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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

大竹市 岡山県貨物運送株式会社 0827-52-4801 大竹営業所 大竹市小方１－４－１８ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 0848-47-2000 尾道営業所 尾道市高須町字有江台２９５６－１１ 西濃運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社 0848-22-8141 尾道営業所 尾道市正徳町３１－１１ 岡山県貨物運送株式会社

備後通運株式会社 0848-47-2222 尾道支店 尾道市東尾道１４－８ 備後通運株式会社

備後通運株式会社 0848-22-2127 尾道支店尾道港営業所 尾道市新浜２丁目５番２９号 備後通運株式会社

カンガルー引越便 0823-71-2161 呉営業所 呉市広大新開１－２－４４ 西濃運輸株式会社

キリン引越センター 0823-71-1166 キリン引越センター 呉市広町田２－７－４１ 中鋼運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社 0823-21-6608 呉営業所 呉市築地町１－３ 岡山県貨物運送株式会社

日本通運株式会社 0823-73-0077 広島支店呉営業支店 呉市阿賀南７－１１－５ 日本通運株式会社

アート引越センター 0829-32-0123 広島支店 廿日市市下平良２－１－１０ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 0829-31-5050 西広島支店 廿日市市木材港南８－１８ 西濃運輸株式会社

アート引越センター 082-421-0123 東広島支店 東広島市西条土与丸４－５４１－１ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 082-423-3103 東広島営業所 東広島市西条町御薗宇７６２－６ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 082-420-6577 東広島支社 東広島市三永２－６－１４ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 0823-81-2415 広島支店呉支店東広島営業所（黒瀬営業所） 東広島市黒瀬町国近８－１ 日本通運株式会社

スワロー引越便 082-885-3480 広島支店 広島市安芸区矢野新町２－２－２０ 株式会社エスラインギフ

岡山県貨物運送株式会社 082-884-2155 東広島支店 広島市安芸区矢野新町２－４－１９ 岡山県貨物運送株式会社

広島市
安佐北区

安佐引越サービス 082-810-3010 安全引越サービス
広島市安佐北区安佐町大字久地字名原２６
８３－１６３

安佐運送株式会社

アート引越センター 082-879-0123 広島北支店 広島市安佐南区中筋４－１７－５ 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 082-832-7065 広島本部 広島市安佐南区相田２－４－２２ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 082-832-6510 広島支店 広島市安佐南区相田２－４－２２ 株式会社引越社

ハート引越センター 082-535-8100 広島センター 広島市安佐南区大塚西５－３－１８ 株式会社ハート引越センター

広島市
佐伯区

サカイ引越センター 082-849-6607 広島北支社 広島市佐伯区石内北２－１－６ 株式会社サカイ引越センター

　　　　　引越優良事業者（事業所）

尾道市

呉市

廿日市市

東広島市

広島市
安芸区

広島市
安佐南区

1/3



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

カンガルー引越便 082-245-3141 広島支店 広島市中区光南５－１－４３ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 082-245-7800 九州西濃運輸　広島引越センター 広島市中区光南５－１－４３ 西濃運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社 082-243-8111 広島主管支店 広島市中区光南６－１－１６ 岡山県貨物運送株式会社

サカイ引越センター 082-295-1141 広島西支社 広島市西区福島町１－１７－１０ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 082-532-1157 広島南支社 広島市西区福島町２－３６－１ 株式会社サカイ引越センター

岡山県貨物運送株式会社 082-277-5621 広島西営業所 広島市西区草津港３－２－１ 岡山県貨物運送株式会社

株式会社中国トラック 082-277-8855 西部営業所 広島市西区草津港２丁目５－３２ 株式会社中国トラック

丸一倉庫運輸株式会社 082-270-1155 丸一倉庫運輸株式会社 広島市西区商工センター３丁目４－２８ 丸一倉庫運輸株式会社

広島陸送株式会社 082-277-1193 物流サービス部 広島市西区草津港２－２－２３ 広島陸送株式会社

双葉運輸株式会社 082-507-1105 北部センター 広島市西区山田町５３９番地 双葉運輸株式会社

太陽引越サービス 082-277-7714 太陽引越サービス 広島市西区草津港２丁目２番２号 太陽工業株式会社

日本通運株式会社 082-501-2400 広島支店西広島支店引越・美術品センター 広島市西区草津港３丁目４－１ 日本通運株式会社

福山通運引越センター 082-294-8888 広島引越センター 広島市西区福島町２－３４－１ 福山通運株式会社

広島市
東区

株式会社ネストロジスティクス 082-883-0700 広島東営業所 広島市東区馬木七丁目１９８４番地 株式会社ネストロジスティクス

サカイ引越センター 082-288-8801 広島支社 広島市南区東雲１－１６－２８ 株式会社サカイ引越センター

株式会社ネストロジスティクス 082-236-8125 広島南営業所 広島市南区出島二丁目１３番６号 株式会社ネストロジスティクス

株式会社中国トラック 082-251-0110 広島営業所 広島市南区宇品海岸３－９－１５ 株式会社中国トラック

日の出引越センター 082-255-5000 日の出引越センター 広島市南区出島２丁目１３－９ 株式会社林運送

アート引越センター 084-928-0123 福山支店 福山市引野町２－４４－１３ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 084-976-7818 福山支店 福山市御幸町大字森脇１２６３ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 084-949-1141 福山支社 福山市神島町１８－６ 株式会社サカイ引越センター

岡山県貨物運送株式会社 084-923-3520 福山主管支店 福山市明神町１－１４－４０ 岡山県貨物運送株式会社

株式会社ネストロジスティクス 084-971-7200 福山営業所 福山市卸町６番１８号 株式会社ネストロジスティクス

株式会社中国トラック 084-943-0110 福山営業所 福山市曙町１丁目１０－１８ 株式会社中国トラック

広島市
中区

広島市
西区

広島市
南区

福山市
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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

双葉運輸株式会社 084-957-1954 福山センター 福山市新涯町２丁目１１－１８ 双葉運輸株式会社

日本通運株式会社 084-943-0202 福山支店陸運ＬＣ（国内営業） 福山市大門町５丁目６－６２ 日本通運株式会社

備後通運株式会社 084-945-5577 福山支店引越輸送センター 福山市東手城町３－３３－１６ 備後通運株式会社

備後通運株式会社 084-921-2511 本社 福山市西町２丁目１６番１８号 備後通運株式会社

福山通運引越センター 084-941-0070 福山引越センター 福山市東深津町４－２０－１ 福山通運株式会社

有限会社阿吹運送店 084-924-2555 本社営業所 福山市地吹町１３番２号 有限会社阿吹運送店

府中市 岡山県貨物運送株式会社 0847-52-5200 府中新市営業所 府中市中須町１２０－２ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 0824-62-4415 三次営業所 三次市三次町１６４２－１ 西濃運輸株式会社

ゆだ引越センター 0824-62-8567 ゆだ引越センター広島 三次市南畑敷町８７０－２ 株式会社ゆだ

岡山県貨物運送株式会社 0824-62-1273 三次営業所 三次市東酒屋町３０６－４０ 岡山県貨物運送株式会社

三次市

福山市
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