会社案内

日本中央交通株式会社

女性活躍応援企業 Nippon Chuo Taxi

キッズ・ジュニアタクシー
活躍する女性ドライバーと
女性ドライバー専用車両のシエンタ
日本中央交通では、積極的に女性ド
ライバーを採用し、現在全社内で 14
名が活躍しています。
創業して間もない昭和 30 年代の上電タクシー本社（現在の日本中央交通前橋営業所）

また、子育て世代のお客様に向けて
妊婦・陣痛タクシーや、お子様の塾や
習い事の送迎をタクシーで行うキッ

創業以来、半世紀以上にわたり「お

る な ど、 お 客 様 の ニ ー ズ に 合 わ せ た
サービスの提供に取り組んでいます。

客様に感謝」を企業理念として掲げ、

女性ドライバー応援企業認定証書

お支払いについて

ご愛顧いただいてきました。
時代と共に変化するお客様のニーズ
や新たな需要に対応し、
［安全］
［親切］
［迅速］をモットーにお客様本意の業
務に邁進してまいります。

当社のタクシーをご利用の際に、現

クシーチケットでの支払に対応してお

タクシー乗車券

金でのお支払いの他、いろいろなお支

ります。タクシーチケットの詳細につ

払方法をご利用いただけます。

いては発行の各会社に問い合わせくだ
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クレジットカード並びに QR コード
現在の日本中央交通本社（群馬県高崎市）

沿

妊婦・陣痛タクシー

ズ・ジュニアタクシーのサービスをす

革

による決済がご利用いただけます。ク

また、当社発行のタクシーチケット

レジットカードは五大ブランド、QR

については、当社との契約が必要とな

コード決済については、各種サービス

ります。

に対応しています。

昭和 28 年 12 月

前橋市三河町『上電タクシー』設立

一般乗用旅客自動車運送事業を開始

昭和 49 年 12 月

高崎市栄町『上電交通』を設立（同上）

昭和 58 年 4 月

高崎市末広町『上電ハイヤー』を設立（同上）

昭和 60 年 3 月

高崎市飯塚町『上電観光』を設立（同上）

昭和 62 年 10 月

富岡市七日市『上電中央交通』を設立（同上）

昭和 63 年 7 月

渋川市有馬『日本中央自動車』を設立

平成 6 年 6 月

館林市に『日本中央交通』を設立（同上）

平成 12 年 3 月

日本中央タクシーが合併法人、3 社を合併、商号を『日本中央交通』に改称

平成 15 年 9 月

日本中央交通渋川営業所開設

平成 24 年 4 月

日本中央交通新本社社屋完成

一般貸切旅客自動車運送事業を開始

さい。

タクシーチケットについては、当社

詳細については本社までお問い合わ
せください。

発行のタクシーチケットのほか各種タ

アウトソーシング
会社の役員送迎や、社員送迎の大型バスの運転などの運転
手を派遣いたします。
運転手のみの派遣の他、車両を含めたトータルなアウト
ソーシングも承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。

日本中央交通

対応の QR コード決済

その他続々対応予定 !!

対応のタクシーチケット

本社営業所

前橋・高崎

Nippon Chuo Taxi

お客様のニーズに合わせて多種多彩な車両をご用意いたしております。

セドリック

クラウンロイヤルサルーン

セレナ

シエンタ

アルファード

ハイエース

クラウン・ロイヤルサルーンの車内

クラウン・ロイヤルサルーン
当社では、お客様のニーズに合わせ
様々な種類の車両をご用意しておりま
す。

皆様の大切なお客様の送迎に当社の

プのクラウンロイヤルサルーンをはじ

ハイヤーの代わりとして、会社の役

「おもてなし車両」をおすすめいたし

めとして、近年 VIP 用車両として人気

員様などのの送迎等にもご利用いただ

の高間しつつあるミニバンタイプのア

けます。

ます。

高級感のあるハイヤー代わりにもご

黒塗り車両、上質な車内空間で移動

利用いただけるクラウンロイヤルサ

時間を大切なお客様が快適に過ごして

ルーン、環境に配慮した先進技術のハ
イブリット車のプリウスα、次世代の

TV

ユニバーサルデザインタクシー NV200
をご用意いたしております。NV200 は、

車両は、高級感あふれるセダンタイ

まずは、本社までお気軽にお問い合わ

イアをご用意しております。
用途、人数に合わせてお選びいただ

せください。

けます。

VOXY

NV200

車いすのお客様が、車いすのままご乗

いただける事と思います。

定期的なご利用も承っております。

ルファードをはじめ、セレナ、エスクァ

車いただける構造になっています。
その他、6 名様までご乗車いただけ
るミニバンタイプの車両（セレナ、エ
スクァイア、ヴォクシー）等、様々な
車両をご用意しております。お客様の
ご用途にあわせて、ご利用ください。

