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タクシーコール
フ リ ー フ リ ー ハロー

熊タク

フリーコール
ケータイの電話帳に
一発登録できます。

フ リ ー フ リ ー ハロー

0120-0120-86 熊タクグループは運輸安全マネジメントに取り組んでいます。
「信頼」それは「安全」から

熊タクに乗って熊タクに乗って
1万円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!
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駐車場完備

駐車料金    　　キャンペーン

忘年会・新年会を応援します。熊タク“5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。

1 運転代行熊タクなら＋900円で 2 0円でお出迎え携帯からでも

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。

熊タク有料駐車場ご利用後、熊タク運転代行をご利用いただくと、駐車料金が、駐車時間4時間10分相当（上限500円）まで無料になります!
※駐車料金ご精算前に係員に「熊タク代行」をご用命ください。500円までの駐車料金を無料にします。超過分は5分当たり10円でご精算ください。

銀座通りに5分10円
最大700円の 4 クレジットカードでお支払い現金が

なくても

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。

忘・新年会
大特集!!
忘・新年会
大特集!!
忘・新年会
大特集!!

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!!

本誌持参の方に特典満載!

ココ■
銀
座
通
り

ほか弁●

駕町通り

3号線

下通り

無料

電話
番号
電話
番号
電話
番号くまたくじくまたくじくまたくじ

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

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!
後日、1万円相当の当社タクシー利用券（500円券×20）を、郵送致します。

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
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2熊タクの「コンピュータ配車サービス」にご登録1

専用ハガキ、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。
※お客様個人情報は当社規定に基づき管理させて頂きます。

「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。

登録無料



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 

【住】…住所  【休】…店休日   
【営】…営業時間   
（OS）…オーダーストップ   
※順不同 熊タクぴぴっとコール設置店（平成19年10月現在）の中から、ご協力いただきました。

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 

江越・馬渡・
近見・薄場・

平田・平成エリア

ニューソウル（韓国家庭料理） 

【住】熊本市南熊本1-9-39　【休】無休 
【営】11：30～14：30）、18：00～24：00　【収容】宴会場あり（30名）
【PR】骨付カルビ、石焼ビビンバ、海鮮チヂミ、辛い豆腐
チゲ、春雨炒め。カラオケもあります。

☎ 096-371-7633
南熊本 

リバーサイドホテル 

【住】熊本市紺屋今町4番12号　【休】無休 
【営】24時間営業　【収容】個室あり、宴会場あり 
【PR】畳の和宴会場あり。和・洋・中の職人が創作するコ
ラボ料理が自慢。繁華街まで徒歩3分の好立地。 

☎ 096-355-3110
紺屋今町 

居酒屋 こだぬき 

【住】熊本市船場町3-9 パル船場101　【休】無休 
【営】17：00～翌1：30　【収容】宴会場あり（25名） 
【PR】田舎料理、馬肉と野菜のオイスターソース炒め他、
おでん、焼鳥、揚物類

☎ 096-325-6823
船場町 

春竹・南熊本エリア

【特典】当店人気メニュー海鮮チヂミサービス（2名様以上） 

居酒屋うらら亭

【住】熊本市田迎3-12-5　【休】不定休 
【営】18：00～24：00　【収容】宴会場あり（30名） 
【PR】備長炭使用の串焼きをはじめ和洋中とメニューも豊
富です。おすすめは豚足、海鮮チヂミ、馬スジ煮込みです。 

☎ 096-379-7006
田迎 

居酒屋 三徳 

【住】熊本市萩原町3-21 サザンハイツA-A　【休】無休 
【営】17：00～翌1：00　【収容】個室あり、宴会場あり（50名） 
【PR】子供さんからお年寄りまで楽しめる豊富なメニュー
に馬肉料理も揃えております。飲み放題セット3,500円～ 

