場
【住】熊本市近見8-6-95　【休】不定休（ほとんどなし）
【営】17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（40名）

【特典】生ビール又はソフトドリンク1杯サービス!

【PR】馬肉料理から居酒屋メニューが100品位そろってお
り、北海の幸も直送されて、いろいろなカニ料理も豊富。

☎
近見

サイバック 御幸店
【住】熊本市幸田2-7-1（旧ベスト電器跡地）　【休】なし　【営】24時間営業
【収容】個室あり、宴会場あり（8名、カラオケBOX or ダーツルーム）
【PR】今年OPENしたての綺麗なお店です。深夜や週末の割増料金なども一切
ないのでお得です。ランチもお得!!

☎
幸田 カフェレスト みかん

【住】熊本市田井島2-2-23　【休】日曜
【営】昼9：30～15：00、夜18：00～24：00

【特典】〈昼〉ソフトドリンク〈夜〉生ビール1杯（お食事の方に限ります。）

【PR】おいしいランチとコーヒー。夜はカラオケ有り、アル
コールタイム食事もできます。

☎
田井島

そば幸 浜線店
【住】熊本市画図町重富字道下430-1　【休】なし
【営】11：00～22：00　【収容】宴会場あり（20名）

【特典】コース料理をご予約された方に2,000円分の食事券を進呈

【PR】あつあつ鍋フェアー開催中!!味噌ちゃんこ、かき味噌
鍋、寄せ鍋の中からお選び下さい。各種宴会も承ります。

☎
画図

元気食堂ささのダイニング
【住】熊本市萩原町2-5クレッセくまもと内　【休】なし
【営】17：00～24：30　【収容】宴会場あり（120名）

【特典】ドリンク1杯（一部除く）サービス

【PR】西銀座通りにある本店ささのの3号店。炙り焼きを中
心とした創作居酒屋。各種宴会承ります。是非ご連絡を!!

☎
萩原町

サウンドパーク ①白山通り店②インター店
【住】①熊本市九品寺6-3-36②御領インタープラザ内　【休】①②無休
【営】①12：00～翌5：00②11：00～翌5：00　【収容】①②個室あり、宴会場あり（30名）

【特典】ボトル（5合）焼酎プレゼント

【PR】お得な宴会コース!!室料・料理・飲み放題込3,500
円～。お気軽にお問い合わせ下さい!

☎① ②
九品寺

メディアカフェ ココタイ
【住】熊本市九品寺６-３-３６　【休】なし
【営】24時間営業　【収容】個室あり

【特典】持参の方、延長15分無料

【PR】1・2次会の後にチョットひと休み♡。お得なナイト料金
￥1,400、おやすみパックなど有。ソフトドリンク飲み放題。

☎
九品寺

ふぐ乃小川 下通店
【住】熊本市手取本町2-18 緒方ビル2F　【休】日曜
【営】16：00～23：00　【収容】個室あり、宴会場あり（30名）
【PR】天草の小川水産直営のふぐ専門料理店。くつろげるカ
ウンター席があり、お一人様でもお気軽にご利用出来ます。

☎
手取本町

リストランテ・ミヤモト
【住】熊本市辛島町6-15 クマモトイタリー亭ビル1F　【休】火曜
【営】11：30～14：30、17：30～22：30　【収容】個室あり、宴会場あり（30名）

【特典】5名様以上でご予約の場合、ワイン1本サービス

【PR】ご予算、ご料理の事等、お気軽にご相談下さい。洋
風おせちのご注文も承っております。まずはお電話下さい。

☎
辛島町

磯鷸之庄
【住】熊本市本荘4-9-28グランビア本荘1・2F　【休】なし
【営】昼11：30～14：00（土日祝は15：00）夜17：00～22：00　【収容】個室あり、宴会場あり（66名）
【PR】旬の味が楽しめるコース料理3,150～10,500円
がおすすめ。＋1,580円で飲み放題可（5名様より）

☎
本荘

韓国風焼肉 善寿
【住】熊本市南熊本5-10-40　【休】毎週月曜
【営】17：00～23：00（OS22：30）　【収容】宴会場あり（25名）

【特典】1ドリンクサービス

【PR】鹿児島黒毛和牛専門店。本場韓国風の味を是非お
試し下さい。名物のもつ鍋も始めました。2名様より、要予約。

☎
南熊本

ふぐ乃小川 水前寺本店
【住】熊本市水前寺公園24-2　【休】なし
【営】11：30～15：00、16：00～23：00　【収容】個室あり、宴会場あり（60名）

【特典】1名様ひれ酒1合1杯サービス

【PR】天草の小川水産直営のトラフグ専門店。2名から
の個室があり、60名までの宴会まで対応致します。

☎
水前寺

料理いざかや 梅膳
【住】熊本市馬渡2-16-34　【休】元日のみ
【営】17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（50～60名）
【PR】個性的な造りの完全個室があります。プライベート
な時間をくつろぎ、お楽しみ下さい。

☎
馬渡

100カラくまなん店
【住】熊本市平成3-25　【休】なし
【営】平日11：00～翌5：00、土・日11：00～翌6：00　【収容】個室あり、宴会場あり（20名）

【特典】情報誌ご持参の方、スナック盛り合わせサービス!!

