
団体扱自動車保険
募集代理店

近畿地方整備局管内  2023年1月版

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

ユナイテッド・インシュアランス　株式会社 大阪府　大阪市　中央区　南本町　1-4-10　ＳｔｏＲＫ　ＢＬDG.　2F 06-6125-3338 06-6125-3337 ○
東京海上日動パートナーズ　かんさい　大阪北支社 大阪府　大阪市　中央区　北浜　2-6-26 06-6223-7225 06-6209-7200 ○
ＡＤインシュアランスサービス　大阪支店 大阪府　大阪市　中央区　本町　4-1-7　大阪第二有楽ビル　3F 06-6267-8760 06-6267-8755 ○
Ｅ保険プランニング　北大阪支店 大阪府　大阪市　淀川区　十三東　1-17-13　水交ビル　201号 06-6101-1950 06-6101-1960 ○
Ｅ保険プランニング　大阪支店 大阪府　大阪市　淀川区　十三東　1-18-30 06-6101-1950 06-6101-1960 ○
株式会社　ホンダカーズ　大阪 大阪府　大阪市　北区　南扇町　7-31　ホンダ大阪ビル　5Ｆ 06-4709-3700 06-6313-1182 ○
レジアスインパクト　関西本部 大阪府　大阪市　天王寺区　東高津町　11-9　上本町ビル　9Ｆ 06-4303-4193 06-4303-4194 ○
有限会社　トータル関西 大阪府　大阪市　東住吉区　中野　3-1-13　3Ｆ 06-4303-5270 06-6703-7866 ○
株式会社　ケーエヌ 大阪府　大阪市　東住吉区　田辺　1-6-7　4Ｊ　 06-6626-6160 06-6626-6161 ○
株式会社　ウインライフ　 大阪府　大阪市　西区　北堀江　2-6-15 06-6535-7200 0739-22-6188 ○
株式会社　スズキ自販近畿 大阪府　大阪市　浪速区　敷津西　1-1-5 06-6633-8777 06-6633-7333 ○
余田　卓 大阪府　豊中市　新千里西町　1-2-14 06-6992-6081 06-6992-6084 ○
TSPネット　大阪 大阪府　豊中市　中桜塚　2-21-7　3F 06-6844-1611 06-6844-1618 ○
杉野保険サービス 大阪府　枚方市　茄子作北町　11-28 072-854-5000 072-854-5555 ○
株式会社　未来ON 大阪府　枚方市　茄子作北町　11-29 072-854-5001 ○
総合保険サービス　株式会社 大阪府　茨木市　沢良宜西　1-18-14 072-632-1333 072-632-2444 ○
株式会社　Lipaq 大阪府　茨木市　美穂ヶ丘　19　Ｃ-ＳＨＯＰ-5 072-631-7733 072-631-7734 ○
株式会社　あすなろ保険事務所 大阪府　東大阪市　荒本北　1-6-11　103号 06-6744-8002 06-6744-8003 ○
株式会社　ライフプラザパートナーズ　神戸FA営業部 兵庫県　神戸市　中央区　御幸通6-1-10　オリックス神戸三宮　11F 078-241-5750 ○
株式会社　ソナエル 兵庫県　神戸市　中央区　海岸通　4-5-9　神戸川田ビル　4Ｆ 078-366-0360 078-366-0370 ○
ベストワン 兵庫県　神戸市　中央区　古湊通　2-3-9 078-362-5009 078-362-5029 ○
西川保険事務所 兵庫県　神戸市　北区　山田町　下谷上字中上　8-45 078-583-5263 078-583-4068 ○
株式会社　セーフティプランニングオフィス 兵庫県　神戸市　西区　竹の台　5-20-35 078-992-1356 078-992-1355 ○
エビスIS 兵庫県　神戸市　西区　北別府　4-15-2 078-978-0340 078-978-0341 ○
オール保険サービス 兵庫県　神戸市　兵庫区　切戸町　5-25　近畿海運ビル　206号 078-681-4680 078-681-4681 ○
アシスト 兵庫県　神戸市　垂水区　神陵台　7-13-20 078-785-6464 078-785-2242 ○
トヨタカローラ　神戸 兵庫県　神戸市　灘区　灘南通　2-1-9 0798-71-1601 0798-73-7822 ○
株式会社　セブンスタ－ 兵庫県　神戸市　東灘区　住吉東町　4-8-10 078-821-0999 078-821-6466 ○
アトラス保険サービス 兵庫県　神戸市　東灘区　青木　1-2-34　サンシャインワーフ神戸 078-436-6240 078-436-6242 ○
オフィス３１０ 兵庫県　姫路市　花田町　加納原田　871-7 079-252-5738 079-251-1458 ○
アクシス21 兵庫県　姫路市　安田　4-113　大東ビル　2F 079-225-2201 079-225-2202 ○
中谷自動車　株式会社 兵庫県　姫路市　花田町　加納原田　108-4 079-253-3838 079-253-3836 ○
株式会社　ＩＭＳ 兵庫県　姫路市　東延末　3-56-320 079-283-0880 079-283-0885 ○
有限会社　姫路保険センター 兵庫県　姫路市　豊沢町　169 079-286-8868 079-286-8808 ○
株式会社　アール企画 兵庫県　尼崎市　上坂部　3-5-1 06-6493-9370 06-6493-9372 ○
ティ・エフ・ピー 兵庫県　伊丹市　西台　3-1-16 072-771-7277 072-771-7278 ○
株式会社　ユニオン保険センター 兵庫県　豊岡市　今森　205 0796-22-8568 0796-22-6702 ○
K.I.O 兵庫県　豊岡市　上陰　176-6 0796-22-1166 0796-23-5606 ○
株式会社　みのり保険事務所 兵庫県　豊岡市　日高町　国分寺　296-1 0796-43-2280 0796-43-2290 ○
株式会社　セーフティ・サポート 兵庫県　赤穂市　加里屋　290-10　プラット赤穂　111 0791-45-3718 0791-45-3731 ○
アルファ総合保険 兵庫県　川西市　栄根　2-22-5　トサキヒ゛ル　2Ｆ 072-755-0760 072-755-0780 ○
福田和美 兵庫県　宍粟市　山崎町今宿　21-4 0796-23-7519 0796-23-7093 ○
保険の夢工房 兵庫県　西脇市　下戸田　26-1 0795-23-5650 0795-23-5651 ○
ＭＳ創徳久　株式会社 兵庫県　揖保郡　太子町　太田　1680-1 079-277-2577 079-277-2545 ○
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東京海上日動パートナーズ　かんさい　京都支店 京都府　京都市　下京区　柳馬場通松原下る忠庵町　310 075-353-7800 075-361-2040 ○

