引越優良事業者（事業所）

【愛知県】
愛西市
海部郡
蟹江町
海部郡
飛島村

2021/1/1

引越サービス名称
ハトのマークの引越センター 名古屋南
センター

電話番号

事業所名

所在地

事業者（団体）名

0567-33-0511 名古屋南センター

愛西市西條町大池５７－１

栄進物流株式会社

ＪＲＣ日本引越センター

0567-96-4582 ＪＲＣ日本引越センター

海部郡蟹江町大字今西１－１１４

株式会社ジェイ・ロジコム

浜名梱包引越センター

0567-57-0708 浜名梱包引越センター 名古屋営業所

海部郡飛島村木場２－１２５－２

浜名梱包輸送株式会社

カスタマーロジセンター７０

0566-75-6113 カスタマーロジセンター７０

安城市二本木新町１丁目７番地２３

カリツー株式会社

日本通運株式会社

0566-77-2711 三河支店岡﨑物流事業所安城営業課

安城市北山崎町猪山２７－１

日本通運株式会社

エーエル プラス株式会社

0586-63-1261 引越東海支店

一宮市小信中島字川東３番地

エーエル プラス株式会社

カンガルー引越便

052-678-4315 一宮支店

一宮市今伊勢崎町馬寄字鯲池１

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

0586-26-0701 一宮支社

一宮市富士４－７－１０

株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便

0586-77-0307 一宮支店

一宮市浅野新田３４

株式会社エスラインギフ

スワロー引越便

0586-77-7708 スリーエス物流 本社営業所

一宮市丹陽町九日市場字中田６３－１

株式会社エスラインギフ

カンガルー引越便

0568-67-6431 濃飛西濃運輸 犬山営業所

犬山市字鳥屋越１２２番２

西濃運輸株式会社

アート引越センター

0562-45-0123 南名古屋支店

大府市北崎町遠山９４－１

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

052-678-4306 大府支店

大府市北崎町遠山２００－１

西濃運輸株式会社

アート引越センター

0564-57-0125 三河支店

岡崎市蓑川新町３－３－１３

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

0564-25-2626 岡崎支店

岡崎市栄町５－２－２

株式会社引越社

アリさんマークの引越社

0564-66-0845 豊田支店

岡崎市栄町５－２－２

株式会社引越社

カンガルー引越便

052-678-4308 岡崎支店

岡崎市大門１－４－８

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

0564-33-1131 岡﨑支社

岡崎市宇頭町字久屋名３７－１

株式会社サカイ引越センター

丸栄ニューウェーブ株式会社

0564-77-9920 本社営業所

岡崎市洞町字鷹野２－１

丸栄ニューウェーブ株式会社

日本通運株式会社

0564-22-6543 三河支店岡﨑物流事業所岡﨑営業課

岡崎市大平町字欠下５１

日本通運株式会社

0561-52-2870 名古屋東支店

尾張旭市下井町下井２１６４

株式会社エスラインギフ

ＭＳブラザーズ引越センター

0568-52-8080 ＭＳブラザーズ引越センター

春日井市高蔵寺町北１丁目１０６番地

伸栄サービス株式会社

サカイ引越センター

0568-93-1041 春日井支社

春日井市坂下町１－１４９９－１

株式会社サカイ引越センター

安城市

一宮市

犬山市

大府市

岡崎市

尾張旭市 スワロー引越便

春日井市
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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

