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引越サービス名称 電話番号 事業所名 所在地 事業者（団体）名

岡山県貨物運送株式会社 0791-43-2756 赤穂営業所 赤穂市中広１３５５－１ 岡山県貨物運送株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 0791-46-2639 赤穂営業所 赤穂市加里屋字磯１１２０番１２５ 日本梱包運輸倉庫株式会社

朝来市 旭引越センター 079-673-2300 旭引越センター 朝来市和田山町法道寺２７－１ 株式会社旭運送

アート引越センター 06-6424-0123 尼崎支店 尼崎市潮江５－４－１７ アートコーポレーション株式会社

アリさんマークの引越社 06-6438-9800 尼崎支店 尼崎市南武庫之荘７－２２－２２ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 06-6438-9811 西宮支店 尼崎市南武庫之荘７－２２－２２ 株式会社引越社

カンガルー引越便 06-4802-3028 尼崎支店 尼崎市道意町７－１８ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 06-6437-1141 尼崎支社 尼崎市武庫町１－３２－２１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 06-6432-1771 西宮支社 尼崎市武庫町１－３２－２１ 株式会社サカイ引越センター

ハート引越センター 06-7711-0810 尼崎センター 尼崎市額田町７－２５ 株式会社ハート引越センター

ほりべ引越センター 06-6429-1290 堀部運送株式会社 尼崎市南塚口町２－１２－２１ 堀部運送株式会社

引越のビッグフラッグ 06-6412-2237 引越のビッグフラッグ 尼崎市大庄西町４丁目６番３３号 株式会社ビッグフラッグ

岡山県貨物運送株式会社 06-6413-9900 大阪主管支店 尼崎市西髙洲町３０－１ 岡山県貨物運送株式会社

ハトのマークの引越センター　西宮セン
ター 0798-66-1954 西宮センター 伊丹市北河原３－２－２９ 株式会社福富運送

株式会社中国トラック 072-775-0191 関西支店 伊丹市荒牧３丁目１８－４ 株式会社中国トラック

和晃引越センター 072-771-2121 和晃引越センター 伊丹市昆陽南５丁目１番４３号 和晃運輸株式会社

加古川市 日本通運株式会社 079-424-6791 加古川支店加古川事業所営業課 加古川市平岡町高畑字辻ヶ内３２０－１ 日本通運株式会社

加古郡
稲美町

岡山県貨物運送株式会社 079-495-3881 明石営業所 加古郡稲美町野寺１７－１ 岡山県貨物運送株式会社

加西市 カンガルー引越便 0790-49-2288 加西支店 加西市繁昌町３４１ 西濃運輸株式会社

川西市 日本通運株式会社 072-759-6362 阪神支店伊丹川西事業所 川西市久代３丁目１２－１６ 日本通運株式会社

神戸市
北区

サカイ引越センター 078-984-3443 神戸北支社
神戸市北区藤原台北町７－９ ミワボシプラ
ザ４階

株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便 078-795-0108 神戸支店 神戸市須磨区弥栄台１－１６－２ 株式会社エスラインギフ

武貞物流株式会社 078-741-0680 武貞物流株式会社 神戸市須磨区妙法寺字東谷８４３番１ 武貞物流株式会社

　　　　　引越優良事業者（事業所）

赤穂市

尼崎市

伊丹市

神戸市
須磨区
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引越サービス名称 電話番号 事業所名 所在地 事業者（団体）名
神戸市
中央区

ひとっと便引越サービス 078-291-5327 ひとっと便引越サービス 神戸市中央区御幸通３－１－５ ７Ｆ 株式会社アウトソーイングシステム

カンガルー引越便 078-681-1021 西神戸支店 神戸市長田区苅藻島町１－１－２６ 西濃運輸株式会社

ブレックス 078-575-7397 神戸営業所 神戸市長田区二番町４－７－２ 株式会社ブレックス

神戸市
灘区

日本通運株式会社 078-871-3600 大阪海外引越支店神戸オペレーションセンター 神戸市灘区摩耶埠頭１２番地 日本通運株式会社

アート引越センター 078-795-0123 神戸支店 神戸市西区枝吉１－２６４－３ アートコーポレーション株式会社

アリさんマークの引越社 078-924-2626 神戸支店 神戸市西区持子２－１２８ 株式会社引越社

おおき引越サービス 078-928-2766 おおき引越サービス 神戸市西区森友１丁目６６番地 株式会社大木産業

カンガルー引越便 078-965-3232 神明支店 神戸市西区神出町広谷字中通５５５－１７ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 078-978-1702 明石支社 神戸市西区伊川谷町有瀬９８８－１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 078-978-1662 明石西支社 神戸市西区伊川谷町有瀬９８８－１ 株式会社サカイ引越センター

