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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 072-632-8255 北大阪支店 茨木市宮島２－５－１ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3016 北大阪支店 茨木市宮島２－５－１ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3024 茨木支店 茨木市藤の里１－４－８ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 072-632-8187 日ノ丸西濃運輸　北大阪支店 茨木市宮島２－５－１ 西濃運輸株式会社

トナミ引越センター 072-637-5020 関西引越センター 茨木市宮島２－５－１ トナミ運輸株式会社

マイスター引越センター 072-637-7000 本社 茨木市横江２－３－２３ 株式会社マイスター引越センター

大阪市
北区

日本通運株式会社 06-6458-3600
大阪東ロジスティクス部オペレーション事業所梅田オペ
レーション課

大阪市北区中津５丁目７－４ 日本通運株式会社

ＳＧムービング 06-6467-6101 大阪営業所 大阪市此花区北港白津２－５－３３ ＳＧムービング株式会社

センコー引越プラザ 06-6468-7110 南大阪店 大阪市此花区北港白津１－４－５３ 株式会社センコーリビングプラザ

トナカイ引越便 06-6462-0777 大阪支店 大阪市此花区桜島３丁目８番２４号 菱倉運輸株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3018 関目支店 大阪市城東区関目５－８－１６ 西濃運輸株式会社

スワロー引越便 06-6932-7351 城東支店 大阪市城東区今福南３－１－３５ 株式会社エスラインギフ

スワロー引越便 06-6932-7351 西日本本部 大阪市城東区今福南３－１－３５ 株式会社エスラインギフ

岡山県貨物運送株式会社 06-6612-4801 南港支店 大阪市住之江区南港東４－１０－１９ 岡山県貨物運送株式会社

くらすむーぶ 06-6682-1359 株式会社くらすむーぶ 大阪市住之江区泉１－３－１８ 株式会社くらすむーぶ

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西日本　大阪支店 大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 株式会社ロジネットジャパン

スワロー引越便 06-6612-4101 大阪南支店 大阪市住之江区南港東４－１０－１０８ 株式会社エスラインギフ

ハトのマークの引越センター　大阪西セ
ンター

06-6445-8019 大阪西センター 大阪市住之江区柴谷２－８－７６ 丸二倉庫株式会社

丸和運輸株式会社 06-4702-0010 丸和運輸株式会社 大阪市住之江区平林北２－９－１２７ 丸和運輸株式会社

アート引越センター 06-6946-0253 お客様相談室 大阪市中央区城見１－２－２７ アート引越センター株式会社

エーエル　プラス株式会社 06-4790-6758 引越大阪支店 大阪市中央区石町２丁目３番４号 エーエル　プラス株式会社

ブレックス 06-6943-9806 大阪支店 大阪市中央区南新町２－３－７ 株式会社ブレックス

やまと運輸株式会社 06-6762-1451 やまと運輸株式会社 大阪市中央区高津１丁目６番１２号 やまと運輸株式会社

大阪市
城東区

大阪市
住之江区

大阪市
中央区

　　　　　引越優良事業者（事業所）

茨木市

大阪市
此花区
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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
大阪市
鶴見区

日本通運株式会社 06-4304-4122
大阪東ロジスティクス部オペレーション事業所東部移
転・引越営業

大阪市鶴見区焼野３丁目２－２４ 日本通運株式会社

サカイ引越センター 06-6584-1140 大阪中央支社 大阪市西区川口４－９－２８ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 06-6584-1140 港支社 大阪市西区川口４－９－２８ 株式会社サカイ引越センター

大阪市
西成区

カンガルー引越便 06-4802-3013 大阪支店 大阪市西成区玉出西２－２０－４８ 西濃運輸株式会社

アート引越センター 06-6475-0123 淀川支店 大阪市西淀川区佃４－６－２３ アート引越センター株式会社

スワロー引越便 06-6473-0176 西淀川支店 大阪市西淀川区御幣島５－１４－１９ 株式会社エスラインギフ

西鉄運輸株式会社 06-6471-6671 大阪支店 大阪市西淀川区千舟３－３－２４ 西鉄運輸株式会社

日本通運株式会社 06-6478-0365 大阪西支店 大阪市西淀川区中島２丁目１０－１１５ 日本通運株式会社

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 06-6478-1455 関西特輸センター 大阪市西淀川区佃５－６－２９ 丸全昭和運輸株式会社

