
【東京都】
2023/3/30

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

アート引越センター 03-3896-0123 足立支店 足立区伊興本町１－１６－２９ アート引越センター株式会社

アシストライン株式会社 03-5691-1101 アシストライン株式会社 足立区入谷７－５－３ アシストライン株式会社

岡山県貨物運送株式会社 03-3855-2941 足立支店 足立区入谷６－１－１ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7599 足立東支店 足立区入谷６－１－１ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7601 足立支店 足立区入谷７－１９－２７ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 03-5647-2780 東京城西支社 足立区扇２－２６－３９ 株式会社サカイ引越センター

ハトのマークの引越センター　足立西セ
ンター

03-3854-2019 足立西センター 足立区入谷７－５－３ 大作輸送株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7588 板橋支店 板橋区富士見町４－８ 西濃運輸株式会社

さくらスマイル引越隊 0120-158-396 株式会社ロジネットジャパン東日本　板橋営業所 板橋区高島平６丁目１－１ 株式会社ロジネットジャパン

中越運送株式会社 03-3938-4190 板橋営業所 板橋区高島平６－１－１ 中越運送株式会社

豊田引越センター 03-3966-0233 本社営業所 板橋区小豆沢１－９－４ 豊田運送株式会社

稲城市 アート引越センター 042-377-0123 多摩支店 稲城市百村２１１４－１２ アート引越センター株式会社

アート引越センター 03-5659-0123 葛西支店 江戸川区臨海町６－３－４ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 03-5661-8110 東京本部 江戸川区松本２－３４－６ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 03-5661-6661 江戸川支店 江戸川区松本２－３４－６ 株式会社引越社

ＩＮＵＩ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ 03-3686-1254 葛西営業所 江戸川区臨海町３－５－１ イヌイ運送株式会社

大江戸引越センター 03-3686-6411 大江戸引越センター　三興運輸株式会社 江戸川区北葛西５－１９－２２ 三興運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社 03-3878-3241 東京主管支店 江戸川区臨海町４－３－１ 岡山県貨物運送株式会社

サカイ引越センター 03-5679-1141 東京東支社 江戸川区船堀５－６－２ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5879-0650 江戸川支社 江戸川区松本１－１９－１３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5679-7060 東京城東支社 江戸川区船堀５－６－２ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5879-1577 新小岩支社 江戸川区松本１－１９－３ 株式会社サカイ引越センター

澁澤引越センター 03-5878-0386 澁澤東京引越センター 江戸川区北葛西４－１１－５ 澁澤陸運株式会社

　　　　　引越優良事業者（事業所）
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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

スター引越センター 03-5661-0154 東京支店 江戸川区西一之江２－１１－９ 株式会社スタームービング

セイノースーパーエクスプレス引越セン
ター

03-3680-8171 東京湾岸引越センター 江戸川区臨海町４－３－１ セイノースーパーエクスプレス株式会社

アート引越センター 03-6410-0123 東京南支店 大田区久が原５－２－２０ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 03-6864-2626 大田支店 大田区大森南２－２２－７ 株式会社引越社

岡山県貨物運送株式会社 03-3762-8261 京浜支店 大田区平和島２－１－１ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7603 京浜ターミナル支店 大田区平和島２－１－１ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7604 大森支店 大田区平和島５－５－３１ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 03-5713-2190 東京南支社 大田区南六郷３－１７－５ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5713-2190 品川支社 大田区南六郷３－１７－５ 株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便 03-3762-7551 京浜支店 大田区平和島５－６－２５ 株式会社エスラインギフ

トナカイ引越便 03-3799-3331 東京支店 大田区東海４丁目３番１０号 菱倉運輸株式会社

ヒダロジスティックス 03-3731-1721 ヒダロジスティックス 大田区東六郷一丁目１９番２号 株式会社ヒダロジスティックス

アート引越センター 03-6837-0123 葛飾支店 葛飾区奥戸６－７－１ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 03-5672-6161 墨田支社 葛飾区四つ木５－４－１６ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5671-7611 葛飾支社 葛飾区立石２－２６－１３ 株式会社サカイ引越センター

