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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

大川市 新進運輸株式会社 0944-89-9810 新進運輸株式会社　大川営業所 大川市大字中古賀９２－３ 新進運輸株式会社

糟屋郡
宇美町

ジャパン引越センター 092-934-3028 引越センター 糟屋郡宇美町大字宇美２４４７－８ 株式会社福岡ジャパンエキスプレス

糟屋郡
篠栗町

スタイル引越センター 092-410-8670 本社 糟屋郡篠栗町和田５丁目１－１ 株式会社スタイル

糟屋郡
志免町

西鉄運輸株式会社 092-626-8622 西鉄引越センター 糟屋郡志免町別府北１－２－８ 西鉄運輸株式会社

糟屋郡
新宮町

九州澁澤物流株式会社 092-962-6071 九州澁澤物流株式会社　本社営業所 糟屋郡新宮町下府２丁目９－２６ 九州澁澤物流株式会社

アート引越センター 093-511-0123 小倉支店 北九州市小倉北区神岳２－１－１ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 093-591-2220 北九州西支店 北九州市小倉北区篠崎１－４－８ 株式会社引越社

岡山県貨物運送株式会社 093-581-0286 北九州支店 北九州市小倉北区西港町８６ 岡山県貨物運送株式会社

カンガルー引越便 093-581-0611 九州西濃運輸　北九州引越センター 北九州市小倉北区西港町８５－１ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 093-533-1141 北九州東支社 北九州市小倉北区神幸町５－２０ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 093-533-1141 北九州南支社 北九州市小倉北区神幸町５－２０ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 093-582-0206 北九州総合物流事業所 北九州市小倉北区西港町１１０－１ 日本通運株式会社

スワロー引越便 093-471-0131 小倉支店 北九州市小倉南区長野１－５－１１ 株式会社エスラインギフ

株式会社中国トラック 093-474-6061 北九州営業所 北九州市小倉南区長野本町２丁目２－６ 株式会社中国トラック

北九州市
門司区

日本梱包運輸倉庫株式会社 093-481-2631 門司営業所 北九州市門司区大字猿喰４８８ 日本梱包運輸倉庫株式会社

アート引越センター 093-541-0123 北九州支店 北九州市八幡西区陣原２－９－４ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 093-611-1109 北九州支社 北九州市八幡西区永犬丸南町２丁目３－６ 株式会社サカイ引越センター

アート引越センター 0942-70-0123 久留米支店 久留米市津福今町１７２－１ アート引越センター株式会社

アリさんマークの引越社 094-290-2626 久留米支店 久留米市山川神代１－７－１５ 株式会社引越社

サカイ引越センター 0942-32-1141 久留米支社 久留米市大石町字瀬戸口２１４－１ 株式会社サカイ引越センター

日本通運株式会社 0942-33-0202 久留米物流センター 久留米市高野２丁目５－１８ 日本通運株式会社

アリさんマークの引越社 092-687-2636 太宰府支店 太宰府市大佐野２－１１－１ 株式会社引越社

サカイ引越センター 092-403-0104 太宰府支社 太宰府市通古賀３－２－７ 株式会社サカイ引越センター

　　　　　引越優良事業者（事業所）

北九州市
小倉北区

北九州市
小倉南区

北九州市
八幡西区

久留米市

太宰府市
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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

岡山県貨物運送株式会社 0942-52-9105 久留米支店 筑後市西牟田字原口４２１１－１ 岡山県貨物運送株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 0942-53-1810 筑後営業所 筑後市大字前津１７８４－１ 日本梱包運輸倉庫株式会社

アート引越センター 092-802-0123 福岡西支店 福岡市西区今宿東１－２－１４ アート引越センター株式会社

サカイ引越センター 092-805-5580 福岡西支社 福岡市西区横浜１－４３－１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 092-805-5580 博多支社 福岡市西区横浜１－４３－１ 株式会社サカイ引越センター

アート引越センター 092-434-0123 福岡博多支店 福岡市博多区東那珂１－１５－３９ アート引越センター株式会社

ＳＧムービング 092-513-3700 福岡営業所 福岡市博多区立花寺１－１－４３ ＳＧムービング株式会社

カンガルー引越便 092-591-1650 九州西濃運輸　本社　引越事業部 福岡市博多区井相田１－１－５６ 西濃運輸株式会社

カンガルー引越便 092-431-8130 九州西濃運輸　福岡引越センター 福岡市博多区東那珂３－７－５８ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 092-588-7002 九州本部 福岡市博多区板付２－１４－２０ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 092-513-6565 福岡支社 福岡市博多区西月隈５－１２－１１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 092-513-6565 福岡南支社 福岡市博多区西月隈５－１２－１１ 株式会社サカイ引越センター

産交引越センター 092-622-9901 福岡センター 福岡市博多区空港前４丁目５－３０ 九州産交運輸株式会社

西鉄運輸株式会社 092-481-6005 本社 福岡市博多区東光二丁目２２番地７２号 西鉄運輸株式会社

日本通運株式会社 092-624-6611 福岡中央移転・引越センター営業所 福岡市博多区大井１丁目１－４ 日本通運株式会社

福山通運引越センター 092-411-3098 福岡引越センター 福岡市博多区榎田１－５－８ 福山通運株式会社

アート引越センター 092-611-0123 福岡支店 福岡市東区多の津２－１０－１ アート引越センター株式会社

アイソニックス引越サポート 092-663-2575 アイソニックス引越サポート 福岡市東区蒲田２－３９－４７ アイソニックス株式会社

アイラブ引越センター 092-409-2272 アイラブ引越センター 福岡市東区東浜二丁目８番１５号 株式会社九州協栄

アリさんマークの引越社 092-289-2626 九州本部 福岡市東区多の津３－１７－８ 株式会社引越社

アリさんマークの引越社 092-287-9111 福岡東支店 福岡市東区多の津３－１７－８ 株式会社引越社

岡山県貨物運送株式会社 092-651-7735 福岡主管支店 福岡市東区箱崎ふ頭５－３－１１ 岡山県貨物運送株式会社

サカイ引越センター 092-622-1141 福岡東支社 福岡市東区社領３－１０ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 092-622-1141 福岡北支社 福岡市東区社領３－１０ 株式会社サカイ引越センター

福岡市
博多区

福岡市
東区

筑後市

福岡市
西区
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スワロー引越便 092-691-5770 福岡支店 福岡市東区蒲田４－９－７ 株式会社エスラインギフ

センコー引越プラザ 092-651-7455 福岡店 福岡市東区箱崎ふ頭２－５－９ 株式会社センコーリビングプラザ

ニット引越センター 092-623-5588 福岡営業所 福岡市東区原田１－２１－１５ 日本図書輸送株式会社

松浦通運株式会社 092-622-2355 福岡路線営業所 福岡市東区多の津１丁目２０－１１ 松浦通運株式会社

福岡市
南区

アート引越センター 092-580-0123 福岡南支店 福岡市南区日佐５－１０－１２ アート引越センター株式会社

豊前市 カンガルー引越便 0979-82-8895 九州西濃運輸　豊前引越センター 豊前市大字八屋３２２－４ 西濃運輸株式会社

福岡市
東区
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