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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

アイユーシー引越センター 048-458-1115 アイユーシー引越センター（埼玉県朝霞） 朝霞市上内間木４６０－１ アイユーシー株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 048-461-1570 朝霞営業所 朝霞市栄町３－７－５８ 日本梱包運輸倉庫株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7589 和光支店 朝霞市大字浜崎字下谷１０２－１ 西濃運輸株式会社

三八五引越センター 049-259-0385 三八五流通株式会社　所沢引越センター 入間郡三芳町大字北永井字宮前１２０ 三八五流通株式会社

サカイ引越センター 049-274-5355 三芳支社 入間郡三芳町竹間沢東１４－１２ 株式会社サカイ引越センター

岡山県貨物運送株式会社 049-258-0304 所沢営業所 入間郡三芳町上富２７９－１ 岡山県貨物運送株式会社

スワロー引越便 049-259-5616 所沢支店 入間郡三芳町上富２２７７ 株式会社エスラインギフ

カンガルー引越便 03-5857-7590 入間支店 入間市二本木１２８９－１ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 04-2901-1141 入間支社 入間市新久１０９－２ 株式会社サカイ引越センター

ハナキュー引越センター 048-295-5188 株式会社橋本運送 川口市北原台２－２１－１６ 株式会社ハナキュー

ハナキュー引越センター 048-296-0879 株式会社ハナキュー 川口市北原台２－２１－１６ 株式会社ハナキュー

アート引越センター 048-285-0123 川口支店 川口市安行領根岸１７８９ アートコーポレーション株式会社

サカイ引越センター 048-228-1881 東京北支社 川口市本町１－１８－２３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 048-228-1881 板橋支社 川口市本町１－１８－２３ 株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便 048-283-8111 川口支店 川口市江戸１－７－１ 株式会社エスラインギフ

フクフク引越センター 048-227-8030 フクフク引越センター 川口市東領家５－６－４ フクダ運輸倉庫株式会社

ハトのマークの引越センター 049-223-2276 川越センター 川越市問屋町３番地４ 全国引越専門協同組合連合会

セイノースーパーエクスプレス引越センター 049-265-5135 美術輸送センター 川越市大字池辺２５－１　　２階 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 049-249-1120 埼玉支店川越事業所営業課 川越市南大塚６丁目３７－４ 日本通運株式会社

サカイ引越センター 049-229-4811 川越支社 川越市山田１５９９－１ 株式会社サカイ引越センター

アリさんマークの引越社 049-227-7555 川越支店 川越市南田島８４７－１ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 049-227-5590 所沢支店 川越市南田島８４７－１ 株式会社引越社関東

　　　　　引越優良事業者（事業所）

川越市

入間市

入間郡

朝霞市

川口市



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

三八五引越センター 0480-21-0385 東京三八五流通株式会社　久喜引越センター 久喜市大字樋ノ口字内谷２２９－８ 三八五流通株式会社

カンガルー引越便 0480-85-6111 関東西濃運輸　久喜支店 久喜市菖蒲町台２４４８－１ 西濃運輸株式会社

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 048-532-6311 熊谷センター 熊谷市御稜威ケ原上林８２３－７ 丸全昭和運輸株式会社

アート引越センター 048-533-0123 熊谷支店 熊谷市肥塚５０６ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 048-522-5337 関東西濃運輸　熊谷支店 熊谷市玉井字平井通上３０－３ 西濃運輸株式会社

熊谷通運株式会社 048-522-5131 熊谷通運株式会社本社 熊谷市筑波３丁目１９３番地 熊谷通運株式会社

熊谷通運株式会社 048-521-0386 広瀬川原支店 熊谷市広瀬９６０－５ 熊谷通運株式会社

熊谷通運株式会社 048-533-3321 熊谷コンテナ支店 熊谷市久保島１０８４ 熊谷通運株式会社

サカイ引越センター 048-595-0088 熊谷支社 鴻巣市赤見台２－１７－８ 株式会社サカイ引越センター

岡山県貨物運送株式会社 048-596-8371 鴻巣営業所 鴻巣市箕田３２６４－８ 岡山県貨物運送株式会社

アート引越センター 048-990-0123 越谷支店 越谷市新越谷１丁目２７－１ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7587 越谷支店 越谷市流通団地１－４－２ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 048-967-1151 川口支社 越谷市谷中町２－７ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 048-967-1141 越谷支社 越谷市谷中町２－７ 株式会社サカイ引越センター