☎ 096-378-2202
萩原町 

【特典】1ドリンク（人数様分）サービス

梅の花 熊本店

【住】熊本市出水7-662-1　【休】12/31・1/1
【営】11：00～15：00 17：00～22：00（OS21：00）　【収容】個室あり、宴会場あり（36名）
【PR】湯葉と豆腐を中心とした懐石料理をご用意してお
ります。

☎0120-61-1872
出水

【特典】乾杯ドリンク（生ビール、焼酎、ソフトドリンク）1杯サービス（全員） 

手羽先と炭火焼 一歩 

【住】熊本市萩原町9-94　【休】月曜 
【営】17：00～24：00　【収容】宴会場あり（20名） 
【PR】「名物! 手羽先の唐揚げ」、博多ラーメンのスープ
を使った「炊込み餃子」等、やみつき料理がてんこ盛り!! 

☎ 096-379-6116
萩原町 

【特典】瓶ビール1本サービス 

あじ処 和み家 

【住】熊本市出仲間8-3-38　【休】水曜日 
【営】17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（50名） 
【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います。予約受付中。 

☎ 096-378-1230
出仲間

ふく泉

【住】隈もつぃ平田2-22-7　【休】月曜日
【営】11：30～22：00　【収容】個室あり、宴会場あり（35名）
【PR】手打ちうどん、そば、ちゃんこ料理、和食天ぷら等あ
ります。今秋からしゃぶう鍋ちゃんこも始めています。

☎096-322-8543
平田

博多一番どり 薄場店

【住】熊本市薄場3-4-14　【休】無休
【営】17：30～翌1：30　【収容】個室あり、宴会場あり（60名）
【PR】全室個室、キッズルーム完備。自慢の黒毛和牛すき
焼き、しゃぶしゃぶコースあります。お気軽にお電話ください。

☎096-311-6028
薄場

【特典】串何本でも1本100円（一部除く）

炭火焼まるしょう 新港通り店

【住】熊本市薄場町31　【休】不定休
【営】17：00～翌3：00　【収容】個室あり、宴会場あり（40名）
【PR】串の香り立つ焼き場が迎える本格炭火焼の新境地。串盛
り食べ放題付7品コース2,500円プラス1,000円で飲み放題。

☎096-357-5035
薄場

【特典】人数様分シャーベットをサービス致します

焼肉 桐斗

【住】熊本市馬渡1-9-12
【営】平日17：00～24：00（OS23：30）休日17：00～23：00（OS22：30）　【収容】宴会場あり（15名）
【PR】和牛の焼肉をリーズナブルなお値段で提供してお
ります。

☎096-370-7771
馬渡

【特典】ソフトドリンク又は生中一杯サービス 

すたみな太郎 熊本浜線店 

【住】熊本市田迎町田井島256-1　【休】無休 
【営】11：30～23：30（22：00入店最終受付） 
【PR】10月6日改装リニューアル致しました。スタッフ一
同心よりご来店お待ちしております。 

☎ 096-370-4129
田井島 

【特典】ソフトドリンクサービス 

中国海鮮 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　【収容】宴会場あり（30名） 
【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。 

☎ 096-370-5431
田井島 

【特典】情報誌持参のグループに、串盛りor焼酎1本サービス 

八剣伝 田井島店 

【住】熊本市田迎町田井島249-1　【休】無休 
【営】17：00～翌2：00（OS1：30）　【収容】宴会場あり（22名） 
【PR】炭火焼鳥や揚物等、充実の料理! チャイルドルームも
有り、ご家族でも安心!宴会の事は気軽にご相談ください! 