ハート引越センター 078-969-3633 神戸センター 神戸市西区上新地３－８－６ 株式会社ハート引越センター

ＳＧムービング 078-386-5550 神戸営業所 神戸市東灘区魚崎浜町３６－１ ＳＧムービング株式会社

アート引越センター 078-842-0123 神戸東支店 神戸市東灘区住吉南町２－２－１ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3029 神戸支店 神戸市東灘区向洋町東３－１１ 西濃運輸株式会社

スワロー引越便 078-411-5101 神戸東支店 神戸市東灘区魚崎浜町２７－４ 株式会社エスラインギフ

トナカイ引越便 078-858-0382 神戸支店 神戸市東灘区向洋町西２丁目７番地 菱倉運輸株式会社

ホームハンズ・マツモト 078-822-3621 ホームハンズ・マツモト 神戸市東灘区御影塚町１丁目１０番７号 松本運送株式会社

ホームハンズ・マツモト 078-843-0450 ホームハンズ・マツモト 神戸市東灘区御影塚町１丁目１０番７号 松本運送株式会社

日本通運株式会社 078-822-2220 神戸支店神戸中央支店 神戸市東灘区御影浜町３－１ 日本通運株式会社

澁澤引越センター 078-857-0811 澁澤関西引越センター 神戸市東灘区向洋町東３－８－９ 澁澤陸運株式会社

サカイ引越センター 078-652-1151 神戸東支社 神戸市兵庫区切戸町１－１３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 078-652-1141 神戸支社 神戸市兵庫区芦原通１－２－１６ 株式会社サカイ引越センター

神戸市
長田区

神戸市
西区

神戸市
東灘区

神戸市
兵庫区
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引越サービス名称 電話番号 事業所名 所在地 事業者（団体）名

ヒカリ引越センター 078-651-6950 ヒカリ引越センター 神戸市兵庫区芦原通４丁目２番２７号 平戸梱包運送株式会社

岡山県貨物運送株式会社 078-681-0911 神戸支店 神戸市兵庫区築地町５４ 岡山県貨物運送株式会社

福住引越センター 076-681-2096 福住引越センター 神戸市兵庫区兵庫町１丁目４－２６ 株式会社福住

洲本市 カンガルー引越便 0799-22-8876 四国西濃運輸　淡路営業所 洲本市桑間字フケ４２１－１ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 0795-86-1188 福知山営業所 丹波市市島町下竹田字樽井４１６２－１ 西濃運輸株式会社

日本通運株式会社 0795-70-3580 阪神支店丹波事業所（日通氷上運輸） 丹波市春日町黒井５５６ 日本通運株式会社

豊岡市 日本通運株式会社 0796-22-5381 神戸支店豊岡支店 豊岡市上佐野１６８０－５ 日本通運株式会社

アート引越センター 0798-36-0123 西宮支店 西宮市中須佐町３－２ アートコーポレーション株式会社

アート引越センター 0120-0123-32 神戸北支店 西宮市山口町上山口２－１８－３１ アートコーポレーション株式会社

ブレックス 0798-37-1777 西宮営業所 西宮市津門大箇町４－２７ 株式会社ブレックス

松下運輸株式会社 078-904-1572 関西営業所 西宮市山口町上山口２０１２－６ 松下運輸株式会社

西脇市 日本通運株式会社 0795-22-3001 加古川支店西脇事業所 西脇市平野町５２２ 日本通運株式会社

アート引越センター 079-251-0123 姫路支店 姫路市四郷町本郷字堰ノ内２０５－１ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 079-267-1881 姫路支店 姫路市飾西７４８－７ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 079-283-1141 姫路支社 姫路市北条永良町１３１０番地 株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便 079-245-8877 姫路支店 姫路市木場前中町５ 株式会社エスラインギフ

引越家マック 079-233-5233 引越家マック 姫路市飾磨区下野田１－１２８ 株式会社引越家マック

岡山県貨物運送株式会社 079-236-5221 兵庫主管支店 姫路市広畑区東夢前台４－７６ 岡山県貨物運送株式会社

信栄運輸株式会社引越センター 079-296-1954 引越センター 姫路市花田町勅旨字西川原４２６番地の８ 信栄運輸株式会社

日本通運株式会社 079-299-4600 姫路支店姫路中央事業所 姫路市土山２丁目１－３５ 日本通運株式会社

南あわじ市 イシエイマルカンパニー 0799-42-3100 イシエイマルカンパニー 南あわじ市榎列上幡多字龍神１３４０番地５ 三由株式会社

西宮市

姫路市

丹波市
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