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代理店名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 東京海上日動 損保ジャパン 三井住友海上
あいおいニッセイ

同和損保

アレーゼ新潟　株式会社 新潟県　新潟市　中央区　女池神明　2-8-10 025-288-2151 025-284-9699 ○
ネッツトヨタ　新潟 新潟県　新潟市　中央区　女池南　1丁目3-8 025-282-2223 025-285-1177 ○
東京海上日動パートナーズ　EAST　新潟支社 新潟県　新潟市　中央区　万代　2-3-6　 025-278-8322 025-278-8377 ○
株式会社　関屋モータース 新潟県　新潟市　中央区　関南町　6-13 025-267-3141 025-267-3144 ○
新潟トヨタ自動車　株式会社 新潟県　新潟市　中央区　女池南　1-2-13 025-281-7164 025-281-7122 ○
保険らぼ 新潟県　新潟市　中央区　沼垂東　6-1-3 025-247-7885 025-247-7883 ○
新潟自動車産業 新潟県　新潟市　中央区　東万代町　4-14 025-287-3322 025-287-3326 ○
ピーワーク保険センター 新潟県　新潟市　江南区　横越川根町　4-9-5 025-385-1717 025-385-1717 ○ ○
トヨタカローラ　新潟 新潟県　新潟市　江南区　下早通柳田　2-2-15 025-212-7711 025-382-0710 ○
有限会社　新潟亀田保険事務所 新潟県　新潟市　江南区　西町　3-3-58　南マンション　101 025-383-1580 025-383-1581 ○ ○
ほけんのアスキット　株式会社 新潟県　新潟市　東区　南紫竹　2-6-30 025-286-1212 025-286-1215 ○
ホンダカーズ　新潟 新潟県　新潟市　西区　山田　2307-352 025-234-4000 025-234-4010 ○
株式会社　ウェストコーポレーション 新潟県　新潟市　西区　山田　3352 025-234-3030 025-234-3032 ○
有限会社　新潟総合保険サービス 新潟県　新潟市　西区　寺尾朝日通　4-16 025-234-4550 025-234-4551 ○
株式会社　ネオプランナー 新潟県　新潟市　西区　槇尾　371-3 025-211-5200 025-211-5600 ○
株式会社　あんしん21 新潟県　新潟市　秋葉区　川根甲　147-1 0250-23-5566 0250-23-5576 ○
東京海上日動パートナーズ　EAST　長岡支社 新潟県　長岡市　豊　1-628-3 0258-30-5311 0258-30-5312 ○
株式会社　あんしんプランニング 新潟県　長岡市　石内　2-2-8 0258-36-3774 0258-36-3785 ○
有限会社　アクロス 新潟県　長岡市　幸町　3-7-7 0258-35-6170 0258-35-6171 ○
株式会社　サンライズオフィス 新潟県　長岡市　深沢町　3136 0258-46-2811 0258-46-5658 ○
有限会社　くらさわ・保険サービス 新潟県　長岡市　大島新町　3丁目甲　1267-1　ホウセイ建設ビル　2Ｆ 0258-86-7232 0258-86-7256 ○
有限会社　サカイ保険サービス 新潟県　長岡市　中島　5-9-3 0258-31-1680 0258-31-1689 ○
有限会社　金内企画 新潟県　長岡市　中島　7-3-33 0258-39-3336 0258-39-3338 ○
東京海上日動パートナーズ　EAST　柏崎支社 新潟県　柏崎市　柳橋町　9-43　ダイワビル　1F 0257-47-7445 0257-47-7446 ○
be　Connect 新潟県　新発田市　豊町　3-8-20 0254-20-7642 0254-20-7643 ○
株式会社　ライフサポート総合保険 新潟県　村上市　山居町　1-13-10 0254-53-3080 0254-50-1090 ○
株式会社　アイ・サポート 新潟県　村上市　飯野　3-8-22 0254-53-0167 0254-53-0203 ○
あしなが保険　株式会社 新潟県　五泉市　東本町　2-6-1 0250-43-1791 0250-43-7027 ○
株式会社　ナカヤ保険 新潟県　上越市　大字戸野目　1013 025-522-7556 ○
有限会社　上越総合保険企画 新潟県　上越市　とよば　127 025-526-7377 025-523-7059 ○
アイエム企画 新潟県　上越市　石橋　2-5-39　三慶ビル　202 025-522-1065 025-522-1065 ○
ＭＳ関東甲信越　株式会社　上越支店 新潟県　上越市　板倉区針　915 0255-78-2320 0255-78-2830 ○
有限会社　山田損保事務所 新潟県　上越市　北城町　4-13-5 025-523-5640 025-525-7587 ○