☎ 096-334-3316
田井島 

ホテル熊本テルサ 

【住】熊本市水前寺公園28-51　【休】12/31、1/1 
【営】11：00～21：00【収容】個室あり、宴会場あり（250名） 
【PR】旬の食材をたっぷり使った彩り豊かな料理と飲み放
題付で4プラン（￥6,000～）が登場嬉しい特典も満載。 

☎ 096-387-7777
水前寺 

【特典】韓国のりを差し上げます。 

よんよん家族 

【住】熊本市八王寺町36-1　【休】水曜日 
【営】11：00～15：00、18：00～23：00【収容】宴会場あり（30名） 
【PR】韓国の雰囲気をそのままにキムチチゲから石焼きビビ
ンバまで体に美味しい韓国料理を皆様にご提供致します。 

☎ 096-370-3370
八王寺町 

【特典】情報誌持参の方は、食事代を10%OFF 

博多もつ鍋 大山 ①九品寺本店②上乃裏店

【住】①九品寺4-1-1 豊国ビル1F②草葉町2-2　【休】無休 
【営】18：00～23：00　【収容】宴会場あり 
【PR】気の合う仲間、家族。貴方の大切な人と心も体も温ま
りませんか？最高のもつ鍋を準備して、お待ちしております。 

☎ ①096-364-3212②096-322-1371
九品寺 

【特典】入会金無料 

Cybacサイバック ワンダーシティ南熊本店 

【住】熊本市九品寺6-9-43　【休】無休 
【営】24時間営業【収容】【収容】個室あり
【PR】シングル・ペア・各ブース他ダーツ・卓球・ビリヤード・カラオケぜ～んぶ「し」
放題のアミューズメントカフェ。4・7・12時間のお得なパック料金もあります。 

☎ 096-274-3189
九品寺 

カラオケ歌家 ワンダーシティ店 

【住】熊本市九品寺6-9-36　【休】無休 
【営】11：00～翌3：30
【PR】午後6時迄お１人様100円、午後6時以降お１人
様350円。お得なフリータイムコースもあります!!

☎ 096-371-0612
九品寺 

新市街・船場町・練兵町・紺屋今町・辛島町エリア
九品寺・水前寺・八王寺町エリア

居酒屋 りんどう 

【住】熊本市田迎1-1-32　【休】夜／なし 昼／（日曜・祝日） 
【営】11：30～3：00 夜17：00～翌1：00　【収容】宴会場あり（18名） 

【特典】生ビール1杯サービス 

【PR】焼鳥や豚足の他多数の逸品料理があり昼間は日替り定食をは
じめ、各種定食を多数揃えておりますので、よろしくお願い致します。 

☎ 096-379-0627
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。 

☎ 096-379-1122
田迎 

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。 

☎ 096-370-6282
萩原町 

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。 

☎ 096-379-0510
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】コース料理3,000円～承ります。市内全域配達致
します。 

☎ 096-379-2550
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。 

☎ 096-378-8903
出仲間 

炙り居酒屋 CO.れんこん 

【特典】来店の人数分のファーストドリンク無料 

【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 

☎ 096-379-4434
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 

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 
【営】18：00～翌0：30　【収容】宴会場あり（14名様） 
【PR】七厘で炙る産地直送の珍しい魚、肉は格別ですよ!
ぶりっぷりもつ鍋、コリコリ鶏つみれ鍋コース2,800円～ 

☎ 096-370-1739
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】無休 
【営】17：30～翌1：30　【収容】個室あり、宴会場あり（30名） 

【特典】ドリンク1杯サービス 

【PR】浜線店だけのオリジナルメニュー盛りだくさん。又、宴会場には大画面100
型スクリーン設置。是非一度ご来店ください。スタッフ一同お待ちしております。 

☎ 096-370-0022
出仲間 

田井島・良町エリア

出水・田迎・出仲間・
萩原町エリア

飲み食い処 黒一 

【住】熊本市南熊本2-12-10　【休】年内無休
【営】17：30～24：00　【収容】宴会場あり（25名）

【特典】生ビール又はソフトドリンク一杯サービス 

【PR】手作りにこだわった美味しい料理と、こだわりの焼
酎を20種類（400円より）ご用意しております。 

☎ 096-371-8961
南熊本 

炭火焼 松なが 

【住】熊本市練兵町41 永山ビル1F
【営】17：00～24：00（OS23：00）　【収容】宴会場あり（20名） 

【特典】4名様以上のご予約で焼酎1本サービス 

【PR】旬の素材をもっとおいしく食べていただきたい。お
肉はもちろん海鮮も豊富に取りそろえています。 

☎ 096-352-0234
練兵町 

ふぐ乃小川 サンロードしんし街店 

【住】新市街4-6 古城ビル2F
【営】11：00～15：00 17：30～24：00　【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。30名
様までの宴会場あり、予算応談可。 

