
  『デマンド型乗合いタクシー』のご利用方法について 
 

平成 30 年 7 月 4 日(水)から，完全予約制の乗合いタクシーの運行を開始しました。

乗合いといっても，ご自分で乗合者を探す必要はありません。１人でも予約できます。   

是非この機会に利用者登録をして，『デマンド型乗合いタクシー』をご利用ください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（５）予約受付 

 
 
 
 
 
 

 
 

鹿嶋市政策秘書課 

（４）デマンド型乗合いタクシーで行けるところ 

  公共施設，スーパー，病院などへ行けます。 

〈例〉①自宅→目的施設（自宅からスーパーなど） 
   ②目的施設→自宅（病院から自宅など） 
   ③目的施設→目的施設（病院からスーパーなど） 
  ※「目的施設」とは，事前に登録された施設です。 
     詳細は，裏面をご確認ください。 
  ※運行区域は鹿嶋市内のみです。市外に行くことはできません。 

（１）運賃 

市内を鹿島区域と大野区域に区域分け 

同一区域で乗降 ２区域で乗降 

５００円／人 １，０００円／人 

・運賃は現金でお支払ください。 
※未就学児，障がい者等は，それぞれ 
半額となります。 

TAXI 

予約して

鹿タクくん 

（２）運行時刻表（平日のみの運行） 

午

前 
８時便 ９時便 １０時便 １１時便 

午

後 
１時便 ２時便 ３時便 ４時便 

 ・順番に迎えに行くため，時刻は目安です。 

  

予約センター

電話番号 
０２９９-９４-６０９０ 

平日の午前８時～午後４時 ※８時便，９時便は前日までの予約となります。 

鹿嶋市政策秘書課 ℡０２９９－８２－２９１１（内線２１２） お問合せ 

（３）利用方法 

 ①利用者登録をする（登録時のみ１，０００円）。 
 ②利用希望日の１週間前から各便の発車時刻の１時間前までに予約する。 
   【例】「鹿嶋太郎です。×日に９時便で,自宅から△△病院に 

行きたいです。」 
     ※「８時便」，「９時便」は前日の午後４時までに予約してください。 
     ※予約は先着順となるため，ご希望の便を予約できない場合があります。 
 ③迎えに来たデマンドタクシーに乗車し，目的地で運賃を支払い降車する。 



※鹿嶋市デマンド型乗合いタクシー目的施設一覧（令和２年１２月１６日現在） 

 

No 種別 施設名 No 種別 施設名

1 あびる接骨院 60 ヘアースタジオ　Ｗit
2 ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ 61 堀越商店
3 井上眼科 62 ローソン鹿嶋荒野店
4 大槻歯科医院 63 和風ﾚｽﾄﾗﾝ やまびこ
5 大野診療所 64 荒井郵便局
6 かしま整骨院 65 茨城県信用組合 鹿島支店
7 鹿島病院 66 大野郵便局
8 春日クリニック 67 佐原信用金庫 鹿島支店
9 小山記念病院 68 ㈱常陽銀行 鹿島支店

10 さくらクリニック 69 高松郵便局
11 佐竹内科医院 70 中央労働金庫 鹿嶋支店
12 さつき薬局本店 71 銚子信用金庫 鹿島支店
13 さつき薬局２号店 72 ㈱筑波銀行 鹿嶋・鹿嶋南支店
14 島医院 73 なめがたしおさい農業協同組合 鹿嶋支店

15 島崎クリニック 74 水戸信用金庫 大野支店
16 神宮前病院 75 水戸信用金庫 鹿島支店
17 田上歯科医院 76 ｱｼﾞｭｰﾙ鹿嶋ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｳｽ
18 タナカ歯科医院 77 いきいきサロンひまわり【新規】
19 仲澤鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ整骨院 78 鹿島神宮
20 早川医院 79 まちづくり鹿嶋㈱【新規】
21 ファーコス薬局プラス 80 鹿島灘ｳﾞｨﾙ ｿﾚｲﾕ・あいｸﾘﾆｯｸ
22 ふせがわ歯科医院 81 鹿島ハイツスポーツプラザ
23 ホワイト歯科 82 北浦霊園
24 前田病院 83 ケアハウス鹿島の杜
25 まつおかクリニック 84 ケアプランセンター未来
26 松倉中央クリニック 85 根本寺
27 港ケ丘歯科医院 86 すはま会 軽費老人ﾎｰﾑ ﾆｭｰ鹿島
28 もろほし歯科 87 ペンションてらじま
29 やたがわ歯科医院 88 ホテルルートイン鹿嶋
30 薬局与市 鹿嶋宮中店 89 ミニ博物館ココシカ
31 鹿行はり・灸 ﾏｯｻｰｼﾞ療院 90 サテライトしおさい鹿島【新規】
32 我妻医院 91 大洗鹿島線の各駅（市内）
33 さいが鍼灸整骨院【新規】 92 鹿島神宮駅
34 アリメント将監 93 鹿島城山公園
35 ウエルシア鹿嶋大野店 94 大野潮騒はまなす公園
36 ㈱オカミ書店 95 津賀城址公園
37 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 96 卜伝の郷運動公園
38 鹿嶋人ギャラリー 97 いきいきゆめプール
39 カラオケ石津(㈲石津鉄筋工業) 98 大野出張所（ふれあいｾﾝﾀｰ）
40 カラオケ館鹿嶋宮中店 99 各地区公民館（まちづくりｾﾝﾀｰ）
41 カラオケ スタジオワン 100 鹿嶋勤労文化会館
42 カラオケ広場 ふうふう 101 鹿嶋警察署
43 カラオケ・談話室　花つづり 102 鹿嶋斎苑
44 げたや蕎麦 103 鹿嶋市地域子育て支援センター
45 こばとカフェ 104 鹿嶋市どきどきセンター
46 コミニティーストアーミズノ 105 鹿嶋市役所・鹿嶋市保健センター
47 サンロード鹿島 106 カシマスポーツセンター
48 サンポートかしま 107 県立カシマサッカースタジアム
49 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾁｪﾘｵ･ｲｵﾝ鹿嶋店 108 総合福祉センター
50 ㈱セイミヤ鹿島東店 109 高松緑地温水プール
51 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿嶋旭ヶ丘店 110 中央図書館
52 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿嶋泉川店 111 とよさと霊園
53 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿嶋三笠店 112 ひよこサロン
54 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ鹿嶋荒野店 113 平井コミュニティーセンター
55 ヌカガストアー 種別毎,50音順
56 萬里 ･･･鹿島区域の目的施設
57 ビッグハウス鹿島店 ･･･大野区域の目的施設
58 一休（ひとやすみ） ※公共施設は,主な施設を抜粋して記載しております。

59 美容室　サクセス
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