引越優良事業者（事業所）

【北海道】
引越サービス名称

電話番号

事業所名

所在地

2021/2/17
事業者（団体）名

アート引越センター

0166-32-0123 旭川支店

旭川市神楽岡１４条４丁目１－６

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

0166-47-1606 北海道西濃運輸 旭川支店

旭川市永山北３条８－１－２

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

0166-45-1141 旭川支社

旭川市豊岡６条４丁目１１番１６号

株式会社サカイ引越センター

さくらスマイル引越隊

090-1044-8541 札幌通運株式会社 旭川支店

旭川市永山北１条７丁目３８

株式会社ロジネットジャパン

ハート引越センター

016-699-8100 旭川営業所

旭川市流通団地２条２丁目３４番４号他

株式会社ハート引越センター

ハトのマークの引越センター 旭川セン
ター
ハトのマークの引越センター 旭川中央
センター

0166-48-1954 旭川センター

旭川市永山北２条８丁目１４番地１

旭川通運株式会社

0166-49-1954 旭川中央センター

旭川市永山２条３丁目２番１８号

旭川小型運輸株式会社

旭川通運引越センター

0166-47-2221 旭川通運 引越センター旭川

旭川市永山北２条８丁目１４－１

旭川通運株式会社

網走郡
美幌町

日本通運株式会社

0152-73-0202 北見支店美幌支店

網走郡美幌町字美里４－５

日本通運株式会社

網走市

日本通運株式会社

0152-44-7151 北見支店網走支店

網走市港町４－１３

日本通運株式会社

虻田郡
京極町

日本通運株式会社

0136-42-2302 室蘭支店羊蹄営業支店

虻田郡京極町字京極１９

日本通運株式会社

アート引越センター

0126-23-0123 岩見沢支店

岩見沢市８条東１０丁２－４０

アートコーポレーション株式会社

株式会社トッキュウ

0126-45-2792 本社営業所

岩見沢市栗沢町最上４９８－９

株式会社トッキュウ

カンガルー引越便

0134-33-5111 北海道西濃運輸 小樽営業所

小樽市築港８－６

西濃運輸株式会社

アート引越センター

0155-37-1123 帯広支店

帯広市西２３条南１丁目１３１－１８

アートコーポレーション株式会社

サカイ引越センター

0155-38-5016 帯広支社

帯広市西１９条北１－８－２

株式会社サカイ引越センター

さくらスマイル引越隊

090-8909-9765 札幌通運株式会社 十勝営業所

帯広市西２０条南１丁目２３－３

株式会社ロジネットジャパン

ハート引越センター

0155-36-0810 帯広センター

帯広市西２１条南５－１８－５

株式会社ハート引越センター

旭川通運引越センター

0155-36-4582 旭川通運 引越センター帯広

帯広市西２０条南１丁目６－１

旭川通運株式会社

株式会社富田通商

0155-38-2377 帯広支店

帯広市西１８条南１丁目２番地３９号

株式会社富田通商

日本通運株式会社

0155-33-2116 帯広支店共配課引越係

帯広市西２０条南１丁目１番地

日本通運株式会社

カンガルー引越便

0155-62-3545 北海道西濃運輸 帯広営業所

河西郡芽室町東芽室基線２１－１

西濃運輸株式会社

さくらスマイル引越隊

080-1866-8331 札幌通運株式会社 十勝支店

河西郡芽室町東芽室北１線２２－７

株式会社ロジネットジャパン

旭川市

岩見沢市

小樽市

帯広市

河西郡
芽室町
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引越サービス名称
上川郡
鷹栖町

釧路市

札幌市
厚別区

札幌市
北区

事業所名

所在地

事業者（団体）名

株式会社富田通商

0166-87-5548 旭川営業所

上川郡鷹栖町７線１１号２番地

株式会社富田通商

日本通運株式会社

0166-59-3377 旭川支店物流センター

上川郡鷹栖町２９６２番地３６

日本通運株式会社

011-375-9219 北海道電電輸送株式会社

北広島市大曲工業団地４丁目５番１号

北海道電電輸送株式会社

アート引越センター

0157-31-0123 北見支店

北見市新生町５６－１９

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

0157-36-4224 北海道西濃運輸 北見営業所

北見市東相内町９３７ー１

西濃運輸株式会社

さくらスマイル引越隊

090-1044-8541 札幌通運株式会社 北見営業所

北見市東相内町１０８－３０

株式会社ロジネットジャパン

株式会社富田通商

0157-36-8100 本社営業所

北見市東相内町５４－１

株式会社富田通商

日本通運株式会社

0157-66-1400 北見支店北見物流事業所引越センター

北見市東相内町１０８－３１

日本通運株式会社

アート引越センター

0154-51-0123 釧路支店

釧路市鳥取大通４丁目１２－３

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

0154-51-7611 北海道西濃運輸 釧路営業所

釧路市星が浦南２－７－１１

西濃運輸株式会社

さくらスマイル引越隊

080-8280-0740 札幌通運株式会社 釧路営業所

釧路市星が浦南２丁目１－１８

株式会社ロジネットジャパン

日本通運株式会社

0154-53-4411 釧路支店自動車課

釧路市西港２丁目１０１－１３

日本通運株式会社

ハトのマークの引越センター 釧路セン
ター

0154-53-1954 釧路センター

釧路市西港１丁目１００番４号