有限会社三興運輸 03-3694-7447 本社営業所 葛飾区東立石１－７－５ 有限会社三興運輸

北区 アート引越センター 03-5970-0123 京北支店 北区浮間５－６－５ アート引越センター株式会社

アート引越センター 042-330-0123 国立支店 国立市谷保６－１７－１２ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 042-580-2626 国立支店 国立市谷保４２９２－１ 株式会社引越社

サカイ引越センター 042-548-8773 国立支社 国立市青柳１－３０－１８ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 042-548-8773 武蔵野支社 国立市青柳１－３０－１８ 株式会社サカイ引越センター

アート引越センター 03-5628-0123 江東支店 江東区亀戸７－２－１ アート引越センター株式会社

ＩＮＵＩ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ 03-5564-1254 東雲営業所 江東区東雲２－１－１０ イヌイ運送株式会社

ＩＮＵＩ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ 03-5531-1264 本社 江東区東雲２－１－１０ イヌイ運送株式会社

江戸川区

大田区

葛飾区

国立市

江東区
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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

ＳＧムービング 03-6850-7800 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 江東区新砂３－２－９ ＳＧムービング株式会社

ＳＧムービング 03-5857-2410 本社 江東区新砂３－２－９ ＳＧムービング株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7595 東京支店 江東区新木場３－１－１ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7597 錦糸町支店 江東区毛利１－４－１ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7596 深川支店 江東区新砂１－３－７ 西濃運輸株式会社

株式会社ギンテック 03-6457-0200 株式会社ギンテック 江東区新木場３－７－２ 株式会社ギンテック

スワロー引越便 03-3522-8030 東京支店 江東区若洲２－２－８ 株式会社エスラインギフ

スワロー引越便 03-3522-8031 東日本本部 江東区若洲２－２－８ 株式会社エスラインギフ

セイノースーパーエクスプレス引越セン
ター

03-6384-7888 複合輸送部 江東区辰巳３丁目１０番２３号 セイノースーパーエクスプレス株式会社

センコー引越プラザ 03-6684-1134 東京店 江東区東雲２－１－１０ 株式会社センコーリビングプラザ

センコー引越プラザ 03-6684-1134 コールセンター 江東区潮見２－８－１０ 株式会社センコーリビングプラザ

中越運送株式会社 03-3536-1515 深川営業所 江東区東雲１－８－１９ 中越運送株式会社

テツソートランクルーム 03-3644-3361 株式会社テツソー 江東区塩浜１－１－２０ 株式会社テツソー

テツソートランクルーム 03-3644-0161 テツソー物流株式会社 江東区塩浜１－１－２０ 株式会社テツソー

トナカイ引越便 03-3642-8817 本店営業部 江東区佐賀１丁目１８番８号 菱倉運輸株式会社

西鉄運輸株式会社 03-3522-0351 東京支店 江東区辰巳３－１０－２５ 西鉄運輸株式会社

ニット引越センター 03-5569-7855 本社 江東区新木場１－１８－１０ 日本図書輸送株式会社

ニット引越センター 03-5569-7633 東京物流センター 江東区新木場１－１８－１０ 日本図書輸送株式会社

日本ロジテム株式会社新砂営業所引越
センター

03-6660-2711 新砂営業所引越センター 江東区新砂２－５－２８ 日本ロジテム株式会社

函館運送株式会社 03-3522-0591 函館運送株式会社　東京支店 江東区新木場３丁目２－１１ 函館運送株式会社

ハトのマークの引越センター　江東セン
ター

03-3642-2019 江東センター 江東区木場５－１２－３ 有限会社丸オ奥田商店

福山通運引越センター 03-3643-0857 東京引越センター 江東区越中島３－６－１５ 福山通運株式会社

三八五引越センター 03-3976-0385 三八五流通株式会社　東京引越センター 江東区枝川２－２－３ 三八五流通株式会社

小平市 アート引越センター 042-450-0123 西東京支店 小平市花小金井南町１－１８－５ アート引越センター株式会社

江東区
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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

