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                                   2023 年 1 月 25 日 

                                              西濃運輸株式会社 

悪天候による集配業務への影響について（１月２５日 １４：００） 

 

お客様各位 

 

いつも西濃運輸をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

悪天候により、お荷物の集荷・配達に見合せ・遅延が発生している地域がございます。 

昨日からの強い寒気により、北日本から西日本の広い範囲で積雪や路面凍結の影響を受け、

全国的に配送の遅延が発生しております。 

 

お客様にはご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、何とぞご了承いただきますよう 

お願い申し上げます。    

 

◆遅延地域                                        2023 年 1 月 25 日 14 時現在 

都道府県 市・郡・区・町・村 状況 担当店・電話番号

北海道 苫前郡(苫前町・羽幌町・初山別村) 1日  札幌支店　011-871-8180 

青森市(浪岡地区以外)、上北郡(七戸町・東北町)  半日  青森支店　017-726-3311 

青森市(浪岡地区)、北津軽郡(板柳町・鶴田町・中泊町)、

黒石市、五所川原市、つがる市、中津軽郡西目屋村、西

津軽郡(鯵ヶ沢町・深浦町)、平川市、弘前市、南津軽郡

(藤崎町・大鰐町・田舎館村) 

1日  弘前営業所　0172-92-2600 

上山市、寒河江市、天童市、西村山郡(河北町・西川町

・朝日町・大江町)、東根市、東村山郡(山辺町・中山

町)、村山市、山形市 

1日  山形支店　023-684-4490 

尾花沢市、北村山郡大石田町、新庄市、最上郡(金山町

・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村) 
1日  東北西濃新庄営業所　0233-23-2930 

飽海郡遊佐町、酒田市、鶴岡市、東田川郡（三川町・庄

内町) 
半日  庄内営業所　0235-66-4911 

群馬県
渋川市、利根郡(片品村・川場村・昭和村・みなかみ町)、

沼田市 
半日  渋川支店　0279-23-5562 

阿賀野市、岩船郡(関川村・粟島浦村)、北蒲原郡聖

篭町、五泉市、新発田市、胎内市、新潟市(北区・東区・

中央区・江南区・秋葉区・南区・西区)、村上市 

1日  新潟支店　025-265-3281 

加茂市、三条市、燕市、新潟市西蒲区、西蒲原郡弥

彦村、見附市、南蒲原郡田上町 
1日  三条支店　0256-45-3681 

佐渡市 、東蒲原郡阿賀町  見合せ  新潟支店　025-265-3281 

富山県 富山市、中新川郡(舟橋村・上市町・立山町)  1日  富山支店　076-429-8688 

石川県 加賀市、小松市、能美市  1日  加賀支店　0761-75-3135 

青森県

山形県

新潟県
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都道府県 市・郡・区・町・村 状況 担当店・電話番号