レンゴーロジスティクス株式会社 06-6478-8880 西部引越センター 大阪市西淀川区佃７－１－２４ レンゴーロジスティクス株式会社

大阪市
東住吉区

日本通運株式会社 06-6757-1004
大阪鉄道フォワーディング部ネットワーク事業所オペ
レーションセンター

大阪市東住吉区今林３－１－７ 日本通運株式会社

大阪市
平野区

カンガルー引越便 06-6702-1048 平野営業所 大阪市平野区平野馬場２－３－３５ 西濃運輸株式会社

大阪市
福島区

福山通運引越センター 06-6462-7773 近畿引越センター 大阪市福島区大開４－１－１８ 福山通運株式会社

アート引越センター 06-6572-0123 西大阪支店 大阪市港区福崎２－１－６７ アート引越センター株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3027 大阪西支店 大阪市港区福崎２－１－１ 西濃運輸株式会社

大阪市
都島区

アート引越センター 06-6881-0123 大阪中央支店 大阪市都島区中野町４－１－２１ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 072-893-3716 阪奈支店 交野市星田北１－３６２ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 072-893-2626 奈良支店 交野市星田北１－３６２ 株式会社引越社

大阪北合同運送株式会社 06-6909-2162 大阪北合同運送株式会社 門真市柳町２０番１０号 大阪北合同運送株式会社

セイノースーパーエクスプレス引越セン
ター

072-882-3570 大阪引越センター 門真市四之宮２丁目１１番５０号 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 072-437-0123 南大阪支店 岸和田市土生町２－９－２８ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 072-427-2300 南大阪支社 岸和田市土生町６－６－３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 072-433-0260 いずみ営業所 岸和田市八幡町８－５４ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 072-238-0202 堺事業所 岸和田市地蔵浜町７－６ 日本通運株式会社

大阪市
港区

交野市

門真市

岸和田市

大阪市
西区

大阪市
西淀川区
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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

アート引越センター 072-257-0123 堺支店 堺市北区長曽根町１２０６－１ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 0722-56-2626 和泉支店 堺市北区北花田町４－１０６－１ 株式会社引越社

サカイ引越センター 072-244-1181 西日本本部 堺市堺区石津北町５６ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 072-242-7015 なにわ支社 堺市堺区海山町４－１７１－１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 072-244-1140 堺支社 堺市堺区石津北町２３－２ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 072-244-1140 泉北支社 堺市堺区石津北町２３－２ 株式会社サカイ引越センター

堺市
中区

近畿電電輸送株式会社 072-239-2577 近畿電電輸送株式会社 堺市中区土塔町１０３－１ 近畿電電輸送株式会社

オオトリ引越サービス 072-262-2000 オオトリ引越サービス 堺市西区鳳北町１０丁１１８番地 オオトリ物流株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3026 堺支店 堺市西区築港新町３－１４－２ 西濃運輸株式会社

サントリーロジスティクス引越センター 072-244-7361 サントリーロジスティクス引越センター 堺市西区築港新町２－７－１２ サントリーロジスティクス株式会社

堺市
東区

丸髙運送株式会社 072-287-1102 丸髙運送株式会社 堺市東区日置荘北町３－１５－３８ 丸髙運送株式会社

アリさんマークの引越社 06-6816-0001 関西本部 吹田市青葉丘北８－８ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 06-4864-2626 吹田支店 吹田市青葉丘南６－２３ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 06-4864-8890 北大阪支店 吹田市青葉丘南６－２３ 株式会社引越社

サカイ引越センター 06-6318-1041 新大阪支社 吹田市吹東町６２番地 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 06-6318-1161 吹田支社 吹田市吹東町６２ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 06-6319-3195
大阪北ロジスティクス部豊中事業所吹田・茨木引越営
業課

吹田市寿町２丁目３－５ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3017 摂津支店 摂津市鳥飼上５－３－６ 西濃運輸株式会社

こぐまの名鉄引越便 06-4862-2700 大阪引越支店 摂津市東一津屋１－４５ 名鉄運輸株式会社

スワロー引越便 06-6349-7123 摂津支店 摂津市東別府３－３－１２ 株式会社エスラインギフ

ブレックス 072-653-2201 大阪営業所 摂津市鳥飼本町５－１２－６２ 株式会社ブレックス

泉南市 サカイ引越センター 072-447-5830 りんくう支社 泉南市中小路２－１７７６－１ 株式会社サカイ引越センター

アート引越センター 072-874-0123 東大阪支店 大東市泉町２丁目１４番１１号 アート引越センター株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3019 大東支店 大東市新田境町１－２６ 西濃運輸株式会社