アリさんマークの引越社 048-961-2626 越谷支店 越谷市新越谷２－１７７－１ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 048-961-2636 足立支店 越谷市新越谷２－１７７－１ 株式会社引越社関東

児玉郡 お引越の七福神 0495-71-6913 美里営業所 児玉郡美里町阿那志９１８－１ 有限会社岩上運輸

カンガルー引越便 048-799-0455 岩槻支店 さいたま市岩槻区長宮下谷中１２１０－１ 西濃運輸株式会社

アート引越センター 048-686-0123 さいたま支店 さいたま市北区本郷町８８４ アートコーポレーション株式会社

サカイ引越センター 048-660-1141 大宮北支社 さいたま市北区宮原町２－３－７ 株式会社サカイ引越センター

アート引越センター 048-866-0123 浦和支店 さいたま市桜区町谷１－５－８ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 048-861-0022 埼玉支店浦和支店営業課 さいたま市桜区西堀４丁目３－１ 日本通運株式会社

ハート引越センター 048-740-8102 埼玉センター さいたま市桜区田島９－１０－８ 株式会社ハート引越センター

サカイ引越センター 048-835-1141 大宮支社 さいたま市中央区新中里４－１３－１ 株式会社サカイ引越センター

株式会社浦和運輸 048-854-1446 本社営業所 さいたま市中央区鈴谷７－７－１２ 株式会社浦和運輸

ハトのマークの引越センター 048-622-2019 さいたま上尾センター さいたま市西区宮前町５４１－１７ 全国引越専門協同組合連合会

さいたま市
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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 03-5857-7586 大宮支店 さいたま市西区三橋６－８１３ 西濃運輸株式会社

大宮通運株式会社引越センター 048-871-6340 引越センター さいたま市西区佐知川１０８３番地 大宮通運株式会社

日本通運株式会社 048-812-1151 東京北支店浦和美園事業所営業課 さいたま市緑区大字大門２５００ 日本通運株式会社

トナミ引越センター 048-878-5431 北関東引越センター さいたま市緑区中野田字谷ノ前１０４５ トナミ運輸株式会社

株式会社オレンジライン 048-710-8888 さいたま事業所 さいたま市南区辻２－１２－６ 株式会社オレンジライン

アリさんマークの引越社 048-845-5211 さいたま支店 さいたま市南区内谷２－１－１１ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 048-710-9220 豊島支店 さいたま市南区内谷２－１－１１ 株式会社引越社関東

西武通運株式会社 04-2954-5531 狭山支店 狭山市柏原３３７－１２ 西武通運株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 04-2954-3111 狭山梱包センター 狭山市柏原２１６－１ 日本梱包運輸倉庫株式会社

株式会社ベスト・トランスポート 04-2937-5541 ベスト・トランスポート 狭山市柏原円光寺窪３７１－２ 株式会社ベスト・トランスポート

おかだ引越センター 048-941-0111 おかだ引越センター 草加市長栄３丁目２９番地２ 株式会社岡田運輸

豊伸引越センター 048-928-6151 豊伸引越センター 草加市瀬崎７丁目２９番３号 豊伸運輸株式会社

浜名梱包引越センター 048-934-5794 浜名梱包引越センター　東京営業所 草加市八幡町１７２ 浜名梱包輸送株式会社

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　草加営業所 草加市青柳２丁目３－３ 株式会社ロジネットジャパン