小浜市、敦賀市、三方上中郡若狭町、三方郡美浜町  1日  敦賀営業所　0770-24-1333 

あわら市、大野市、勝山市、坂井市、福井市、吉田郡

永平寺町 
1日  福井支店　0776－57－0300 

今立郡池田町、越前市、鯖江市、南条郡南越前町、

丹生郡越前町 
1日  武生営業所　0778-27-2888 

飯山市、上高井郡(小布施町・高山村)、上水内郡(信

濃町・小川村・飯綱町)、下高井郡(山ノ内町・木島平村・

野沢温泉村)、須坂市、千曲市、中野市、長野市 

1日  長野支店　026-248-5800 

岐阜県 高山市、飛騨市  1日  高山支店　0577-32-1917 

愛知県
知多郡(阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊

町）、知多市、東海市、常滑市、半田市 
半日  知多支店　0569-47-1860 

志摩市、鳥羽市、度会郡(玉城町・度会町・南伊勢町)  1日  三重西濃運輸伊勢営業所　0596-58-1577 

松阪市(飯南町・飯高町)  見合せ  三重西濃運輸津営業所　059-234-9688 

尾鷲市、北牟婁郡紀北町、熊野市、多気郡(多気町・明和

町・大台町)、津市、松阪市、南牟婁郡(御浜町・紀宝

町)、度会郡大紀町 

半日  三重西濃運輸津営業所　059-234-9688 

伊賀市、亀山市、名張市  1日  三重西濃運輸上野支店　0595-23-6621 

津市、松阪市  1日  久居支店　059-234-9738 

鈴鹿市  1日  鈴鹿支店　059-382-1351 

員弁郡東員町、いなべ市、桑名郡木曽岬町、桑名市、

三重郡(菰野町・朝日町・川越町)、四日市市 
1日  四日市支店　059-346-1122 

蒲生郡(日野町・竜王町)、甲賀市、湖南市、野洲市  見合せ  滋賀支店　0748-72-2191 

近江八幡市、東近江市  見合せ  近江営業所　0748-46-5522 

犬上郡(豊郷町・甲良町・多賀町)、愛知郡愛荘町  1日  彦根支店　0749-23-3031 

彦根市  半日  彦根支店　0749-23-3031 

大津市、草津市、高島市、守山市、栗東市  見合せ  大津支店　077-566-1881 

京都市右京区(京北町)、南丹市美山町  見合せ  京都南支店　06-4802-3023 

京都市(北区・南区・右京区・伏見区・西京区)、久世郡

久御山町、城陽市、相楽郡(笠置町・和束町・精華町・南

山城村)、綴喜郡(井手町・宇治田原町)、八幡市 

1日  京都南支店　06-4802-3023 

福知山市  見合せ  福知山営業所　0795-86‐1188 

京都市(上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・

山科区) 
1日  京都支店　06-4802-3022 

亀岡市、南丹市、船井郡京丹波町  1日  亀岡営業所　0771‐25‐2131 

大阪府 高槻市、三島郡島本町  1日  京都南支店　06-4802-3023 

福井県

長野県

三重県

上田市(西内・東内・鹿教湯・武石・上武石・下武石

・平井・菅平高原・真田町)、北佐久郡(軽井沢町・御代田

町・立科町)、佐久市(臼田・田口・清川・三分・下越・上

小田切・中小田切・下小田切・北川・湯原・入澤・平

林・勝間・協和・春日・布施・茂田井・印内・望月・塩

名田・御馬寄・甲・八幡・蓬田・桑山・矢嶋)、小県郡青

木村・長和町)、南佐久郡(小海町・川上村・南牧村・南相

木村・北相木村・佐久穂町) 

見合せ  上田支店　0268-62-1201 

滋賀県

京都府
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都道府県 市・郡・区・町・村 状況 担当店・電話番号

丹波市市島町、春日町  見合せ  福知山営業所　0795‐86‐1188 

朝来市、小野市、加西市、加東市、神崎郡市川町、

神崎郡（福崎町・神河町）、三田市、多可郡多可町、高

砂市、丹波篠山市、丹波市、豊岡市、西脇市、美方郡

（香美町・新温泉町）、養父市 

1日  加西支店　0790ｰ49‐2288 

姫路市、たつの市、相生市、宍粟市、赤穂市、赤穂郡、

佐用郡、揖保郡 
見合せ  姫路支店　079-267-1881 

西伯郡(日吉津村・大山町・南部町・伯耆町)、境港市、

日野郡(日南町・日野町・江府町)、米子市 
見合せ  米子支店　0859-39-3939 

岩美郡岩美町、鳥取市、八頭郡(若桜町・智頭町・八頭

町) 
1日  鳥取支店　0857-28-2221 

倉吉市、東伯郡(三朝町・湯梨浜町・琴浦町・北栄町)  1日  倉吉営業所　0858-35-3611 

邑智郡(川本町・美郷町・邑南町)  1日  太田営業所　0854-82-0042 

出雲市  1日  出雲支店　0853-21-3721 

隠岐郡(海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町)  1日  松江支店　0852-52-4111 

井原市  見合せ  福山支店　084-976-7818 

赤磐市、加賀郡吉備中央町、瀬戸内市、備前市、

和気郡和気町 
半日  備前営業所　0869-66-8100 

高梁市、津山市、新見市、真庭市、美作市、英田郡

西粟倉村、勝田郡(勝央町・奈義町)、久米郡(久米南町・

美咲町)、苫田郡鏡野町、真庭郡新庄村 

見合せ  津山営業所　0868-28-5020 

大竹市  見合せ  岩国営業所　0827-24-1131 

安芸郡坂町、江田島市、呉市  半日  呉営業所　0823-71-2161 

三次市、庄原市  見合せ  三次営業所　0824-62-4415 

安芸郡(府中町・海田町・熊野町)、安芸高田市、広島市

(中区・東区・南区・安芸区)、山県郡(安芸太田町・北広

島町) 

