
改訂版 （令和元年５月） 

「つくタク」（乗合タクシー）の自宅利用登録のご案内 

 

つくタクをご利用いただく場合，あらかじめ設置された「乗降場所」での利用

が基本となりますが，事前に自宅を乗降場所として登録することにより，「自

宅」からの利用も可能になります。 

 

◆登録方法 

自宅利用登録の方法は２つあります。 

（１）郵送による申し込み方法 

   ①指定の申請書に必要事項を記載してください。 

 ②８4 円切手を貼って，指定の封筒に入れて郵便ポストに投函してください。 

   ③申請書受付後，コンビニエンスストアでの振込用紙をご自宅に郵送いたします。 

   ④郵送された振込用紙でコンビニエンスストアから，登録手数料１，０００円を納めてください。 

（振込手数料は無料です。） 

（２）予約センターで直接申し込む方法 

①つくタク予約センター（つくば市二の宮 1-23-9 インティオビル３Ｆ）において，平日８：３０ 

から１７：１５まで申請を受付けます。 

②申込書類を持参又は予約センターにて記入後，その場にて手数料を現金にてお支払いただく 

か，後日,コンビニエンスストアでの振込用紙をご自宅に郵送いたします。 

③郵送された振込用紙でコンビニエンスストアから，登録手数料１，０００円を納めてください。 

（振込手数料は無料です。） 

◆登録時の注意事項 

①申請と併せて登録手数料を納付してください。登録手数料は，利用登録をされる方１人につき 

１，０００円かかります。例えば、ご家族で登録される方は，その人数分の登録手数料が必 

要となります。 

②登録手数料を振り込みは，申請日から１週間以内にお願いします。 

③登録手数料は，返金いたしません。 

 

◆登録完了のお知らせ 

登録手数料の入金日から登録完了になるまで，１０日程度必要となります。登録が完了次第，郵送でお

知らせいたします。 

●お問合せ先 

株式会社セキショウキャリアプラス つくタク運営事務局・予約センター 

【電話】０２９－８６１－１２６６ 

【住所】〒３０５－００５１ つくば市二の宮１－２３－９インティオビル３Ｆ 



□郵送でお申し込み→後日，登録手数料振込用紙（コンビニ支払）が届きます。

□予約センターでお申し込み→予約センターにて現金でお支払いただくか、登録手数料振込用紙（コンビニ支払）

■その他連絡事項

担当者

住所

※事務局記入欄

受付日 登録手数料 円 整理番号

◆申請に関するお問い合わせ先

株式会社セキショウキャリアプラス　つくタク予約センター　 電話：029-861-1266（平日8：30-17：15）

住所：つくば市二の宮1-23-9インティオビル3F

運転手に知っておいてもらいたい事項をご記入ください。 （例：家の前の道が狭いので●●にしてほしい）
（例：足が不自由なので車に乗るのに時間がかかる）

※頂いた情報は「つくタク」（乗合タクシー）運行業務以外の目的で使用されることはありません。 

※郵送の場合は専用封筒をご利用ください。郵送料（84円）は申請者負担となります。

合計

名

※登録手数料は，１人につき1,000円かかります。
ご家族で登録される方は，人数分の登録手数料が必要となります。
（コンビニ支払手数料は無料です。）

※つくば市より、利用に関するアンケート、運行に関するお知らせを送付させていただくことがございます。

フリガナ 性別 生年月日 連絡が取れやすい電話番号

□明治　□大正　□昭和　□平成　□令和

　　　年　　　　　月　　　　　日
氏名

□男
□女

フリガナ 性別 生年月日 連絡が取れやすい電話番号

氏名
□男
□女

□明治　□大正　□昭和　□平成　□令和

　　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ 性別 生年月日 連絡が取れやすい電話番号

氏名
□男
□女

□明治　□大正　□昭和　□平成　□令和

　　　年　　　　　月　　　　　日

フリガナ

氏名

〒　　　　　-　　　

■登録者名（利用登録をされる方をご記入ください）

フリガナ

性別

□男
□女

生年月日 連絡が取れやすい電話番号

□明治　□大正　□昭和　□平成　□令和

　　　年　　　　　月　　　　　日

■代理申請者名（利用登録される方と別の方が申請される場合にご記入ください）

「つくタク」（乗合タクシー）
自宅利用登録申請書

つくば市において運行する「つくタク」（乗合タクシー）は，自宅からの乗降が可能です。
ご自宅を乗降場所に登録するため，下記の申込書を郵送または予約センターまでお持ちください。

■登録申請方法（下記いずれかをお選びください。）

を郵送致します。

■登録ご住所(乗降を希望される場所)