有限会社　魚沼総合保険サービス 新潟県　魚沼市　吉田　923-3 025-793-2756 025-793-2727 ○
株式会社　アイムス 新潟県　南魚沼市　小栗山　538-3 025-772-4271 025-770-0753 ○
キムラ自動車 新潟県　胎内市　乙　912-1 0254-46-2748 0254-46-2780 ○
ホンダ四輪販売　関東中央　新潟　 群馬県　伊勢崎市　田中島町　1403-14　 0270-30-3070   025-234-4010 ○
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有限会社　まんよう保険企画 富山県　高岡市　駅南　4丁目8-6　カナヤビル2階　　 0766-28-2363 0766-26-7801 ○
株式会社　ＦＰパートーナー 富山県　富山市　新桜町　6-24　ＣＯＩ富山新桜ビル　3Ｆ 076-471-7737 076-471-7738 ○
トヨタカローラ　富山 富山県　富山市　綾田町　3-12-26 076-432-3105 076-432-3188 ○
ファーレン富山 富山県　富山市　掛尾町　513-2 076-425-1500 076-425-1504 ○
株式会社　K-ing 富山県　富山市　向川原町　2-23　ダイヤパレス雪見橋　101 076-460-9292 076-460-2094 ○
ユーロ富山 富山県　富山市　黒崎　14-1 076-422-1168 076-422-7768 ○
ＡＤインシュアランスサービス富山 富山県　富山市　桜町1丁目1-36　富山地鉄ビルデイング2Ｆ　 076-471-7763 076-471-8685 ○
橘  正樹 富山県　富山市　上本町　6-5　あいおいニッセイ同和損保富山ビル　2F 076-493-2051 076-493-2083 ○
サン保険企画 富山県　富山市　上本町　6-5　あいおいニッセイ同和損保富山ビル　4F 076-493-3440 076-493-3443 ○
ワタヤ自動車 富山県　富山市　新庄本町　1-2-21 076-451-3883 076-451-5866 ○
ネッツトヨタ　富山 富山県　富山市　新庄本町　3-3-33 076-451-2828 076-451-2981 ○
PRO　SUPPORT 富山県　富山市　水橋中村町　108　河合ビル　1Ｆ 076-479-1388 076-479-1399 ○
富山日産 富山県　富山市　西新庄　11-46 076-441-2341 076-441-2771 ○
富山トヨタ自動車 富山県　富山市　千歳町　2-5-26 076-432-4141 076-432-5142 ○
トヨタモビリティ富山　株式会社　 富山県　富山市　千歳町　2-5-26 076-432-4141 ○
株式会社　アクティブ 富山県　富山市　太郎丸西町　1-2-3 076-407-1350 076-407-1351 ○
ＴＡＫＥＮＡＫＡ 富山県　富山市　藤木　497-2 076-422-9188 076-422-9177 ○
大洋保険サービス　株式会社 富山県　富山市　畑中　82 076-444-6664 076-444-6665 ○
クラスター 富山県　富山市　堀川小泉町　1-7-5　フタバビル　2F 076-492-9393 076-422-9982 ○
トナミ商事　株式会社 富山県　高岡市　昭和町　1-2-10 0766-22-5057 0766-22-9887 ○
有限会社　堀為 富山県　高岡市　川原町　3-1 0766-25-1845 0766-25-1890 ○
有限会社　すまいる 富山県　高岡市　問屋町　26　日装ビル　2F 0766-26-5775 0766-26-5776 ○
米原商事　株式会社 富山県　砺波市　栄町　6-27 0763-33-5811 0763-33-2318 ○
有限会社　いざわ保険 富山県　南砺市　福光　91-13 0763-52-2751 0763-52-6237 ○
南部　元春 富山県　射水市　立町　10-20-402 　　　 090-2032-0229 ○
小森総合保険 富山県　下新川郡　入善町　舟見　1903 090-3763-8575 0765-78-0890 ○
金沢三菱自動車販売　株式会社 石川県　金沢市　神宮寺　3-1-5 076-252-5812 076-253-0458 ○
Ｅ保険プランニング　金沢支店 石川県　金沢市　古府　1－33－2 076-240-2288 076-240-3432 ○
株式会社　ホンダカーズ　石川 石川県　金沢市　古府　2-125-1 076-240-3333 076-240-0829 ○ ○
株式会社　アドバンテッジサービス 石川県　金沢市　高尾台　1-442 076-298-9766 076-298-9767 ○
ライフプラニングセンター 石川県　金沢市　若宮　1-32 076-263-7466 076-263-7419 ○
石川日産自動車販売　株式会社 石川県　金沢市　若宮町ホ　47 076-223-1123 076-223-7213 ○
沖津商事　株式会社 石川県　金沢市　神宮寺　3-9-11 076-253-3000 076-253-3500 ○
