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外国人観光客の皆様に京都を快適にお楽しみい
ただくため、タクシー利用環境の向上をめざし、国土
交通省、京都市、タクシー業界が連携し、全国初とな
る外国人向けタクシー（フォーリンフレンドリータク
シー）の専用乗り場を京都駅に設置しました ！
外国人優先乗り場ですが、外国人に限らず、大型

荷物・多荷物の方、車いす・ベビーカー等をお使いの
方、妊娠されている方もぜひご利用ください。
（追加料金はかかりません）

The certification system of a 

taxi for non-Japanese 

passengers (Foreign Friendly 

TAXI) is a newly established entity of 

MLIT, Kyoto City and the taxi industry.

The first ever foreigner-first taxi stand has 

been established at Kyoto Station. 

(No extra charge)

Drivers are required to take a 
foreign language seminar and 
customer service training.

外国語研修や接遇研修を受けた
運転者が乗車します。

Credit cards and traffic IC cards 
are readily accepted.  
More than two pieces of luggage 
can fit in the taxi.

クレジットカードや交通系ICカード  
決済可能 ！
大型スーツケースが2個以上搭載
可能 ！

What's a Foreign Friendly TAXI ?　フォーリンフレンドリータクシーとは ？

Look for this sign!
この看板が
目印！

Kyoto
station Foreign Friendly TAXI stand フォーリンフレンドリータクシー

専用のりば案内図
Karasuma Gate (Operation: 9:00-23:00)
烏丸口MAP 【専用乗り場運用時間：9時～23時】

Hachijyo Gate (Operation: 24hours)
八条口MAP 【専用乗り場運用時間：24時間】



How to use／アプリの使い方
STEP
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Designate the departure and arrival locations 
by tapping on the map or inputting the 
addresses.
Select "FFT (Foreign Friendly Taxi)" on the list 
of taxi companies.

地図をタップ，または住所を入力して出発地及び
目的地を指定する
タクシー会社は「FFT（フォーリンフレンドリータ
クシー）」を選択する

Tap on "Call Taxi"

「タクシーを呼ぶ」をタップする
Dispatching a taxi

配車中

Please Show Your
Confirmation Code

スマートフォン画面を
ご提示下さい

タクシー配車アプリ「全国タクシー※」で
フォーリンフレンドリータクシーを
配車いただけます！

※全国タクシー：
全国初のタクシー配車アプリで、加盟タクシー
台数4.4万台、累計２8０万ダウンロード、月間配
車数28万台を誇る、全国一利用されているタ
クシー配車アプリ

※Japan Taxi：
This taxi dispatching application is the first in Japan.  There 
are 44,000 member taxis. 2.8 million have been 
downloaded and 280,000 taxis are dispatched monthly.  
It's the most used taxi dispatching application in Japan.

●Apple

Search "Japan Taxi" at the App 
Store or use the following QR code 
to download the application.

App Storeで「全国タクシー」と検索する
か、以下のQRコードからダウンロード

●Android

Search "Japan Taxi" on Google Play 
or use the following QR code to 
download the application.

Google Playで「全国タクシー」と検索する
か、以下のQRコードからダウンロード

Download／ダウンロード方法

You can have a Foreign Friendly Taxi 
dispatched by using the Taxi 
dispatching application, "Japan Taxi*"

日本語、英語、中国語（繁・簡）、韓国語対 応 言 語

English, Traditional Chinese,
Simpli�ed Chinese, Korean

Language

English
Traditional Chinese
Simplified Chinese

Korean

英語
中国語（繁体字）
中国語（簡体字）
韓国語

It can be used in
4 languages
4言語に対応

Arrived
到着

in KYOTO City