ＩＮＵＩ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ 042-348-4521 小平営業所 小平市小川町１－１１６７－７ イヌイ運送株式会社

サカイ引越センター 042-465-5111 小平支社 小平市花小金井５－５８－１０ 株式会社サカイ引越センター

ハトのマークの引越センター　小平・国
分寺センター

042-343-2019 小平・国分寺センター 小平市天神町３－１０－３ 株式会社トーショー

アート引越センター 03-3474-0123 港支店 品川区東品川１－３－１０ アート引越センター株式会社

さくらスマイル引越隊 0120-158-396 株式会社ロジネットジャパン東日本　東京物流事業部
品川区八潮３－２－５２　エフプラザ東京　Ｌ
棟２階

株式会社ロジネットジャパン

日本通運株式会社 03-5495-1817 海外引越事業支店オペレーションセンター 品川区東品川５－７－２８ 日本通運株式会社

アート引越センター 03-3333-0123 杉並支店 杉並区松庵２－２３－２９ アート引越センター株式会社

アイユーシー引越センター 03-3396-8801 アイユーシー引越センター（東京都杉並） 杉並区善福寺１－１－２２ アイユーシー株式会社

アイユーシー引越センター 03-5311-1611 アイユーシー引越センター（東京都杉並） 杉並区上井草２－２－２ アイユーシー株式会社

ダイヤル運送 03-3390-3959 ダイヤル運送 杉並区今川２－２１－９ 株式会社ダイヤル運送

アート引越センター 03-5247-0123 墨田支店 墨田区東墨田２－８－７ アート引越センター株式会社

セイコー引越センター 03-3613-5112 セイコー引越センター 墨田区立花５－１９－６ 清興運輸株式会社

アート引越センター 03-5314-0123 世田谷支店 世田谷区北烏山３－２－１ アート引越センター株式会社

アート引越センター 03-6703-0123 目黒支店 世田谷区玉堤２－２－２１ アート引越センター株式会社

ＳＢＳロジコム株式会社 03-3749-4962 ＳＢＳロジコム株式会社 世田谷区喜多見７－３５－２１ ＳＢＳロジコム株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7602 世田谷支店 世田谷区八幡山２－６－１ 西濃運輸株式会社

京王運輸株式会社　引越センター 03-3290-9677 京王運輸株式会社引越センター 世田谷区上北沢4-36-15 京王運輸株式会社

サカイ引越センター 03-5752-1141 世田谷支社 世田谷区等々力２－３７－４ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5752-1705 目黒支社 世田谷区等々力２－３７－４ 株式会社サカイ引越センター

新日本運輸株式会社 03-3702-4191 新日本運輸株式会社 世田谷区新町２丁目３０番１号 新日本運輸株式会社

ハトのマークの引越センター　世田谷セ
ンター

03-3704-2019 世田谷センター 世田谷区駒沢５－１５－１１ 淺見運輸倉庫株式会社

台東区
ハトのマークの引越センター　千代田・
中央センター

03-3843-5637 田中運送株式会社 台東区北上野２－１３－１ 田中運送株式会社

ＳＧムービング 042-528-8250 西東京営業所 立川市泉町９３５番地 ＳＧムービング株式会社

北多摩運送株式会社 042-523-1261 営業本部 立川市曙町１－３７－２ 北多摩運送株式会社

小平市

品川区

杉並区

墨田区

世田谷区

立川市
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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

京王運輸株式会社　引越センター 042-528-1486 京王運輸株式会社引越センター 立川市泉町９３５－１－２３３ 京王運輸株式会社

西多摩引越センター 042-523-2271 引越センター 立川市泉町９３５ 西多摩運送株式会社

多摩市 京王運輸株式会社　引越センター 042-376-7611 京王運輸株式会社引越センター 多摩市落合１－１２－１ 京王運輸株式会社

トナミ引越センター 03-3664-1098 引越部 中央区日本橋堀留町２－８－４ トナミ運輸株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 03-6853-2611 東京営業所 中央区明石町６番１７号 日本梱包運輸倉庫株式会社

