
【神奈川県】
2020/1/1

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

愛甲郡 カンガルー引越便 046-285-0881 厚木支店 愛甲郡愛川町中津４０３０ 西濃運輸株式会社

アート引越センター 046-220-1489 厚木支店 厚木市酒井２４８４－１ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 046-228-0131 西神奈川支店厚木物流センター 厚木市長沼２３５－４ 日本通運株式会社

松下運輸株式会社 046-210-3901 神奈川第２営業所 厚木市戸田２２８９－７ 松下運輸株式会社

サカイ引越センター 046-226-6111 神奈川西支社 厚木市酒井３１１１ 株式会社サカイ引越センター

スワロー引越便 046-228-4811 厚木支店 厚木市長沼２３５－５ 株式会社エスラインギフ

ハート引越センター 046-401-1810 厚木センター 厚木市金田４９３ 株式会社ハート引越センター

アリさんマークの引越社 046-401-2626 厚木支店 厚木市岡田１－１４－３３ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 046-401-1616 藤沢支店 厚木市岡田１－１４－３３ 株式会社引越社関東

サカイ引越センター 046-235-1213 神奈川南支社 海老名市泉１－４－９ 株式会社サカイ引越センター

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　神奈川支店 海老名市上河内字河内町１５５ 株式会社ロジネットジャパン

カンガルー引越便 0465-36-6931 小田原支店 小田原市西大友１２２－２ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 0465-66-4655 小田原支社 小田原市扇町１－１３－４７ 株式会社サカイ引越センター

川崎運送株式会社 044-328-1016 中央営業所 川崎市川崎区浅野町１－５ 川崎運送株式会社

アート引越センター 044-833-0123 川崎支店 川崎市川崎区大師河原１－３－２１ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 044-366-8568 川崎支店川崎ロジスティクスセンター営業課 川崎市川崎区田辺新田１－３ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7620 川崎支店
川崎市川崎区夜光三丁目２番３
ＤＰＬ川崎夜光３Ｆ

西濃運輸株式会社

株式会社ジェイパック 044-277-1715 物流事業本部引越部 川崎市川崎区東扇島１８－２ 株式会社ジェイパック

ハトのマークの引越センター 044-522-2019 川崎幸センター 川崎市幸区下平間２１３番地 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 044-276-9996 品川センター 川崎市幸区南加瀬４－１１－４２ 全国引越専門協同組合連合会

日本通運株式会社 044-850-0020 神奈川東支店移転・引越センター（川崎） 川崎市高津区下野毛２丁目１４－１ 日本通運株式会社

トナミ引越センター 044-850-3359 東神引越センター 川崎市高津区溝口５－１３－１８ トナミ運輸株式会社

アリさんマークの引越社 044-741-2626 川崎支店 川崎市中原区宮内２－２６－４３ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 044-740-2606 世田谷支店 川崎市中原区宮内２－２６－４３ 株式会社引越社関東

サカイ引越センター 044-977-0071 宮前支社 川崎市宮前区南平台９－９ 株式会社サカイ引越センター

　　　　　引越優良事業者（事業所）

小田原市

海老名市

厚木市

川崎市



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

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 042-771-2661 相模原センター 相模原市中央区清新８－２０－４３ 丸全昭和運輸株式会社

アート引越センター 042-749-0123 相模原支店 相模原市中央区共和３－７－１２ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 042-703-7200 神奈川西支店相模原物流センター事業所 相模原市中央区南橋本４丁目２－４ 日本通運株式会社

西多摩引越センター 042-753-0211 相模原営業所 相模原市中央区東淵野辺５－１－２０ 西多摩運送株式会社

サカイ引越センター 042-774-1141 相模原支社 相模原市中央区下九沢１３－１ 株式会社サカイ引越センター

カンガルー引越便 042-771-2425 相模原支店 相模原市緑区橋本台２－１１－３０ 西濃運輸株式会社

座間市 カンガルー引越便 046-255-5045 座間支店 座間市東原２－１５－６ 西濃運輸株式会社

日本梱包運輸倉庫株式会社 0467-52-8887 藤沢営業所 茅ヶ崎市堤５６５－４ 日本梱包運輸倉庫株式会社

カンガルー引越便 0467-87-1301 茅ヶ崎支店 茅ヶ崎市萩園２７３０ 西濃運輸株式会社

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 0463-20-5510 平塚センター 平塚市長瀞１－４ 丸全昭和運輸株式会社

岡山県貨物運送株式会社 0463-55-9312 平塚営業所 平塚市田村３－７－２９ 岡山県貨物運送株式会社

ユーミー引越サービス 0463-86-8602 ユーミー引越サービス 平塚市南金目６８９－３ 株式会社ユーミー総合サービス

ハトのマークの引越センター 0466-86-9019 湘南センター 藤沢市石川２－１８－３ 全国引越専門協同組合連合会

アート引越センター 0466-87-0123 湘南支店 藤沢市大庭５４２５－１２ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 0466-23-4111 藤沢支店藤沢物流センター営業課 藤沢市渡内３丁目２－１０ 日本通運株式会社

カンガルー引越便 0466-87-9028 藤沢支店 藤沢市石川６－２０－２ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 0466-89-1141 湘南支社 藤沢市石川１－３０－１ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 0466-89-1141 鎌倉支社 藤沢市石川１－３０－１ 株式会社サカイ引越センター