☎ 096-351-2529
新市街 France Dining KOZEN 

【住】熊本市辛島町68　【休】月曜 
【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。 

☎ 096-354-9239
辛島町 

リストランテ・ミヤモト 

【住】熊本市辛島町6-15　【休】火曜 
【営】11：30～14：30、17：30～22：00（日曜21：00）　【収容】個室あり、宴会場あり（30名）
【PR】本格イタリアンとおいしいワインをお得な宴会プラ
ンで存分にお楽しみください。 

☎ 096-356-5070
辛島町 

浪漫茶屋 凡 

【住】白山通りベイブルック横　【休】第1・第2・第3日曜
【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!! 

☎ 096-363-4711
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! 

☎ 096-364-1942
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】毎週月曜 
【営】18：00～11：30　【収容】宴会場あり（13～15名） 
【PR】新鮮な馬肉料理から魚料理までいろいろ用意しており
ます。おでん、また一押の豚足を一度是非おためしください。 

☎ 096-362-9955
南熊本 

りん 

カラオケサウンドパーク 白山通り店 

【住】熊本市九品寺6-3-36　【休】無休 
【営】12：00～翌5：00　【収容】個室あり、宴会場あり（30名） 

【特典】ドリンク、アルコール1名様につき1杯無料 

【PR】お得な宴会コースあります!!他にも飲み放題コース
も用意しております。お気軽にお問い合わせください!! 

☎ 096-371-0700
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】無休 
【営】24時間営業　【収容】個室あり 

【特典】持参の方、延長15分無料券進呈 

【PR】1・2次会の後にチョットひと休み♡。お得なナイト
料金￥1,480、カラオケ有り。ソフトドリンク飲み放題。 

☎ 096-366-5500
九品寺 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】お肉1品サービス（1組に限る） 

【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。 

☎ 096-336-5711
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。 

☎ 096-383-4137
水前寺 

ふぐ乃小川 水前寺本店 

【住】熊本市水前寺公園24-2　【休】無休 
【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。 

☎ 096-387-1129
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】無休 
【営】11：00～24：00、金・土11：00～2：00　【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OK!! 

☎ 096-379-1211
八王寺町 

センターリバー浜線店 

【住】熊本市八王寺町34-16  2F　【休】無休 
【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!! 

☎ 096-378-9191
八王寺町 

釜萬 

【住】熊本市田井島1-12-15　【休】無休 
【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。 

☎ 096-334-2060
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。
トン足あります。 

☎ 096-378-5118
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。 

☎ 096-379-5419
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。 

☎ 096-370-8401
良町 

カフェレスト みかん 

【住】熊本市田井島2-2-23　【休】日曜 
【営】昼10：30～16：00、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。 

☎ 096-370-6131
田井島 

【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。 

☎ 096-312-6780
江越 

水とり 熊本本店

【住】熊本市江越2-22-33　【休】無休
【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。

☎096-323-0616
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。

☎096-334-9377
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（祝日は営業）
【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3,700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。お勧めは麻婆豆腐です!

☎096-370-0284
馬渡

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。

☎096-325-8607
近見

料理いざかや 梅膳

【住】熊本市馬渡2-16-34　【休】正月のみ
【営】17：00～24：00　【収容】個室あり、宴会場あり（50名）
【PR】四季折々の絶品料理とスイーツが人気の完全個
室の梅膳。

☎096-370-2916
馬渡

夢庵 熊本平成店

【住】熊本市平成2-4-3　【休】無休
【営】10：30～23：00

【特典】ドリンクバー100円orデザート半額

【PR】小さなお子様からお年を召した方まで喜んでいただ
けるお店です。ご来店お待ちしております。

☎096-370-5887
平成

100カラくまなん店

【住】熊本市平成3-25　【休】無休
【営】11：00～翌4：00　【収容】個室あり、宴会場あり（30名）

【特典】フライドポテトサービス!!