アリさんマークの引越社

0566-27-2626 刈谷支店

刈谷市一ツ木町２－２－１３

株式会社引越社

サカイ引越センター

0566-62-6211 刈谷支社

刈谷市一ツ木町６－１２－１

株式会社サカイ引越センター

株式会社引越一番

0566-61-1541 本社

刈谷市今川町中矢戸９－１

株式会社引越一番

日本通運株式会社

0566-45-6121 三河支店刈谷南物流センター刈谷営業所

刈谷市一里山町下流１－１

日本通運株式会社

アート引越センター

0568-35-0123 北名古屋支店

北名古屋市宇福寺天神６

アートコーポレーション株式会社

福山通運引越センター

0568-22-2410 名古屋引越センター

北名古屋市中之郷八反３８

福山通運株式会社

スワロー引越便

052-502-1101 名古屋支店

清須市春日江先５７

株式会社エスラインギフ

スワロー引越便

052-502-1101 中部本部

清須市春日江先５７

株式会社エスラインギフ

トナミ引越センター

052-408-0281 東海引越センター

清須市春日立作２３

トナミ運輸株式会社

ＳＧムービング

0568-72-1136 名古屋営業所

小牧市舟津八反田１３６

ＳＧムービング株式会社

カンガルー引越便

052-678-4313 小牧支店

小牧市新小木１－９２

西濃運輸株式会社

こぐまの名鉄引越便

0568-72-5531 名古屋引越センター

小牧市新小木３－７

名鉄運輸株式会社

さくらスマイル引越隊

0568-42-0291 株式会社ロジネットジャパン西日本 名古屋支店

小牧市大字村中字池田１０８０－１

株式会社ロジネットジャパン

センコー引越プラザ

0568-65-6791 小牧店

小牧市河内屋新田高笹４８０－１ センコー
（株）小牧支店内２Ｆ

株式会社センコーリビングプラザ

ハトのマークの引越センター 春日井・
小牧センター

0568-72-2819 春日井・小牧センター

小牧市三ツ渕３７４－１

航空集配サービス株式会社

岡山県貨物運送株式会社

0568-73-1255 名古屋主管支店

小牧市下末３７５－２

岡山県貨物運送株式会社

丸全昭和運輸グループ（引越１番）

0568-77-4186 小牧センター

小牧市大字舟津字巾上５１９－１

丸全昭和運輸株式会社

日本通運株式会社

0568-73-2264 名古屋ロジスティクス支店ロジスティクス課

小牧市新小木１丁目３１

日本通運株式会社

澁澤引越センター

0568-76-4547 澁澤名古屋引越センター

小牧市入鹿出新田８２２

澁澤陸運株式会社

三河ひよっこ引越しセンター

0566-53-0400 三河ひよっこ引越しセンター

高浜市碧海町５－１－２８

高浜共立運輸株式会社

0569-47-1860 東海西濃運輸 知多支店

知多郡阿久比町大字板山字東菱池１３１

西濃運輸株式会社

カンガルー引越便

0567-28-7225 津島支店

津島市寺野町好土２

西濃運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社

052-603-3011 名古屋南支店

東海市新宝町５０７－３９

岡山県貨物運送株式会社

丸全昭和運輸グループ（引越１番）

052-603-8775 中部特輸センター

東海市名和町後酉８２

丸全昭和運輸株式会社

刈谷市

北名古屋市

清須市

小牧市

高浜市

知多郡
カンガルー引越便
阿久比町
津島市

東海市
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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

カンガルー引越便

0533-85-3331 豊川支店

豊川市本野ヶ原３－８５

西濃運輸株式会社

サーラ引越便

0533-85-5959 豊川営業所

豊川市宿町野川１番地２７

サーラ物流株式会社

サーラ引越便

0533-73-2991 本社

豊川市宿町野川１番地２７

サーラ物流株式会社

岡山県貨物運送株式会社

0533-93-6535 豊川営業所

豊川市篠田町市道１０

岡山県貨物運送株式会社

スワロー引越便

0565-21-6101 豊田支店

豊田市福受町下ノ切３３

株式会社エスラインギフ

日本通運株式会社

0565-31-8748 三河支店豊田営業支店

豊田市広久手町３丁目２４

日本通運株式会社

アート引越センター

0532-32-0123 豊橋支店

豊橋市下地町字門３－１

アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便

0532-33-1133 豊橋支店

豊橋市神野新田町ヌノ割２０

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

0532-57-5511 豊橋支社

豊橋市下地町橋口４６－２

株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便

0532-23-3731 豊橋支店

豊橋市明海町４－２７

株式会社エスラインギフ

日本通運株式会社

0532-52-6378 豊橋支店豊橋物流センター コンテナ引越課

豊橋市北島町字中川原１４１－２

日本通運株式会社

アート引越センター

0120-0123-19 名城支店

名古屋市北区天道町３－５

アートコーポレーション株式会社

052-991-7136 名古屋北営業所

名古屋市北区辻町２－１９

岡山県貨物運送株式会社

052-915-0154 名古屋営業所

名古屋市北区若葉通３－１０

株式会社引越一番

052-800-8427 ジョイン引越ドットコム

名古屋市天白区島田２－７０８番地

有限会社ジョイン引越ドットコム

アート引越センター

052-363-0123 名古屋支店

名古屋市中川区露橋１－２１－２２

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

052-687-0001 中部本部

名古屋市中川区江松５－２２６

株式会社引越社

アリさんマークの引越社

052-302-2626 中川支店

名古屋市中川区江松５－２２６

株式会社引越社

カンガルー引越便

052-678-4305 名古屋西支店

名古屋市中川区福川町２－１

西濃運輸株式会社

052-678-4309 名古屋支店

名古屋市中川区柳川町１４－１５

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

052-439-2711 名古屋西支社

名古屋市中川区富田町大字千音寺字狭間
株式会社サカイ引越センター
４６２９－１

セイノー引越株式会社

052-682-3921 名古屋支店

名古屋市中川区柳川町１４－１５

セイノー引越株式会社

株式会社ウェルカム・バスケット

052-439-0754 名西支店

名古屋市中川区新家２－１０４

株式会社ウェルカム・バスケット

三雪運輸株式会社

052-351-2321 本社営業所

名古屋市中川区小塚町１４番地

三雪運輸株式会社

豊川市

豊田市

豊橋市

名古屋市
岡山県貨物運送株式会社
北区
株式会社引越一番
名古屋市 安いのに親切なひっこし屋さん ジョイン
天白区 引越ドットコム

名古屋市
カンガルー引越便
中川区
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引越サービス名称
名古屋市
中川区