堺市
堺区

堺市
西区

吹田市

摂津市

大東市

堺市
北区
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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

アート引越センター 072-675-0123 高槻支店 高槻市西冠３－４１－１ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 072-673-1422 北大阪支社 高槻市大塚町５－１９－１ 株式会社サカイ引越センター

センコー引越プラザ 072-679-1810 大阪店 高槻市芝生町１－５１－２ 株式会社センコーリビングプラザ

アート引越センター 06-6843-0123 北大阪支店 豊中市箕輪３－７－１ アート引越センター株式会社

アート引越センター 06-6835-0123 吹田支店 豊中市上新田２－１３－１５ アート引越センター株式会社

ＩＮＵＩ　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ 06-6331-1254 大阪営業所 豊中市庄内宝町３－２－１ イヌイ運送株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3014 豊中支店 豊中市名神口１－３－１ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 06-6864-1141 豊中支社 豊中市服部寿町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 06-6331-1141 阪神支社 豊中市二葉町２丁目６－３０ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 06-6862-1424
大阪北ロジスティクス部豊中事業所ロジスティクスセン
ター

豊中市服部西町５丁目１８－１ 日本通運株式会社

ハトのマークの引越センター　大阪浪速
センター

06-6658-8019 大阪浪速センター 豊中市蛍池西町３丁目４００番地 航空集配サービス株式会社

近畿電電輸送株式会社 072-823-8553 近畿電電輸送株式会社 寝屋川市讃良西町６－２３ 近畿電電輸送株式会社

サカイ引越センター 072-835-1141 京阪支社 寝屋川市豊里町１－１２ 株式会社サカイ引越センター

イチミヤ引越センター 072-981-1308 イチミヤ引越センター関西 東大阪市池島町８－１－４５ 一宮運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社 06-6747-6411 東大阪支店 東大阪市本庄中１－４－９０ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3015 河内支店 東大阪市加納１－１－８ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 06-4802-3021 布施営業所 東大阪市寿町３－２１－３ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 072-920-7351 東大阪支社 東大阪市角田１－７－４０ 株式会社サカイ引越センター

人力引越社 072-966-3153 人力引越社東大阪支社 東大阪市菱江２丁目１５－１９ 株式会社キョウトプラス

スワロー引越便 06-6744-3340 大阪支店 東大阪市本庄中１－４－９０ 株式会社エスラインギフ

ニット引越センター 06-6746-5383 関西営業所 東大阪市長田東二丁目１番２９号 日本図書輸送株式会社

ハトのマークの引越センター　大阪東セ
ンター

072-987-8019 大阪東センター 東大阪市池島町８－１－４５ 一宮運輸株式会社

アート引越センター 072-840-0123 枚方支店 枚方市出屋敷西町１－１－１ アート引越センター株式会社

岡山県貨物運送株式会社 072-896-0331 枚方支店 枚方市尊延寺９３３－１ 岡山県貨物運送株式会社

高槻市

豊中市

寝屋川市

東大阪市

枚方市
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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

サカイ引越センター 072-809-6633 枚方支社 枚方市招提元町４－３－１ 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　枚方セン
ター

072-857-8019 枚方センター 枚方市招提大谷２－２１－２２ 丸宮運輸株式会社

藤井寺市 岡山県貨物運送株式会社 072-955-4861 阪南営業所 藤井寺市惣社１－１２－３ 岡山県貨物運送株式会社

アリさんマークの引越社 072-336-2626 松原支店 松原市天美我堂６－９４－３ 株式会社引越社

カンガルー引越便 06-4802-3025 松原支店 松原市一津屋３－３－１１ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 072-349-1131 鶴見支社 松原市上田６－５－９ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 072-349-1131 松原支社 松原市上田６－５－９ 株式会社サカイ引越センター

アート引越センター 06-6993-0123 城東支店 守口市南寺方中通３－１５－８ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 06-6994-2626 守口支店 守口市八雲西町３－６６－１ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 06-6994-6060 大阪中央支店 守口市八雲西町３－６６－１ 株式会社引越社

アート引越センター 072-992-0123 八尾支店 八尾市萱振町５－１１－４ アート引越センター株式会社

近配引越サービス 072-923-7679 近配引越サービス 八尾市南亀井町５丁目２番２８号 近畿配送サービス株式会社

サカイ引越センター 072-949-5141 八尾支社 八尾市太田４－１４－１ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 072-991-5211
大阪南ロジスティクス部八尾事業所オペレーションセン
ター

八尾市神武町２－２４ 日本通運株式会社

八尾市

松原市

守口市

枚方市
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