Aiming at the highest customers satisfaction with all possible efforts.

地域と成長
国際の引越

見積
無料

0956－39－0044
国際運輸㈱ 梱包部（担当者直通）
受付日：平日、土日、祝日

プラン紹介

Excellent Moving 〉〉〉手間なく楽にお引越したい方向け

A

荷造りから荷解き、家具の配置にいたるまで、お客様の指示のもと、全ておまかせいただくプランで
す。特にご高齢の方や共働き世帯、小さなお子様がいらっしゃるご家庭向けです。
特典

B

安心！担当者指名制度（裏面）、楽々！梱包ラベルプレゼント、楽々！梱包エコツールレンタル、梱包資材プレゼント、
家具の移動 1 年間無料（※佐世保市近郊の居住者のみ）

〉〉
〉楽もしたいし、予算も抑えたい方向け

Good Moving

ダンボールへの荷詰め・荷解き以外の大物家具の梱包・運搬・設置などの大変な部分をおまかせいただく
プランです。こちらのプランが通常のお引越しプランとなります。
特典

安心！担当者指名制度（裏面）、楽々！梱包ラベルプレゼント、楽々！梱包エコツールレンタル、梱包資材プレゼント、
家具の移動 1 年間無料（※佐世保市近郊の居住者のみ）

〉〉
〉とにかく予算を抑えたい方向け

Easy Moving

C

トラックとドライバーのみ手配し、旧居から新居までの輸送だけをお引き受けするプランです。積地や降地
でご親戚や職場同僚の方のご支援が可能な場合にご検討下さい。
特典

楽々！梱包ラベルプレゼント、梱包資材プレゼント
※全プラン共通でご用意しています梱包資材プレゼントは、ダンボール S・M サイズ各 20 枚、梱包用テープです。

６つのこだわり
１

安心！年間一律料金

４

ダンボールの内容物を記載したオリジナルシールを貼り付
けることで開梱作業がスムーズになります。お客様が家族
で楽しんでご準備いただけるよう日々資材の開発中です。

弊社は年間を通して料金一律です。引越業界特有の閑散
期や繁忙期による料金の変動はございません。（年中適正
価格）ぜひ一度お見積りをご検討下さい。

２

便利！倉庫預かり保管サービス

５

楽々！梱包エコツール
シューズ BOX やハンガーBOX など梱包がスムーズになる
ようなグッズです。ぜひお時間がない方や少しでも楽に引
越をされたい方はご利用をご検討下さい。

清潔！靴下履き替えサービス
お客様の新居での生活が少しでもお手間にならないよう
に、弊社引越クルーは十分身だしなみに注意を払って作
業いたします。その一環で靴下は降地で履き替えます。

引越時にお預かりしました家財について弊社倉庫内での
一時保管料を無料にてサービスいたします。（最大一週
間）ご新居の準備が整うまでの期間ご利用下さい。

３

楽々！梱包ラベル

６

安心！地元育ちのクルー担当
弊社は佐世保地域と共に成長してまいりました。もちろんク
ルーは全員が佐世保育ちです。お客様に顔が見える引越
を提供することでご安心いただきたく存じます。

お問い合わせ先（単身引越・家族引越・国際引越・オフィス引越など）
国際運輸㈱梱包部 佐世保市広田 4 丁目 8 番 5 号 TEL0956-39-0044 FAX0956-38-0387

Aiming at the highest customers satisfaction with all possible efforts.

We are MOVERS
松本 愛誠（47 歳）

小島 祐輔（43 歳）

引越業歴：25 年
引越特技：トラック積み
出身地：大塔町
趣味：ツーリング（バイク）
好きな言葉：
（英語）Happiness depends upon
ourselves
（日本語）幸せかどうかは自分次第

引越業歴：24 年
引越特技：梱包の速さ、丁寧さ
出身地：天神町
趣味：バレーボール、ゴルフ
好きな言葉：
（英語）Today is the first day of the
rest of your life
（日本語）今日は残りの人生の最初の日

「シンプル」に仕事に「本気」
で取り組むことです！

業歴 24 年の技術をぜひご
確認して下さい！

菅野 公治（56 歳）
引越業歴：17 年
引越特技：車輌の運転、積込作業
出身地：宮津町
趣味：スポーツ（球技）
好きな言葉：
（英語）Do one’s best
（日本語）ベストを尽くす

体力と力は若い人に負けな
い気持ちで頑張ってます！

石本 純一（49 歳）
引越業歴：17 年
引越特技：積込作業
出身地：波佐見町
趣味：釣り
好きな言葉：
（英語）Persistence pays off
（日本語）粘り強さは成果をもたらす

梱包には自信があります！

山下 圭三（44 歳）
引越業歴：21 年
引越特技：家具の梱包
出身地：花園町
趣味：ゴルフ、ジョギング
好きな言葉：
（英語）Don’t lose to yourselfbecome a strong kind person!
（日本語）自分に負けず強く優しい人間に！

常に笑顔で責任を持ってや
り遂げる！

平田 一孝（43 歳）
引越業歴：16 年
引越特技：家具の梱包
出身地：大塔町
趣味：映画鑑賞、釣り
好きな言葉：
（英語）Actions speak louder than
（日本語）言葉より行動で示すことが
大事

丁寧な作業には、一番の自
信があります！

お引越しを担当する現場責任者を
ご紹介します。全員地元を熟知し、
国際引越で鍛え上げた引越のプロ
集団です！ご指名される際、ぜひ
ご参考下さい。

林 信夫（50 歳）
引越業歴：20 年
引越特技：積込作業
出身地：天神町
趣味：野球
好きな言葉：
（英語）Seeing is believing
（日本語）百聞は一見に如かず

安全な作業に心がけて日々
当たっています！

福島 翔平（29 歳）
引越業歴：12 年
引越特技：重量物運搬、
スピーディーな作業
出身地：相浦町
趣味：車、バイク
好きな言葉：
（英語）Challenge everything
（日本語）何事も挑戦

力には自信があり、私に持
てない荷物はありません！

届いています！
A さんご家族
【積地】長崎市→【降地】佐世保市

柏木 巧亨（42 歳）
引越業歴：9 年
引越特技：梱包時の素早い紐の固縛
出身地：瀬戸越町
趣味：スポーツ鑑賞
好きな言葉：
（英語）You can do it if you try
（日本語）やればできる

野村 拓矢（26 歳）
引越業歴：3 年
引越特技：荷物運搬
出身地：指方町
趣味：バレーボール、釣り
好きな言葉：
（英語）Continuation is power
（日本語）継続は力なり

引越業歴：5 年
引越特技：狭い場所等への家具搬入
出身地：広田町
趣味：スポーツ、釣り
好きな言葉：
（英語）WHOLEHEARTEDLY
（日本語）誠心誠意

元気だけはあります！

誠心誠意を持って丁寧に作
業いたします！

趣味

迅速、丁寧な作業を常に心
掛けています！

吉田 裕希（35 歳）

【利用プラン】
Excellent Movinｇ
【声】
知人の紹介で初めて利用しました。
事前にダンボールに詰める時間が
なかったので、“Excellent Moving”を
利用しました。日頃から鍛錬されて
いるせいか、大変手際が良くて感動
しました！おかげで面倒な引越がす
ごく楽 でし た。ありが とう ございまし
た。

お問い合わせ先（単身引越・家族引越・国際引越・オフィス引越など）
国際運輸㈱梱包部 佐世保市広田 4 丁目 8 番 5 号 TEL0956-39-0044 FAX0956-38-0387