フリガナ

氏名
電話番号

（携帯電話）



赤塚 あかつか 島名 しまな 東丸山 ひがしまるやま あしび野 あしびの
新井 あらい 下萱丸 しもかやまる 藤本 ふじもと 天宝喜 あまぼうき
新牧田 あらまきだ 下河原崎 しもかわらざき 古館 ふるだて 池の台 いけのだい
飯田 いいだ 下原 しもはら 真瀬 ませ 池向 いけむかい
市之台 いちのだい 下平塚 しもひらつか 松代 まつしろ 稲荷川 いなりがわ
稲岡 いなおか 下別府 しもべっぷ 松野木 まつのき 稲荷原 いなりはら
稲荷前 いなりまえ 下横場 しもよこば 水掘 みずぼり 梅ケ丘 うめがおか
今泉 いまいずみ 陣場 じんば 緑が丘 みどりがおか 大井 おおい
榎戸 えのきど 諏訪 すわ みどりの みどりの 大舟戸 おおふなと
大白硲 おおじらはざま 台町 だいまち みどりの中央 みどりのちゅうおう 小茎 おぐき
大わし おおわし 平 たいら みどりの東 みどりのひがし 上岩崎 かみいわさき
鬼ケ窪 おにがくぼ 高須賀 たかすか みどりの南 みどりのみなみ 茎崎 くきざき
小野川 おのがわ 高田 たかた 南中妻 みなみなかづま 九万坪 くまんつぼ
小野崎 おのざき 鷹野原 たかのはら 御幸が丘 みゆきがおか 駒込 こまごめ
面野井 おものい 高山 たかやま 柳橋 やぎはし 小山 こやま
学園の森 がくえんのもり 高良田 たからだ 谷田部 やたべ 桜が丘 さくらがおか
学園南 がくえんみなみ 館野 たての 山中 やまなか 下岩崎 しもいわさき
梶内 かじうち 手代木 てしろぎ 自由ケ丘 じゆうがおか
春日 かすが 中内 なかうち 城山 しろやま
片田 かただ 中野 なかの 菅間 すがま
葛城根崎 かつらぎねさき 中別府 なかべっぷ 高崎 たかさき
香取台 かとりだい 長峰 ながみね 高見原 たかみはら
上萱丸 かみかやまる 鍋沼新田 なべぬましんでん 中山 なかやま
かみかわ かみかわ 西大沼 にしおおぬま 西大井 にしおおい
上河原崎 かみかわらざき 西大橋 にしおおはし 西の沢 にしのさわ
上原 かみはら 西岡 にしおか 泊崎 はっさき
上横場 かみよこば 西栗山 にしくりやま 樋の沢 ひのさわ
刈間 かりま 西原 にしはら 富士見台 ふじみだい
観音台 かんのんだい 西平塚 にしひらつか 房内 ぼうち
北郷 きたさと 二の宮 にのみや 宝陽台 ほうようだい
北中島 きたなかじま 根崎 ねさき 細見 ほそみ
北中妻 きたなかづま 八幡台 はちまんだい 牧園 まきぞの
研究学園 けんきゅうがくえん 花島新田 はなしましんでん 松の里 まつのさと
高野台 こうやだい 羽成 はなれ 明神 みょうじん
小白硲 こじらはざま 原 はら 森の里 もりのさと
西郷 さいごう 万博公園西 ばんぱくこうえんにし 六斗 ろくと
境田 さかいだ 東 ひがし 若栗 わかぐり
境松 さかいまつ 東新井 ひがしあらい 若葉 わかば
島 しま 東平塚 ひがしひらつか

谷田部地区 茎崎地区
◆◆自宅利用登録を申し込む際には、住所の「つくば市○○」の部分がどの地区に当てはまるか御確認ください。◆◆

自宅利用登録用　つくタク地区対応表（おもて）



明石 あけし 大久保 おおくぼ 旭 あさひ 吾妻 あづま
安食 あじき 大砂 おおすな 今鹿島 いまかしま 天久保 あまくぼ
池田 いけだ 大曽根 おおぞね 上郷 かみごう 上野 うえの
泉 いずみ 大穂 おおほ 上里 かみさと 上ノ室 うえのむろ
磯部 いそべ 長高野 おさごうや 高野 こうや 梅園 うめぞの
臼井 うすい 鹿島台 かしまだい 木俣 このまた 大 おお
漆所 うるしじょ 要 かなめ 酒丸 さけまる 岡村新田 おかむらしんでん
大形 おおがた 北原 きたはら 田倉 たくら 上境 かみざかい
大貫 おおぬき 佐 さ 土田 つちだ 上広岡 かみひろおか
小沢 おざわ 篠崎 しのざき 手子生 てごまる 吉瀬 きせ
小田 おだ 立原 たちはら 東光台 とうこうだい 倉掛 くらかけ
上大島 かみおおしま 玉取 たまとり 遠東 とおひがし 栗原 くりはら
上沢 かみさわ 筑穂 つくほ 豊里の杜 とよさとのもり 金田 こんだ
上菅間 かみすがま 西高野 にしごうや 中東原新田 なかひがしはらしんでん妻木 さいき
神郡 かんごおり 西沢 にしざわ 沼崎 ぬまざき 栄 さかえ
北太田 きたおおた 蓮沼 はすぬま 野畑 のばた 桜 さくら
君島 きみじま 花畑 はなばたけ 百家 はっけ さくらの森 さくらのもり
国松 くにまつ 本沢 ほんざわ 緑ケ原 みどりがはら 大角豆 ささぎ
小泉 こいずみ 前野 まえの 柴崎 しばさき
高野原新田 こうやはらしんでん 南原 みなみはら 下広岡 しもひろおか
小和田 こわだ 吉沼 よしぬま 松栄 しょうえい
下大島 しもおおしま 吉沼五人受 よしぬまごにんうけ 千現 せんげん
杉木 すぎのき 若森 わかもり 竹園 たけぞの
田中 たなか 天王台 てんのうだい
田水山 たみやま 中根 なかね
筑波 つくば 並木 なみき
作谷 つくりや 花園 はなぞの
寺具 てらぐ 花室 はなむろ
中菅間 なかすがま 春風台 はるかぜだい
沼田 ぬまた 東岡 ひがしおか
平沢 ひらさわ 古来 ふるく
北条 ほうじょう 松塚 まつづか
洞下 ほらげ 横町 よこまち
水守 みもり 流星台 りゅうせいだい
山木 やまき
山口 やまぐち
和台 わだい
和台原 わだいはら

筑波地区 大穂地区 豊里地区 桜地区

自宅利用登録用　つくタク地区対応表（うら）

◆◆自宅利用登録を申し込む際には、住所の「つくば市○○」の部分がどの地区に当てはまるか御確認ください。◆◆