株式会社　ラクール保険事務所 京都府　京都市　下京区　東洞院通七条下ル二丁目　東塩　小路町　541-1 075-361-6431 075-361-6432 ○

株式会社　京滋マツダ 京都府　京都市　南区　吉祥院向田西町　1 075-314-3751 075-311-1052 ○

株式会社　京都アイ・エス 京都府　京都市　南区　吉祥院石原長田町　1-1　桂川ハイツ　1-109 075-661-3677 075-672-1889 ○

京都三菱自動車販売 京都府　京都市　南区　西九条菅田町　15 075-662-7610 075-672-9285 ○

Ｔ・Ｍ・Ａ 京都府　京都市　山科区　勧修寺　堂田　13-1　西野山団地　9棟302号 075-594-4445 075-594-4400 ○

株式会社　ホンダカーズ　京都 京都府　京都市　山科区　北花山大林町　55-1 075-582-5001 075-582-5011 ○

ファイナンシャルトラスト　株式会社 京都府　京都市　伏見区　竹田真幡木町　181　ＭＴ　ｏｆｆｉｃｅ　102　 075-623-4191 075-623-4192 ○

保険デザインパートナーズ　株式会社　 京都府　京都市　伏見区　桃山町　安芸山　1-8　 075-200-3368 075-874-1983  ○

東京海上日動パートナーズ  かんさい　京都支社 京都府　京都市　中京区　壬生坊城町24-1　古川勘ビル　7F 075-823-6262 075-823-6277 ○