【PR】平日1時間105円1ドリンク制で歌い放題のカラオ
ケ店です。明るいスタッフ一同ご来店お待ちしております。

☎
平成大阪王将 熊本平成店

【住】熊本市平成3-22-35　【休】なし
【営】11：00～23：00（OS22：30）　【収容】宴会場あり（20名）
【PR】熊本発上陸の大阪王将熊本平成店。餃子一人前200
円と手軽で更にこだわっています。ご来店お待ちしています。

☎
平成

【特典】入会金無料（以降更新なし）もしくはパック料金以外にて
200円OFF（販売商品除く）上記特典1グループ何名様でも割引可能です。

りん

いそしぎのしょう



デジピーのしくみ

 デジタル無線&GPS-AVMシステム

『デジピー』導入!熊タク
最新
ニュース

熊本タクシー、花岡タクシー両社は無線を統合して熊本初のデジ
タル化。デジピーはGPS衛星にて測位したタクシー各車両の位置
データをデジタル無線により交信することで配車時間の短縮を追
求した最先端のタクシー受付配車システムです。※集中基地局方式にて

  クマタク ふれあい号
（3台）
車いす／寝台搬送車
（リフト付タクシー）

介護タクシーサービス

2級ヘルパーのケアド
ライバーがおでかけの
お手伝い。通院・転院・退
院やご旅行にもどうぞ。

現在約50名のホームヘルパーが活
躍しております。福祉・介護について
は熊本タクシー（クマタクケアセンタ
ー）にお気軽にご相談ください。

お出かけの不安を解消!

お と も

熊タクグループ
www.kumataku.com

サービスラインナップ
熊本タクシーグループカード

禁煙タクシー

●タクシーご利用時には日専連ポイントが
　なんと2倍!
●世界でも使える
　DC・VISA付き
●入会金・年会費等は無料

●ご希望の際は「禁煙タクシー」とご予約ください。

熊本タク24時間おつかい便
●あなたに代わって“おつかい”します。
　「お買物」「お届け」「順番とり」
　「カギの確認」などお引き受けいたします。

■タクシー ☎096-379-2255
熊本タクシー、花岡タクシー

■貸切バス ☎096-281-1070
肥後観光バス

■損害保険 ☎096-354-5162
アイ・ムーヴ

■駐車場 ☎096-359-4801
クマタク有料駐車場（銀座通り）

■介　護 ☎096-241-0111
クマタクケアセンター

■タクシー観光 ☎096-379-8182
くまもとチャーターキャブセンター

車の乗り降りも安心サポート! 快適ドライブ熊タクの

クマタク さわやか号（1台）
“小回りきいて背が高い”車いす専用スモールタクシー

クマタクハートフル号 介護仕様
小型タクシー

クマタク まごころ号（5台）
車いす専用スロープ付タクシー

福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー福祉・介護タクシー

熊タクではこのたび派遣業（特43-300119号）
の登録を行いました。派遣先様の送迎車両等
に当社の“運転
のプロ”を派遣し
ます。

プロドライバーを派遣します
熊本タクシー運行管理事業部

介護・福祉の新サービス
クマタクケアセンター
要支援の方を対象に日常
生活の支援を行う「介護
予防訪問介護」、利用者か
らの通報に応じて訪問する「夜間対応型訪問
介護」、障害者自立支援法に基づく「地域生
活支援事業」等のサービスを始めました。
なお、クマタクケアセンターは当社本社（熊
本市船場町下1-31）に移転しました。

タクシーご利用の方に無料で傘を貸し出して
おります。返却は次回ご利用の際、もしくは
当社タクシーを見かけた時で結構です。ただ
し、各車両で在庫数に限りがあります。ご了
承ください。

かさ貸出サービス
熊タクなら
急な雨でも安心!

増車
しました

当社のベテランドラ
イバーや教習担当
者が専用教習車で
出張して個人講習し
ます。仮免許の方の
練習もできます。

ドライビング教習「わかば」
ペーパードライバーや初心者の方に。

【料金】基本2時間：5,250円（以降2,100円／時間）

教習専用車「わかば号」

熊タクインフォメーション

まだまだ
ある！

全車両がGPS人工衛星より位置情報を取得し、
どこにいるかを常にセンターに送信しています。

1位置情報取得
コンピューター配車サービスご登録（ご自宅等）
の場合、道順等の説明は不要です。

2受付
デジピー配車コンピューターが最適候補の車両
に、配車指令を送ります。

4配車指令
デジピー配車コンピュータがお客様情報を検索
し、最適車両を探します。

3配車

デ
ジ
タ
ル
無
線

距離、進行方向、地理（山・川等）、
待機登録、車種等の条件で最適候
補を探します。

タクシー1台
お願いします。

集中基地局

デ
ジ
タ
ル
無
線

最適候補車両お客様宅

熊本タクシーコールセンター

了
解

GPS
人工衛星

ありがとう
ございます。

集中基地局

※