ネッツトヨタ　石川　株式会社 石川県　金沢市　西泉　2-178 076-242-5131 ○ ○
プロ保険 石川県　金沢市　西泉　4-35 076-259-0188 076-243-0144 ○
北陸スバル 石川県　金沢市　泉本町　3-102 076-241-5121 076-241-8453 ○
株式会社　ホンダ四輪販売　北陸 石川県　金沢市　大豆田本町甲　560 076-225-8111 076-225-8137 ○ ○ ○
株式会社　ＫＡＺ保険企画 石川県　金沢市　二口町二　53-1 076-222-9055 076-222-9068 ○
リテアコンサルティング 石川県　金沢市　入江　3-132　福村ビル　2F　203 076-229-7730 076-291-8228 ○
ほけんぷらざ未来サポート　株式会社 石川県　金沢市　富樫　1-3-10 076-255-7481 076-243-3669 ○
ヨシダ自動車 石川県　小松市　上小松町　丙　７２－１　　 0761-23-5888 ○
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株式会社　ホンダ四輪販売北陸 福井県　福井市　二の宮　2-8-67 0776-21-2341 ○
株式会社　スズキ自販　北陸 福井県　福井市　今市町　54-7 0776-38-0833 0776-38-5352 ○
トヨタカローラ　福井　株式会社 福井県　福井市　志比口　1-8-1 0776-53-6000 0776-53-6003 ○
株式会社　ホンダクリオ　福井 福井県　福井市　御幸　4-11-22 0776-23-3480 0776-36-4785 ○
有限会社　ライフバンク保険　やまがた 山形県　山形市　嶋北　4-4-2 023-682-2133 023-665-1200 ○
株式会社　ライフサポート 山形県　長井市　清水町　2-3-7 0238-88-5900 0238-87-9888 ○
株式会社　スキッツ 山形県　長井市　東町　5-11 0238-88-2488 0238-88-2868 ○
三栄自動車 山形県　西置賜郡　小国町　大字小国小坂町　字光岳寺前　2-440 0238-62-3234 0238-62-5286 ○
有限会社　グリーンエッジ 福島県　会津若松市　町北町　上荒久田　字鈴木　57-1 0242-37-1877 0242-22-1866 ○
合同会社　ユニライフ 福島県　会津若松市　門田町　黒岩　字南青木　12-6 0242-29-0770 0242-26-3002 ○
ビーンズ・ライフ 福島県　会津若松市　和田　2-5-1 0242-93-5101 0242-93-5102 ○
株式会社　ホンダカーｽﾞ　福島 福島県　郡山市　南　2-2 024-945-7170 ○
株式会社　東和電気 福島県　二本松市　智恵子の森　1-41 0243-24-8838 0243-24-8848 ○
有限会社　倉沢保険事務所　（青木）　 長野県　長野市　吉田　5-10-38 026-259-0043 026-251-0560 ○
株式会社　ちとせ保険事務所 長野県　長野市　栗田　182-1　MKビル　2F-C 026-224-1585 026-224-1610 ○
アイル　株式会社 長野県　長野市　若里　1-2-14 026-225-8585 026-225-8484 ○
東京海上日動パートナーズ　EAST　長野支社 長野県　長野市　南県町　1081 026-267-8555 026-267-8556 ○
有限会社　松本安田 長野県　松本市　笹賀　5799-16 0263-24-2688 0263-26-2778 ○
アルファ・ファイブ 長野県　松本市　中央　2-1-24 0263-37-5737 0263-37-5738 ○
ほけんプラザ　株式会社　（トライスター中部） 長野県　松本市　島内　4619-3　Ｑｕｉｎｔｅｔ　Ｄｏｏｒ　1Ｆ-北 0263-87-5114 0263-87-5190 ○
ＡＤインシュアランスサービス　松本支店 長野県　松本市　埋橋　1-1-7　AD松本ビル　1Ｆ 0263-32-2160 0263-32-2181 ○
大角屋 長野県　松本市　野溝西　1-6-28 0263-29-4332 0263-29-4510 ○
降幡自動車　株式会社 長野県　松本市　野溝西　3-5-8 0263-26-2004 0263-26-2044 ○
大樹生命　飯田営業部 長野県　飯田市　箕瀬町　1-2419 0265-24-4980 0265-52-6274 ○
美勢エージェンシー 長野県　塩尻市　大門　1-3-3 0263-54-3115 0263-36-9606 ○
みの谷　株式会社 岐阜県　高山市　花里町　4-78 0577-32-1100 0577-35-1100 ○
有限会社　笠城保険事務所 岐阜県　高山市　曙町　4-43 0577-34-5085 0577-34-5125 ○
ウインライフ高山 岐阜県　高山市　緑ケ丘町2-22 0577-33-0159 0577-33-0538 ○
三井金属スタッフサービス　神岡営業所 岐阜県　飛騨市　神岡町　東町六郎　807-6 0578-82-1038 0578-82-3024 ○