株式会社ルート

アリさんマークの引越社

011-896-6500 北海道本部

札幌市厚別区大谷地東１－３－３３

株式会社引越社

アリさんマークの引越社

011-896-6570 札幌支店

札幌市厚別区大谷地東１－３－３３

株式会社引越社

アリさんマークの引越社

011-896-6601 札幌西支店

札幌市厚別区大谷地東１－３－３３

株式会社引越社

スワロー引越便

011-892-1108 スリーエス物流 札幌営業所

札幌市厚別区厚別中央一条１丁目９８９－
株式会社エスラインギフ
４５１

ハート引越センター

011-805-8100 札幌センター

札幌市厚別区厚別東３条４丁目１番１０号

株式会社ハート引越センター

さくらスマイル引越隊

090-3113-9124 札幌通運株式会社 航空貨物支店

札幌市北区新川西３条１丁目１番１号

株式会社ロジネットジャパン

さくらスマイル引越隊

080-2871-1458 札幌通運株式会社 さくらスマイル引越センター

札幌市北区新川西３条１丁目１番１号

株式会社ロジネットジャパン

さくらスマイル引越隊

011-766-5131 株式会社ＬＮＪさくらスマイル 西営業所

札幌市北区新川西３条１丁目１－１

株式会社ロジネットジャパン

引越のムーバーズ

011-773-1102 引越のムーバーズ

札幌市北区屯田４条３丁目３－１４

株式会社ムーバーズ北海道

株式会社環商事

011-769-2511 株式会社環商事

札幌市北区新川西２条１丁目４－１５

株式会社環商事

北広島市 北海道電電輸送株式会社

北見市

電話番号
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引越サービス名称

札幌市
白石区

札幌市
手稲区
札幌市
豊平区

札幌市
西区

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

011-871-8180 北海道西濃運輸 札幌支店

札幌市白石区川下２１６５－１

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

011-860-4015 札幌東支社

札幌市白石区本通２０丁目南１－３４

株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター

011-860-4015 札幌南支社

札幌市白石区本通２０丁目南１－３４

株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター

011-861-1141 札幌北支社

札幌市白石区本通２０丁目南１－３０

株式会社サカイ引越センター

さくらスマイル引越隊

080-8290-9560 輸送管理課（通運）

札幌市白石区流通センター２丁目１－１

株式会社ロジネットジャパン

さくらスマイル引越隊

011-846-2501 株式会社ＬＮＪ自工 札幌営業所

札幌市白石区流通センター５丁目１－１０

株式会社ロジネットジャパン

さくらスマイル引越隊

011-863-2080 株式会社ＬＮＪロジスティックス 本社営業所

札幌市白石区流通センター５丁目６－１５

株式会社ロジネットジャパン

ハトのマークの引越センター 菊水セン
ター
ハトのマークの引越センター 新札幌セ
ンター
ハトのマークの引越センター 白石セン
ター

011-874-1311 菊水センター

札幌市白石区米里１条４丁目３－４５

中村運送株式会社

011-865-1954 新札幌センター

札幌市白石区平和通１２丁目北５－４３

共通運送株式会社

011-851-1954 白石センター

札幌市白石区栄通３丁目２－２２

新成運輸株式会社

旭川通運引越センター

011-827-8680 旭川通運 引越センター札幌

札幌市白石区流通センター３丁目１－３１

旭川通運株式会社

株式会社シズナイロゴス

011-893-8711 本社

札幌市白石区流通センター７丁目８番２１号 株式会社シズナイロゴス

株式会社シズナイロゴス

011-893-8711 札幌支店

札幌市白石区流通センター７丁目８番２１号 株式会社シズナイロゴス

株式会社富田通商

011-827-8135 札幌支店

札幌市白石区流通センター１丁目１１番地１
株式会社富田通商
７

室蘭海陸通運株式会社

011-865-2755 札幌支店

札幌市白石区流通センター５丁目３番２０号 室蘭海陸通運株式会社

函館運送株式会社

011-861-3151 株式会社丸運路線共同センター 本社営業所

札幌市白石区流通センター５丁目６－３０

函館運送株式会社

北海道電電輸送株式会社

011-862-4301 北海道電電輸送株式会社

札幌市白石区中央１条７丁目６－１

北海道電電輸送株式会社

ハトのマークの引越センター 真駒内セ
ンター

011-699-1954 真駒内センター

札幌市手稲区曙２条４丁目３－１５

株式会社関藤運輸

アート引越センター

011-850-0123 札幌支店

札幌市豊平区月寒東一条１６丁目２－８１

アートコーポレーション株式会社

アート引越センター

011-850-0123 北海道受注センター

札幌市豊平区月寒東一条１６丁目２－８１

アートコーポレーション株式会社

アート引越センター

011-668-0123 札幌西支店

札幌市西区宮の沢一条２－１０－３

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

011-664-3141 北海道西濃運輸 札幌西支店

札幌市西区発寒１５条１４－４－１

西濃運輸株式会社
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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