秩父市 カンガルー引越便 0494-24-6677 関東西濃運輸　秩父営業所 秩父市黒谷字前原１０９９－１ 西濃運輸株式会社

鶴ヶ島市 有限会社ヨシダトランスポート 049-227-6271 有限会社ヨシダトランスポート 鶴ヶ島市大字三ツ木５２５－３ 有限会社ヨシダトランスポート

株式会社ナガオ 04-2945-5612 株式会社ナガオ 所沢市東所沢和田１－９－５ 株式会社ナガオ

アート引越センター 04-2929-0123 所沢支店 所沢市上新井２－５９－３３ アートコーポレーション株式会社

アイユーシー引越センター 04-2946-3611 アイユーシー引越センター（埼玉県所沢） 所沢市坂之下６３－１ アイユーシー株式会社

アクティブ感動引越センター 042-951-1555 埼玉支社
所沢市東所沢和田２－２３－５
ラ・フォンテーヌ１０１

恵実物流株式会社

豊田引越センター 048-485-1115 戸田営業所 戸田市笹目６－２８－３ 豊田運送株式会社

株式会社カンダコアテクノ 048-443-8623 株式会社カンダコアテクノ　ロジテクノセンター 戸田市本町４－７－２６ 株式会社カンダコアテクノ

スワロー引越便 048-421-8921 戸田支店 戸田市笹目南町５－６ 株式会社エスラインギフ

スター引越センター 048-449-1154 埼玉支店 戸田市笹目５－１８－１２ 株式会社スタームービング

さいたま市

戸田市

所沢市

草加市

狭山市



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

西武通運株式会社 048-479-2462 新座営業所 新座市大和田２－１－９ 西武通運株式会社

ライフポーター渡辺運輸引越センター 048-477-1661 ライフポーターワタナベ引越センター 新座市堀ノ内１－６－４４ 株式会社渡辺運輸

日本通運株式会社 048-477-1911 埼玉支店新座コンテナ事業所営業課（営業） 新座市大和田２丁目１－９ 日本通運株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 0493-71-7551 小川営業所 比企郡小川町靭負字乙長谷１３８８－１ 日本梱包運輸倉庫株式会社

カンガルー引越便 0492-97-5111 関東西濃運輸　東松山支店
比企郡川島町大字北園部字江ノ島
３４０－１

西濃運輸株式会社

日高市 カンガルー引越便 042-985-0111 関東西濃運輸　川越支店 日高市大字大谷沢６１７ 西濃運輸株式会社

深谷市 日本通運株式会社 048-574-0020 深谷支店深谷事業所営業課 深谷市上柴町東３丁目１２－１ 日本通運株式会社

本庄市 カンガルー引越便 0495-21-3311 関東西濃運輸　本庄支店 本庄市大字鵜森字富士１６６－１ 西濃運輸株式会社

ＳＧムービング 048-949-2650 北関東営業所
三郷市インター南１丁目４番地２
ＧＬＰ三郷Ⅲ

ＳＧムービング株式会社

松下運輸株式会社 048-949-1547 埼玉営業所 三郷市泉二丁目１４番地１１－１０１ 松下運輸株式会社

サカイ引越センター 048-949-1141 三郷支社 三郷市谷口５２７－１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 048-949-1141 足立支社 三郷市谷口５２７－１ 株式会社サカイ引越センター

アイユーシー引越センター 048-994-2031 アイユーシー引越センター（埼玉県八潮） 八潮市大曽根２１３１－１ アイユーシー株式会社

レンゴーロジスティクス株式会社 048-930-3200 東部引越センター 八潮市南後谷６９－４ レンゴーロジスティクス株式会社

ちくまひっこしセンター 048-998-2208 ちくまひっこしセンター 八潮市鶴ケ曽根６３－１ 株式会社千曲運輸

アクティブ感動引越センター 048-994-3313 千葉支社 八潮市二丁目１０９８－１　　１F 恵実物流株式会社

こぐまの名鉄引越便 048-950-8741 八潮支店 八潮市八條１４７７ 名鉄運輸株式会社

七福引越センター 048-485-8180 七福引越センター 和光市新倉７－１３－２７ 七福運送株式会社

アート引越センター 048-467-0123 板橋支店 和光市白子３－１７－３０ アートコーポレーション株式会社
和光市

八潮市

三郷市

比企郡

新座市