【PR】忘年会や新年会のお得プラン多数ご用意いたしてお
待ちしております。お電話でお気軽にお問い合わせください。

☎096-378-1388
平成

大阪王将 熊本平成店

【住】熊本市平成3-22-35　【休】無休
【営】11：00～24：00（OS23：00）　【収容】宴会場あり（20名）

【特典】餃子1皿100円（何皿でもOK）

【PR】熊本初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。

☎096-334-5688
平成

ご希望の際は「禁
煙タクシー」とご予
約ください。

禁煙タクシー

熊タク運転代行は通常のタクシー料金に
900円をプラスするだけ。

運転代行



2台

クラウン ロイヤルサルーンG
他、中型セドリック

ハイクラスカー

グリーン
経営認証
グリーン
経営認証

デジピー（デジタル無線&CTI連動型GPS-AVMシステム）のしくみ

旧来のアナログタクシー無線のみの場合

お客様をお待たせしない事をとことん追求しました
デジタル無線&GPS-AVMシステム

デジピー
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

車いす／寝台搬送車（リフト付タクシー）

観光・送迎にご利用
下さい。お客様9名
乗り。TV・冷蔵庫装備。

現在約40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。

車いす1台＋付添の方1名が
乗車できます。軽タイプのさ
わやか号もあります。

通院・転退院はもちろん、体の不自由な
方が車いす、あるいはベッドに寝たまま
で家族と一緒に旅行に行けます。車いす
×2（またはストレッチャー1）＋付添の方
4～7名が乗車できます。

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
●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

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」「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! 

クマタク まごころ号

クマタク ふれあい号

ジャンボタクシー

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
タクシーで熊本観光・送迎

観光・ハイヤー観光・ハイヤー観光・ハイヤー

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がお
客様情報を検索し、最適車両を
探します。

3配車
デジピー配車コンピュータが最
適候補の車両に、配車指令をデ
ータとして送ります。

4配車指令

配車係はタクシー車両が今どこ
にいるのか全く分かりません。

1位置情報取得
お客様に名前、住所、道順等を詳
しく説明していただき、配車係も
地図を開いて確認する場合があ
ります。

2受付
無線で呼びかけて各車両からの応
答を待ち空車を探します。もし応
答があっても、もっとお客様宅に
近い車両がいるかもしれません。

3配車
ドライバーも道に迷う場合があ
ります。その際は配車係が再度
詳しく説明する必要があります。

4配車指令

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。

集中基地局

デ
ジ
タ
ル
無
線

最適候補車両お客様宅

こっちが
近いのに…

?
?

?

?

?

お客様宅

了
解

GPS
人工衛星

ありがとう
ございます。

集中基地局集中基地局集中基地局タクシー1台
お願いします。

増車しました

4台

熊本タクシー・花岡タクシーは、熊本
県のタクシー事業者で唯一グリーン
経営（環境負荷の少ない事業運営）
認証を受けています。※平成19年10月現在

熊本タクシーコールセンター熊本タクシーコールセンター熊本タクシーコールセンター

6台

3台

どっち
ですか？

そちらでは
ありません

そこの信号を
曲がってそこ
からまっすぐ
行ってその突
き 当 たりを
△○□＃×△

教習専用車「わかば号」

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!

熊タクは派遣業（特４３‐３００１１９号）の登録
をしています。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

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。
【料金】基本2時間：5,250円
（以降2,100円／時間）

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。

ハイヤー仕様の
お車をお気軽に
貸切利用できます。

■大切なお客様を送迎
　接待時の送迎に使えば好感度アップ!
■ゆったりくつろぎの観光地巡り
■特別な日や記念日に利用
　結婚式、誕生日、式典etc.

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。

お出かけの不安を解消!

おとも

快適ドライブ熊タクの