見合せ  広島支店　082-245-3141 

庄原市上下町、神石郡神石高原町、福山市、新市、

加茂、府中市 
見合せ  福山支店　084-976-7818 

竹原市、東広島市、三原市(大和町）  半日  東広島営業所　0824-23-3103 

廿日市市、広島市（西区・安佐南区・安佐北区・佐伯区） 見合せ  西広島支店　0829-31-5050 

岩国市、玖珂郡和木町  見合せ  岩国営業所　0827-24-1131 

阿武郡阿武町、長門市、萩市、防府市、美祢市、山口市  1日  山口支店　083-927-5551 

下松市、周南市、光市  見合せ  下松支店　0833-47-0055 

宇部市、山陽小野田市  半日  宇部支店　0836-41-9556 

下関市  1日  下関営業所　0832-48-2929 

筑後市、八女郡広川町、八女市  1日  筑後荷扱所（村田運輸）0942-52-5062 

朝倉郡東峰村  見合せ  鳥栖支店　0942-83-0881 

朝倉市、うきは市、大川市、小郡市、久留米市、柳川市  半日  鳥栖支店　0942-83-0881 

田川郡（香春町・添田町・大任町・赤村）  1日  筑豊支店　09496-2-7303 

朝倉郡筑前町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町  1日  鳥栖支店　0942-83-0881 

築上郡(吉富町・上毛町・築上町)、豊前市、京都郡

みやこ町、行橋市 
半日  豊前営業所　0979-82-4994 

伊万里市、嬉野市、鹿島市、唐津市、杵島郡(大町町・

江北町・白石町)、武雄市、西松浦郡有田町、東松浦郡玄

海町、藤津郡太良町 

半日  武雄支店　0954-26-3300 

小城市、神埼郡吉野ヶ里町、神埼市、佐賀市、多久市  半日  佐賀支店　0952-31-2271 

三養基郡（基山町・上峰町・みやき町）  1日  鳥栖支店　0942-83-0881 

島根県

岡山県

広島県

山口県

福岡県

佐賀県

兵庫県

鳥取県
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都道府県 市・郡・区・町・村 状況 担当店・電話番号

諌早市、雲仙市、大村市、島原市、南島原市  1日  長崎支店　0957-21-0880 

長崎市、西彼杵郡(長与町・時津町)  1日  長崎西営業所　0958-82-2165 

北松浦郡(小値賀町・佐々町)、西海市、佐世保市、

東彼杵郡(東彼杵町・川棚町・波佐見町)、平戸市 
半日  佐世保営業所　0956-38-2151 

荒尾市、宇城市、上益城郡(御船町・嘉島町・益城町

・甲佐町・山都町)、菊池市、熊本市北区、下益城郡美里

町、玉名郡(玉東町・南関町・長洲町・和水町)、玉名市、

山鹿市 

半日  熊本西濃運輸　096-380-6037 

阿蘇郡(南小国町・小国町・産山村・高森町・西原村

・南阿蘇村)、阿蘇市、宇土市、熊本市南区城南町 
1日  熊本西濃運輸　096-380-6037 

玖珠郡(九重町・玖珠町)、国東市、東国東郡姫島村、

日田市、豊後高田市 
1日  中津急行　0979-32-5555 

竹田市(久住)、由布市(湯布院町・庄内町)  1日  中津急行 大分営業所　0975-92-5555 

別府市(城島・鉄輪）  1日  大分支店　097-522-1881 

杵築市、速見郡日出町  1日  北大分営業所　0978-63-2273 

大分市、別府市  半日  大分支店 0975-22-1881 

鹿児島市、日置市(東市来町以外)、南さつま市(金峰町)  1日  鹿児島支店　099-267-6581 

奄美市、大島郡(大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・

喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・

与論町)、鹿児島市、熊毛郡(中種子町・南種子町・屋久島

町)、西之表市 

1日  鹿児島支店　099-267-6581 

長崎県

熊本県

大分県

鹿児島県

 

 

また、その他の地域におきましても、天候や道路状況等により、お荷物の集荷・配達に遅延が発

生する可能性がございます。 

 

 

配達状況等の詳細につきましては、最寄りの支店・営業所にお問い合せください。 

営業所検索はこちら   

http://www.seino.co.jp/seino/branch/  

 

下記の URL より商品の配送状況をご確認いただけます 

http://stc.deliveryseino.jp/  

http://www.seino.co.jp/seino/branch/
http://stc.deliveryseino.jp/