サカイ引越センター

011-676-1141 札幌支社

札幌市西区西野２条９丁目５－２３

株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター

011-676-1141 札幌西支社

札幌市西区西野２条９丁目５－２３

株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便

011-665-2980 札幌支店

札幌市西区発寒十六条１３－４－１

株式会社エスラインギフ

日本図書輸送株式会社

011-662-8728 札幌営業所

札幌市西区発寒１２条１４－１０７６－６

日本図書輸送株式会社

日本通運株式会社

011-688-9210 札幌引越営業センター

札幌市西区発寒１０条１４丁目１０６９－７

日本通運株式会社

ＳＧムービング

011-783-5555 札幌営業所

札幌市東区伏古八条１－２－１０

ＳＧムービング株式会社

アート引越センター

011-785-0123 札幌東支店

札幌市東区北３４条東２７丁目６－１０

アートコーポレーション株式会社

ハトのマークの引越センター 札幌東セ
ンター
ハトのマークの引越センター 札幌美香
保センター

011-783-1954 ハトのマークの引越センター 札幌東センター

札幌市東区東雁来４条１丁目１－２３

山登運輸株式会社

011-752-1954 札幌美香保センター

札幌市東区北１９条東１丁目４－１４

株式会社大真運輸

福山通運引越センター

011-785-8581 札幌引越センター

札幌市東区東苗穂４条３－２－１８

福山通運株式会社

三八五引越センター

011-827-7385 北海道三八五流通株式会社 札幌引越センター

札幌市東区伏古三条４丁目１－１５

三八五流通株式会社

さくらスマイル引越隊

050-3533-5931 株式会社ＬＮＪロジスティックス 様似営業所

様似郡様似町西町７４－１

株式会社ロジネットジャパン

日本通運株式会社

0146-36-2411 苫小牧支店様似営業所

様似郡様似町港町１０－１

日本通運株式会社

西尾運送有限会社

0165-23-1657 西尾運送有限会社

士別市下士別町４５線東２番地

西尾運送有限会社

さくらスマイル引越隊

090-3391-6560 札幌通運株式会社 滝川営業所

滝川市流通団地３丁目７番２１号

株式会社ロジネットジャパン

日本通運株式会社

0125-22-2151 札幌支店滝川支店営業係

滝川市流通団地２丁目１－１９

日本通運株式会社

株式会社トランシス

0123-28-5000 本社営業所

千歳市泉沢１００７番地１８４

株式会社トランシス

アート引越センター

0144-53-0123 苫小牧支店

苫小牧市新開町４－４－１１

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

0144-55-6531 北海道西濃運輸 苫小牧支店

苫小牧市新明町１－１－１１

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

0144-82-7085 苫小牧支社

苫小牧市北栄町５－２－５

株式会社サカイ引越センター

さくらスマイル引越隊

090-5988-9012 札幌通運株式会社 苫小牧支店

苫小牧市新明町３丁目２－４

株式会社ロジネットジャパン

株式会社シズナイロゴス

0144-55-4324 苫小牧支店

苫小牧市一本松町３－１４

株式会社シズナイロゴス

苫小牧市 室蘭海陸通運株式会社

0144-56-5170 苫小牧支店

苫小牧市新明町１丁目６番９号

室蘭海陸通運株式会社

0144-57-8121 苫小牧支店苫小牧物流センター引越センター

苫小牧市新明町２丁目１－１２

日本通運株式会社

札幌市
西区

札幌市
東区

様似郡
様似町
士別市

滝川市

千歳市

苫小牧市

日本通運株式会社
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引越サービス名称
中川郡
幕別町

電話番号

事業所名

所在地

事業者（団体）名

合同引越センター