TV

TV

（ご希望に添えない場合がございま

エスクァイア

セレナ

す。）

TV

また、お客様が９名様までご利用い
ただける、ジャンボタクシーもござい

VIP 用車両としての活躍が増えているアルファードを当社でも導入いたしました。

ます。使い方は自由自在です。バスを

後部座席用の液晶ディスプレイも搭載
しています。
高級ミニバン、アルファードは、ゆっ
たりとした車内、座席は、大切なお客
様の送迎に最適です。最大で 6 名様ま

貸し切るほどでもなく、かといって通

でご乗車いただけます。

常のタクシーでは定員が足りない…。

事前にご予約をいただき、貸切での

ジャンボタクシー車内

そういったお客様にはまさに最適で

運行のみとなっています。

す。ゆったり広々、どうぞおくつろぎ
三列目の座席を使うと最大
6 名様まで乗車できます。

下さい。
観光名所めぐり、冠婚葬祭送迎、県
内外要所送迎、ゴルフ場、同窓会送迎、
空港送迎など、グループや仲間同士で
利用いただくと、お一人様の料金は意
外と割安です。お気軽にご相談下さい。

ジャンボタクシー（ハイエース）

TV

TV
ジャンボタクシー荷室

後部座席用の液晶ディスプレイのある車両です。

革製のキャプテンシートでゆった
りおくつろぎいただけます。

本社営業所

前橋・高崎

☎ 0120-915-194

渋川営業所

有数の観光地の密集地、渋川・伊香保、各種観光コースを用意してお待ちしています。

SHIBUKAWA
IKAHO SPA
6 名様までご乗車いただける NOAH
は、小グループの移動に最適です。

渋川駅前の渋川営業所

世界文化遺産

観光地である伊香保温泉がある、群馬

る富岡製糸場のある群馬県富岡市にあ

地、水沢うどんなど見所も多い場所で
す。JR 渋川駅の目の前に営業所があり
ますので、そこから各観光地へのアク
セスも容易です。9 名様までご乗車い

上野国一ノ宮

貫前神社

富岡営業所は、世界文化遺産「富岡
製糸場と絹産業遺産群」の中核を占め

名湖や伊香保グリーン牧場などの観光

旧富岡製糸場

TOMIOKA

渋川営業所は、全国でも有数の温泉
県 渋 川 市 に あ り ま す。 近 隣 に は、 榛

9 名様までご乗車いただけるジャンボ
タクシー

富岡製糸場だけではない富岡の魅力を満喫するには是非タクシーで。

富 岡周辺観光案内 図

伊香保グリーン牧場にある日本中央
タクシーの遊具

榛名湖と榛名富士

Nippon Chuo Taxi

城町車庫に掲げられている手作りの周辺観光案内図

伊香保石段街

富岡営業所

ただけるジャンボタクシーや 6 名様ま
でご利用いただける NOAH をご用意し
ておりますので、小グループのご旅行
に是非ご利用ください。皆様のご利用
心よりお待ち申し上げます。

渋川営業所

☎ 0120-77-1828

ります。富岡営業所城町車庫は富岡製
糸場の目の前にありますので、富岡製
糸場見学の後の移動の際に便利です。
近隣には、世界文化遺産「富岡製糸場
と絹産業遺産群」の荒船風穴や高山社
跡、こんにゃくパークや、サファリパー
ク、霊峰妙義山があります。皆様のご
利用心よりお待ち申し上げます。

城町車庫

富岡営業所

富岡営業所

☎ 0120-790-855

貸切バス（観光・送迎・スクールバス等）
マイクロバス（22 人乗）、小型バス（29
人乗）、大型バス（45 人乗）の貸切バ
スをご用意しております。
観光での用途の他、会社の従業員の送
迎、スクールバスなど、お客様の用途
に合わせてご利用いただけます。詳し
くは、下記までお気軽にお問い合わせ
ください。

日本中央バス（株）貸切部

路線バス

☎ 027-287-4433

日本中央交通では、渋川市内の、渋川
温泉〜渋川スカイランドパーク線、北
橘循環線、北町〜小室下〜箱田線、伊
香保タウンバス 1 号線
（温泉街循環線）
、
伊香保タウンバス 2 号線（中子・湯中
子線）の路線バスを運行しています。
運行時刻や料金などの詳細は、Web サ
イトをご覧ください。

日本中央交通の群馬県内に広がるタクシー・バスネットワーク

日本中央交通株式会社
渋川営業所
〒 377-0008
群馬県渋川市渋川 1693-6
TEL 0279-23-1828
富岡営業所
〒 370-2343
群馬県富岡市七日市 909
TEL 0274-62-3531

前橋営業所
〒 371-0015 群馬県前橋市三河町 1-3-6
本社

前橋・高崎総合配車センター（前橋・高崎地区）
〒 370-0015 群馬県高崎市島野町 1332
前橋 TEL 027-255-1112
高崎 TEL 027-353-8000
FAX 027-353-8844
本社営業所
〒 370-0015 群馬県高崎市島野町 776-1
館林営業所
〒 374-0013 群馬県館林市赤生田町 642-2
TEL （バス）TEL 0276-75-6100

Web サイト

http://www.nck-taxi.jp/

スマートフォン対応

