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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

市川市 カンガルー引越便 03-5857-7594 市川支店 市川市本行徳２５５４－１７ 西濃運輸株式会社

イチミヤ引越センター 0436-61-1043 イチミヤ引越センター関東 市原市姉崎海岸１２４－２ 一宮運輸株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 0436-74-1123 市原営業所 市原市潤井戸字君ヶ台２０６２－２ 日本梱包運輸倉庫株式会社

センコー引越プラザ 0436-21-2123 千葉店 市原市青柳北２－９－１ 株式会社センコーリビングプラザ

日本通運株式会社 0436-41-1175 千葉南支店営業課 市原市八幡浦１丁目２ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7605 千葉支店 市原市五井金杉３－１ 西濃運輸株式会社

アート引越センター 04-7131-0123 柏支店 柏市小青田１－６－１０ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7606 柏支店 柏市若白毛１１２８ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 047-170-5151 柏支社 柏市豊四季８１６－１３ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 047-170-5151 松戸支社 柏市豊四季８１６－１３ 株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便 04-7132-1101 柏支店 柏市十余二１６４－１１１ 株式会社エスラインギフ

アリさんマークの引越社 047-110-7887 柏支店 柏市十余二３１３－１７ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 047-180-5050 松戸支店 柏市十余二３１３－１７ 株式会社引越社関東

アート引越センター 0439-68-0123 木更津支店 木更津市請西東５－６－１３ アートコーポレーション株式会社

サカイ引越センター 0438-98-0780 木更津支社 木更津市清見台東２丁目２－２２ 株式会社サカイ引越センター

両総通運株式会社 0438-98-8821 両総通運株式会社本社営業所 木更津市中央１丁目１番６号 両総通運株式会社

アート引越センター 043-485-0123 千葉北支店 佐倉市表町２－９－３ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 043-498-0856 千葉東支店営業課 佐倉市大作１丁目８－７ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 043-498-0600 佐倉支店 佐倉市直弥字前ヶ作６７３ 西濃運輸株式会社

袖ヶ浦市 カンガルー引越便 0438-75-5581 木更津支店 袖ヶ浦市三箇９７２－１ 西濃運輸株式会社

トナミ引越センター 043-423-6247 千葉引越センター 千葉市稲毛区六方町２６６ トナミ運輸株式会社

スター引越センター 043-298-0154 千葉支店 千葉市稲毛区長沼原町６６１－１ 株式会社スタームービング

アート引越センター 043-262-0123 千葉南支店 千葉市中央区村田町７５０ アートコーポレーション株式会社
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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

セイノースーパーエクスプレス引越センター 043-208-5061 千葉引越センター 千葉市中央区浜野町１０２５番地 セイノースーパーエクスプレス株式会社

サカイ引越センター 043-235-1141 千葉支社 千葉市中央区都町１２８５－６ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 043-235-1141 千葉中央支社 千葉市中央区都町１２８５－６ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 043-221-1141 千葉南支社 千葉市中央区矢作町１１６－１ 株式会社サカイ引越センター

アリさんマークの引越社 043-305-2631 千葉中央支店 千葉市中央区末広４－１４－２７ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 043-305-2626 千葉北支店 千葉市中央区末広４－１４－２７ 株式会社引越社関東

ハトのマークの引越センター 043-216-3361 八千代センター 千葉市花見川区宇那谷町１５０１－９ 全国引越専門協同組合連合会

ハトのマークの引越センター 043-241-8019 千葉中央センター 千葉市美浜区新港１３０ 全国引越専門協同組合連合会

日本通運株式会社 043-247-0202 千葉支店千葉中央事業所営業課 千葉市美浜区新港１５３ 日本通運株式会社

ハート引越センター 043-388-8101 千葉東センター 千葉市若葉区加曽利町１０１１－１ 株式会社ハート引越センター

東金市 ハトのマークの引越センター 0475-50-6701 千葉東センター 東金市山田１１９３－１ 全国引越専門協同組合連合会

ハトのマークの引越センター 047-452-2019 習志野センター 習志野市芝園２－１－１６ 全国引越専門協同組合連合会

アート引越センター 047-453-0123 千葉支店 習志野市芝園２－１－１８ アートコーポレーション株式会社

東京宅配事業株式会社 047-451-1531 東京宅配事業株式会社 習志野市茜浜１－５－９ 東京宅配事業株式会社

ハート引越センター 047-452-8100 千葉センター 習志野市茜浜１－８－１０ 株式会社ハート引越センター

アイユーシー引越センター 0476-73-5231 アイユーシー引越センター（千葉県成田） 成田市多良貝２４５－１６１ アイユーシー株式会社

カンガルー引越便 0476-35-2801 成田支店 成田市南三里塚２１－２ 西濃運輸株式会社

野田市 有限会社野口運輸 04-7129-6817 有限会社野口運輸 野田市船形２８４７番地－１ 有限会社野口運輸

日本通運株式会社 047-431-9601 移転引越第二営業部海神事業所営業課 船橋市海神町３丁目１２４ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7607 船橋支店 船橋市豊富町６８８ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 047-495-1151 船橋支社 船橋市栄町２－４－２９ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 047-495-1151 市川支社 船橋市栄町２－４－２９ 株式会社サカイ引越センター

ＺＥＲＯ１引越センター 03-3242-3701 ＺＥＲＯ１引越センター 船橋市夏見１－１５－１ 株式会社Ｊ．Ｃ．Ｏ．Ｓ

ベルサービス 047-420-3883 ベルサービス 船橋市海神町２丁目２６９番地４ 株式会社東晋
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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

ハトのマークの引越センター 047-364-8019 松戸センター 松戸市古ケ崎２－３１２０ 全国引越専門協同組合連合会

アート引越センター 047-363-0123 松戸支店 松戸市松戸新田１２０－３ アートコーポレーション株式会社

三八五引越センター 047-363-0385 三八五流通株式会社　松戸引越センター 松戸市上本郷２１６ 三八五流通株式会社

カンガルー引越便 047-363-8105 松戸支店 松戸市南花島向町３１７－６ 西濃運輸株式会社

八街市 タカラ引越センター 043-445-3456 タカラ引越センター 八街市上砂６０－９ あんぜんタカラ物流株式会社

八千代市 サカイ引越センター 047-480-1401 千葉東支社 八千代市上高野１５４０－２０ 株式会社サカイ引越センター

四街道市 ハトのマークの引越センター 043-232-2019 千葉南センター 四街道市和良比１８１－４１ 全国引越専門協同組合連合会

松戸市