Ｆ保険設計 京都府　福知山市　大字私市　小字西ヶ端　27 0773-20-1277 0773-20-1288 ○

株式会社　福知山中央保険事務所 京都府　福知山市　東中ノ町　60 0773-23-1009 0773-24-1308 ○

北京都総合保険 京都府　綾部市　味方町　石風呂　15-2 0773-43-2785 0773-43-2785 ○

東京海上日動パートナーズ　かんさい　京都南支社　(上原正嗣） 京都府　宇治市　広野町　西浦　87　ＴｈｅＧａｒｄｅｎＣoｍｍｕｎｅ　B棟 0774-41-1151 0774-41-1152 ○

結プランニング 京都府　亀岡市　古世町　1-13-3 0771-25-5900 0771-25-5901 ○

FIRST　PROJECT　CREW 京都府　城陽市　寺田袋尻　1-8　リチャードビル　2F 0774-55-6820 0774-55-7084 ○

橋本　英将 京都府　城陽市　枇杷庄出羽　29-2 0774-55-4143 0774-55-4153 ○

常原　浩嗣 京都府　久世郡　久御山町　市田新珠城　210-3 0774-48-4550 0774-48-4559 ○

内池　崇 奈良県　奈良市　西御門町　2　西御門服部ビル　3F 0742-23-1101 0742-27-0149 ○

株式会社　モトーレンティーアイ 奈良県　奈良市　三条　添川町　7番26号 0742-35-8632 0742-35-3298 ○

東京海上日動パートナーズ　かんさい　奈良支社 奈良県　奈良市　大宮町　6-2-19 0742-33-0523 0742-35-7353 ○

株式会社　ジャスパ 奈良県　奈良市　法蓮町　163-1　新大宮愛正寺ビル　303　 0742-35-6611 0742-33-8478 ○

有限会社　ネオライフパートナーズ 奈良県　大和高田市　本郷町　12-17 0745-25-0768 0745-25-5568 ○

西本自工 奈良県　吉野郡　吉野町　大字丹治　51 0746-32-2213 0746-32-5800 ○

オートライフ保険サービス 奈良県　吉野郡　大淀町　比曽　686-2 090-8167-7587 0745-62-9529 ○

滋賀日産自動車　株式会社 　大津支店 滋賀県　大津市　湖城が丘　6-1 077-525-2323 077-523-5830 ○

東京海上日動パートナーズ　かんさい　大津支社 滋賀県　大津市　京町　2-5-10　大津神港ビル　3F 077-510-1470 077-523-6048 ○

青木愛理 滋賀県　大津市　京町　2-5-10　大津神港ビル　6F 077-522-9071 077-522-9467 ○

都　直政 滋賀県　大津市　西の庄　19-11 077-524-9820 077-522-9119 ○

ＡＩＰ滋賀　大津支店 滋賀県　大津市　馬場　1-3-3　植田ビル　2F 077-518-6550 077-518-6551 ○

有限会社　総合保険のきたがわ 滋賀県　近江八幡市　鷹飼町南　1-4-16 0748-38-0175 0748-38-0176 ○

株式会社　保険サポート 滋賀県　守山市　浮気町　300-19　近江守山光ビル　2F 077-532-2985 077-575-1128 ○

とみやま損保 滋賀県　守山市　浮気町　300-19　近江守山光ビル　4Ｆ 077-582-2122 077-582-2131 ○

株式会社　ホンダクリオ　滋賀 滋賀県　栗東市　出庭　519-1　 077-552-8200 077-552-5777 ○

滋賀三菱自動車販売　株式会社 滋賀県　栗東市　蜂屋　963-1 077-552-0371 077-553-9844 ○

株式会社　びわこ共和保険 滋賀県　栗東市　下鈎　1033-4 077-554-9710 077-554-0802 ○

滋賀日産自動車　株式会社　本社 滋賀県　草津市　野路　5-3-30 077-525-2323 077-523-3887 ○
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有限会社　岩出損保サービス 和歌山県　和歌山市　吉田　681　3号室 050-3776-1104 050-3776-1105 ○