南足柄市 株式会社エフシーデリバリー 0465-72-1147 株式会社エフシーデリバリー 南足柄市塚原３６６－１ 株式会社エフシーデリバリー

大和市 アート引越センター 046-265-0123 大和支店 大和市柳橋１－８－７ アートコーポレーション株式会社

アート引越センター 046-842-0123 横須賀支店 横須賀市大矢部３－１３－５ アートコーポレーション株式会社

サカイ引越センター 046-850-6321 横須賀支社 横須賀市佐野町５－１０ 株式会社サカイ引越センター

株式会社原田運送 046-856-4650 株式会社原田運送 横須賀市長井１－１７－４ 株式会社原田運送

ハート引越センター 046-869-4810 横須賀センター 横須賀市浦郷町５－２９３１－４４ 株式会社ハート引越センター

横須賀市

藤沢市

平塚市

茅ヶ崎市

相模原市



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

アート引越センター 045-979-0123 横浜青葉支店 横浜市青葉区市ヶ尾町２７－１ アートコーポレーション株式会社

ハトのマークの引越センター 045-952-2019 横浜緑センター 横浜市旭区上白根町７２１ 全国引越専門協同組合連合会

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 045-920-0115 東名横浜センター 横浜市旭区上川井町１９６６ 丸全昭和運輸株式会社

ハトのマークの引越センター 045-801-2019 横浜戸塚センター 横浜市泉区上飯田町３８８１－５ 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 045-930-2019 横浜青葉・都筑センター 横浜市神奈川区羽沢町１７３４－２ 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 045-440-1319 横浜東センター 横浜市神奈川区出田町３－６－１ 全国引越専門協同組合連合会

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 045-421-1665 横浜特輸センター 横浜市神奈川区新子安１－３９－１４ 丸全昭和運輸株式会社

丸全昭和運輸グループ（引越１番） 045-381-6614 横浜羽沢センター
横浜市神奈川区羽沢町字天屋８３－１
横浜羽沢駅構内

丸全昭和運輸株式会社

ブレックス 045-440-6008 横浜営業所 横浜市神奈川区神奈川１－３－５ 株式会社ブレックス

ハトのマークの引越センター 045-783-5621 横浜西センター 横浜市金沢区幸浦２－８－１ 全国引越専門協同組合連合会

アート引越センター 045-781-0123 横浜南支店 横浜市金沢区能見台東１５－１ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7609 横浜南支店 横浜市金沢区幸浦２－１０－１ 西濃運輸株式会社

スワロー引越便 045-772-3411 横浜支店 横浜市金沢区鳥浜町７－１ 株式会社エスラインギフ

アリさんマークの引越社 045-830-3126 港南台支店 横浜市港南区港南台３－２２－３ 株式会社引越社関東

アート引越センター 045-474-0123 新横浜支店 横浜市港北区新横浜１－１０－３ アートコーポレーション株式会社

日本通運株式会社 045-543-8555 神奈川東支店新横浜物流センター 横浜市港北区師岡町６３６ 日本通運株式会社

サカイ引越センター 045-545-0505 新横浜支社 横浜市港北区新羽町１１５５ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 045-545-0505 川崎支社 横浜市港北区新羽町１１５５ 株式会社サカイ引越センター

スター引越センター 045-548-7154 横浜支店 横浜市港北区新羽町６７３－１ 株式会社スタームービング

日本通運株式会社 045-924-2421 藤沢支店東名横浜物流センター事業所 横浜市瀬谷区北町２５－９ 日本通運株式会社

日本図書輸送株式会社 045-921-9891 神奈川営業所 横浜市瀬谷区北町４２－１０ 日本図書輸送株式会社

アート引越センター 045-476-0123 横浜都筑支店 横浜市都筑区大熊町８１４ アートコーポレーション株式会社

カンガルー引越便 03-5857-7608 横浜支店 横浜市都筑区川向町９８２ 西濃運輸株式会社

引越しのムービングエス 045-948-5021 本社営業所 横浜市都筑区葛が谷１４－２３ 株式会社ムーバーズ

ハート引越センター 045-929-5180 横浜センター 横浜市都筑区佐江戸町２８２番地 株式会社ハート引越センター

トナカイ引越便 045-506-1421 横浜支店 横浜市鶴見区大黒埠頭２０番地 菱倉運輸株式会社

横浜市



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

カンガルー引越便 03-5857-7610 鶴見支店 横浜市鶴見区生麦２－３－２ 西濃運輸株式会社

サカイ引越センター 045-511-1141 横浜支社 横浜市鶴見区生麦１－１４－９ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 045-511-1141 横浜北支社 横浜市鶴見区生麦１－１４－９ 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 045-231-2019 横浜南センター 横浜市保士ヶ谷区権太坂２丁目５番６号 全国引越専門協同組合連合会

サカイ引越センター 045-730-0762 横浜西支社 横浜市保土ヶ谷区権太坂３－８－７ 株式会社サカイ引越センター

サカイ引越センター 045-730-0762 横浜南支社 横浜市保土ヶ谷区権太坂３－８－７ 株式会社サカイ引越センター

アリさんマークの引越社 045-988-2266 横浜緑支店 横浜市緑区いぶき野１－２６ 株式会社引越社関東

アリさんマークの引越社 045-988-0250 横浜旭支店 横浜市緑区いぶき野１－２６ 株式会社引越社関東

ハトのマークの引越センター 045-585-2019 横浜港北センター 横浜市南区六ッ川１丁目３３２番地 全国引越専門協同組合連合会

横浜市