0155-56-3933 合同引越センター

中川郡幕別町字千住３９７番２８

合同通運有限会社

日本通運株式会社

01654-3-2141 旭川支店名寄支店

名寄市大通南６丁目１１－１

日本通運株式会社

有限会社おさ 本社営業所

01654-2-5138 有限会社おさ 本社営業所

名寄市徳田２７４－４

有限会社おさ

カンガルー引越便

0143-85-8491 北海道西濃運輸 室蘭営業所

登別市大和町１－２－１５

西濃運輸株式会社

アート引越センター

0138-23-0123 函館支店

函館市桔梗３丁目４０番１８号

アートコーポレーション株式会社

サカイ引越センター

0138-62-1141 函館支社

函館市万代町２０－２４

株式会社サカイ引越センター

さくらスマイル引越隊

080-8280-0746 札幌通運株式会社 函館支店

函館市西桔梗町５８９

株式会社ロジネットジャパン

ハート引越センター

0138-59-1910 函館センター

函館市赤坂町１３番１号

株式会社ハート引越センター

ハトのマークの引越センター 函館セン
ター

0138-48-8019 函館センター

函館市西桔梗町５８９－２５７

キョーツー株式会社

日本通運株式会社

0138-43-8884 函館支店物流センターコンテナ係

函館市浅野町５－２２

日本通運株式会社

函館引越センター

0138-49-5131 函館引越センター

函館市西桔梗町５８９番地

株式会社函館小型運送

函館運送株式会社

0138-45-1661 函館運送株式会社 ＪＲコンテナ支店

函館市港町１丁目３６－２３

函館運送株式会社

函館運送株式会社

0138-49-6655 函館運送株式会社 本社管理部

函館市西桔梗町５８９－１４８

函館運送株式会社

0146-42-0045 静内営業所

日高郡新ひだか町静内末広町３丁目２番６
株式会社シズナイロゴス
号

名寄市

登別市

函館市

日高郡
株式会社シズナイロゴス
新ひだか町

美唄市

株式会社環商事

0126-62-6621 株式会社環商事

美唄市東６条北５丁目３－１

株式会社環商事

広尾郡
広尾町

日本通運株式会社

01558-2-3115 帯広支店十勝港支店

広尾郡広尾町会所前５丁目５

日本通運株式会社

富良野市 日本通運株式会社

0167-23-2151 旭川支店富良野支店

富良野市花園町３－７０

日本通運株式会社

カンガルー引越便

0138-49-2331 北海道西濃運輸 函館支店

北斗市追分６２－１０

西濃運輸株式会社

ヤマダイ引越センター

0138-49-8119 ヤマダイ引越センター

北斗市七重浜１丁目８番１号

ヤマダイ大作運輸株式会社

アート引越センター

0143-44-0123 室蘭支店

室蘭市東町３丁目２－１８

アートコーポレーション株式会社

室蘭海陸通運株式会社

0143-44-3734 東室蘭支店

室蘭市東町３丁目２番１号

室蘭海陸通運株式会社

日本通運株式会社

0143-22-3166 室蘭支店物流センター 営業課

室蘭市御崎町１丁目３５－１

日本通運株式会社

さくらスマイル引越隊

080-2833-5693 札幌通運株式会社 紋別営業所

紋別市渚滑町元新５丁目４５－２７

株式会社ロジネットジャパン

北斗市

室蘭市

紋別市
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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

利尻郡
利尻町

利尻引越センター

0163-84-2424 利尻引越センター

利尻郡利尻町沓形字本町１１番地

利尻島運輸株式会社

留萌市

真田運輸株式会社

0164-42-0840 真田運輸株式会社

留萌市東雲町２丁目１番地

真田運輸株式会社

株式会社北日本物流

0162-24-3636 本社営業所

稚内市末広１丁目３番６号

株式会社北日本物流

日本通運株式会社

0162-23-2651 旭川支店稚内支店

稚内市開運２丁目１－７

日本通運株式会社

稚内市
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