タイヘイベスト企画 和歌山県　和歌山市　元寺町　南ノ丁　16　川上ビル　3F　 073-425-1655 073-425-1654 ○

東京海上日動パートナーズ　かんさい　和歌山支社 和歌山県　和歌山市　十二番丁　13　和歌山十二番丁ビル　5F 073-497-5678 073-497-5662 ○

株式会社　栄和 和歌山県　和歌山市　西汀丁　18　ISC栄和ﾋﾞﾙ　5F 073-423-5515 073-423-5567 ○ ○

峰保険事務所 和歌山県　和歌山市　太田　440-12 073-472-2951 073-472-2961 ○

日下部損保 和歌山県　和歌山市　津秦　216-10 073-472-7373 073-472-7167 ○

株式会社　グリーンライフ 和歌山県　和歌山市　島崎町　5-1-19 073-427-6928 073-435-2802 ○ ○ ○

和歌山トヨタ自動車 和歌山県　和歌山市　美園町　2-65 073-436-1177 048-427-2700 ○

ワコウシステムズ 和歌山県　和歌山市　和佐中　151-4 073-477-1115 073-477-2660 ○

株式会社　ライフパートナー 和歌山県　田辺市　秋津町　698 0739-26-3761 0739-26-3764 ○

廣畑総合保険 和歌山県　田辺市　新屋敷町　79-17　美浜ビル　2F 0739-25-0026 0739-25-0315 ○

三川元　（ミカワモト） 和歌山県　田辺市　朝日ケ丘　15-7 0739-24-7288 0739-24-7376 ○

阪本・野上保険事務所　株式会社 和歌山県　有田市　初島町 浜　1677-19 0737-82-4023 0737-83-4317 ○

フォ－ユープランニング　有限会社 和歌山県　海南市　日方　1130-8 073-482-3048 073-483-6633 ○ ○

株式会社　永楽屋 和歌山県　日高郡　美浜町　大字吉原　778-1 0738-22-2723 0738-22-2745 ○

東京海上日動パートナーズ　東海北陸　福井支店 福井県　福井市　毛矢　2-7-5　TOKIOビル　2F 0776-33-6033 0776-33-6055 ○

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 ○

I・プラザ 福井県　福井市　御幸　4-19-5 0776-21-8001 0776-21-8002 ○

アンシーズ　株式会社　　 福井県　福井市　江守中　2-1606 0776-37-3327 0776-37-3328 ○

ＭＳ福井　株式会社 福井県　福井市　田原　1-5-21　三井住友海上福井ビル　1F 0776-43-6567 0776-22-0616 ○

アローズ 福井県　福井市　八ツ島町　31-406-2 0776-28-2180 0776-28-2181 ○

福井三菱自動車販売　株式会社 福井県　福井市　文京　2-12-26 0776-23-5400 0776-21-1740 ○

クローバ保険ナビ　株式会社 福井県　福井市　宝永　4-19-6　プランタン福井宝永ビル　3Ｆ 0776-21-2111 0776-21-2055 ○
タニオ保険　株式会社 福井県　越前市　京町　1-6-13 0778-24-0150 0778-23-5709 ○
TADA総合サービス 福井県　勝山市　鹿谷町　保田　97-24 0779-89-1749 0779-89-2701 ○
ウエルズ 福井県　鯖江市　神中町　1-5-8 0778-52-1106 0778-52-2104 ○

東京海上日動パートナーズ　東海北陸　津支社 三重県　津市　東丸之内　33-1　ツフェニックスビル　6Ｆ 059-221-7730 059-221-7731 ○

株式会社　ヒカリ保険事務所 三重県　名張市　桔梗が丘3番町　2-68-15 0595-67-0867 0595-67-0867 ○

有限会社　わかば共栄保険 三重県　名張市　希央台1番町　20 0595-64-7222 0595-64-7227 ○

株式会社　ワールドインシュアランス 三重県　伊賀市　緑ヶ丘中町　1582-1 0595-48-6777 0595-48-6778 ○

株式会社　ワールド 三重県　伊賀市　西明寺　694-1 0595-22-8181 0595-21-8337 ○