サカイ引越センター 0424-83-1141 東京西支社 調布市上石原１－１７－３２ 株式会社サカイ引越センター

ピンクの引越センター 03-5438-2170 ピンクの引越センター 調布市入間町２－１０－４ 株式会社トラスト・ウィン

エーエル　プラス株式会社 03-5282-2232 引越東京支店 千代田区内神田一丁目１２番１号 エーエル　プラス株式会社

日本通運株式会社 03-5801-1258 引越営業部 千代田区神田和泉町２番地 日本通運株式会社

アート引越センター 03-3999-0123 東京北支店 練馬区高松３－５－７ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 03-5923-1141 練馬支社 練馬区谷原３－２－１５ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5923-1151 東京中央支社 練馬区谷原３－２－１５ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 03-5988-0540 移転引越第一営業部引越事業所引越センター課 練馬区旭丘１丁目２２－１３ 日本通運株式会社

アート引越センター 042-679-0123 八王子支店 八王子市松木２９－１２ アート引越センター株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7592 八王子支店 八王子市石川町２９６８－９ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 042-643-6221 八王子支社 八王子市石川町２９６９－２１ 株式会社サカイ引越センター

株式会社東邦運輸 042-474-4111 株式会社東邦運輸 東久留米市幸町４－６－１２ 株式会社東邦運輸

ハトのマークの引越センター　東久留米
センター

042-474-4111 東久留米センター 東久留米市幸町４－６－１２ 株式会社東邦運輸

アート引越センター 042-567-0123 東大和支店 東大和市芋窪５－１１３７－９ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 042-516-1141 東大和支社 東大和市立野４－４９８－１ 株式会社サカイ引越センター

アクティブ感動引越センター 042-330-3300 東京支社 府中市押立町１－３－２２ 恵実物流株式会社

北多摩運送株式会社 042-366-2112 府中営業所 府中市本町４－３５－１ 北多摩運送株式会社

セイノースーパーエクスプレス引越セン
ター

042-306-7521 西東京引越センター 府中市是政４－２３ セイノースーパーエクスプレス株式会社

日本通運株式会社 042-358-0202 多摩支店立川事業所多摩引越センター課 府中市白糸台１丁目５０－１ 日本通運株式会社

中央区

調布市

立川市

千代田区

練馬区

八王子市

東久留米
市

東大和市

府中市
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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

ＳＧムービング 042-788-2833 西関東営業所 町田市鶴間７丁目３０番１号 ＳＧムービング株式会社

サカイ引越センター 042-706-1141 町田支社 町田市鶴間８－７－１６ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 0422-40-2351 杉並支社 三鷹市下連雀９－１－１３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 042-240-2351 三鷹支社 三鷹市下連雀９－１－１３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 03-5439-1151 東日本本部 港区芝浦２－１３－１１ 株式会社サカイ引越センター

株式会社東京ロジステック小林徳市運
送

03-3451-3367 株式会社東京ロジステック小林徳市運送 港区三田２丁目９番１１号
株式会社東京ロジステック小林徳市運
送

トータル・コマース・ソリューション株式会
社

03-6435-4930 東京営業所 港区海岸二丁目６番３６号
トータル・コマース・ソリューション株式会
社

松下運輸株式会社 03-6450-4092 松下運輸東京営業所　営業統括本部 港区南麻布２－１３－２１ 松下運輸株式会社

アート引越センター 042-563-0123 武蔵村山支店 武蔵村山市榎３－５４－４ アート引越センター株式会社

ハトのマークの引越センター　西多摩セ
ンター

042-520-1954 西多摩センター 武蔵村山市三ツ木２－１７－３ 株式会社エム・エス・カンパニー

武蔵通商株式会社 042-560-7211 武蔵通商株式会社 武蔵村山市伊奈平１－２４－２ 武蔵通商株式会社

三鷹市

武蔵村山
市

町田市

港区
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