名古屋市
中区

名古屋市
港区

事業者（団体）名

名古屋市中川区広川町３丁目１－３０

名古屋急送株式会社

名古屋急送引越センター

052-654-8220 玉川営業所

名古屋市中川区玉川町２丁目１－２

名古屋急送株式会社

グリーンハンド引越センター

052-882-0621 金山支店：グリーンハンド引越センター

名古屋市中区金山五丁目３番１７号

大宝運輸株式会社

グリーンハンド引越センター

052-871-5831 グリーンハンド引越センター

名古屋市中区金山五丁目３番１７号

大宝運輸株式会社

エイブル引越サービス株式会社

052-419-1230 東海営業所

名古屋市中村区豊国通１－１８

エイブル引越サービス株式会社

052-551-8181 名古屋支店営業第１グループ移転引越センター

名古屋市中村区名駅南４丁目２－２１

日本通運株式会社

脇田運輸倉庫株式会社

052-582-1801 脇田運輸倉庫株式会社

名古屋市中村区名駅南１－２８－２１

脇田運輸倉庫株式会社

カンガルー引越便

052-678-4312 枇杷島支店

名古屋市西区こも原町１８７

西濃運輸株式会社

ハート引越センター

052-509-5810 名古屋センター

名古屋市西区玉池町８８

株式会社ハート引越センター

052-678-4307 大曽根支店

名古屋市東区砂田橋５－１０－１０

西濃運輸株式会社

052-852-3261 株式会社丸善運輸

名古屋市瑞穂区妙音通三丁目５１番地

株式会社丸善運輸

ハート引越センター

052-856-8100 名古屋東センター

名古屋市緑区徳重５丁目７０９

株式会社ハート引越センター

日本図書輸送株式会社

052-625-4511 名古屋営業所

名古屋市緑区大根山２丁目２０１番地

日本図書輸送株式会社

ジェイアール東海物流

052-355-7430 名古屋引越センター

名古屋市港区熱田前新田字中川東６－１

ジェイアール東海物流株式会社

スワロー引越便

052-619-6911 名古屋南支店

名古屋市港区本星崎町南３９９８－３０

株式会社エスラインギフ

トナカイ引越便

052-382-6255 名古屋支店

名古屋市港区宝神３丁目２２０１番地

菱倉運輸株式会社

日本通運株式会社

052-611-3722 名古屋海外引越支店名古屋オペレーションセンター

名古屋市港区船見町３１番地

日本通運株式会社

アリさんマークの引越社

052-822-2626 南支店

名古屋市南区白雲町１６４－３

株式会社引越社

052-678-4304 笠寺支店

名古屋市南区南野３－２５７

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

052-619-0255 名古屋南支社

名古屋市南区荒浜町５－１８

株式会社サカイ引越センター

アート引越センター

052-779-0123 名東支店

名古屋市名東区照が丘１８６

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

052-703-2616 名東支店

名古屋市名東区小井堀町１２０２

株式会社引越社

サカイ引越センター

052-760-0512 中日本本部

名古屋市名東区若葉台８１１

株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター

052-760-1141 名古屋北支社

名古屋市名東区若葉台８１１

株式会社サカイ引越センター

名古屋市
カンガルー引越便
南区

名古屋市
名東区

所在地

052-352-2171 広川営業所

名古屋市
カンガルー引越便
東区
名古屋市
株式会社丸善運輸
瑞穂区
名古屋市
緑区

事業所名

名古屋急送引越センター

名古屋市
日本通運株式会社
中村区

名古屋市
西区

電話番号
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引越サービス名称
名古屋市
日本通運株式会社
守山区

電話番号

事業所名

所在地

事業者（団体）名

052-792-4671 名古屋支店営業第３グループ守山移転引越センター

名古屋市守山区新守山２５０２

日本通運株式会社

名古屋急送引越センター

0568-65-8770 豊山営業所

西春日井郡豊山町大字豊場字志水４５番

名古屋急送株式会社

カンガルー引越便

052-678-4303 名古屋東支店

日進市浅田町美濃輪１－１２

西濃運輸株式会社

サカイ引越センター

052-804-1141 名古屋東支社

日進市赤池町箕ノ手３０－１

株式会社サカイ引越センター

株式会社ウェルカム・バスケット

052-800-0754 名東・名南支店

日進市赤池町屋下３４５－１

株式会社ウェルカム・バスケット

丹羽郡
大口町

セイノースーパーエクスプレス引越セン
ター
ハトのマークの引越センター 名古屋城
北センター

0587-95-6601 名古屋引越センター

丹羽郡大口町豊田３－２６１

セイノースーパーエクスプレス株式会社

0587-95-8881 名古屋城北センター

丹羽郡大口町伝右２丁目２９１－１

日本ピープラス物流株式会社

半田市

日本通運株式会社

0569-21-2581 三河支店半田営業支店

半田市十一号地１８－８

日本通運株式会社

西春日井郡
豊山町

日進市
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