団体扱自動車保険
募集代理店

2020年1月版

九州地方整備局管内
募集代理店

住所

代理店名

取扱保険会社
電話番号

ＦＡＸ番号

東京海上日動

損保ジャパン
日本興亜

三井住友海上

○

○

○

あいおいニッセイ
同和損保

092-481-3781（代表)

一般社団法人
九州地域づくり協会 総務部 総務課

福岡市 博多区 博多駅東 2-5-19 サンライフ第3ビル 4Ｆ

092-481-3785
092-481-3914（直通)

※ 九州地域づくり協会は九州全域（除く沖縄）で募集しています。

募集代理店

住所

代理店名

取扱保険会社
電話番号

ＦＡＸ番号

東京海上日動

損保ジャパン
日本興亜

三井住友海上

あいおいニッセイ
同和損保

○

たくみ保険

福岡県 北九州市 小倉南区 蜷田若園 3-11-30

093-951-1271

093-951-1169

J-MAC

福岡県 北九州市 戸畑区 千防 3-5-11 3F

093-871-3549

093-871-3563

○

ＡＤインシュアランスサービス 福岡支店

福岡県 福岡市 中央区 平尾 2-4-8 ベネフィス平尾グランスイート 201

092-534-1570

092-523-7233

○

村谷エージェンシー

福岡県 久留米市 御井朝妻 1-1-6 太平ビル 2Ｆ

0942-41-8648

0942-41-8649

○

有限会社 大石保険事務所

福岡県 大野城市 平野台 4-31-22

092-595-2980

092-595-3691

有限会社 グッドパースン

福岡県 太宰府市 水城

092-920-1036

092-920-1038

株式会社 保険ステーション 佐賀中央店

佐賀県 佐賀市 神野東 3-13-31

0952-31-3243

0952-31-3257

株式会社 保険ライフ

佐賀県 佐賀市 神野東 3-14-31

0952-37-7337

0952-37-7330

有限会社 アイデイプロ

佐賀県 佐賀市 鍋島町森田 210

0952-33-2422

0952-33-2435

○

株式会社 グロー

佐賀県 唐津市 町田 2-6-34

0955-72-7961

0955-72-7963

○

Ｖ総合保険 株式会社

佐賀県 武雄市 東川登町永野 7662-4

0954-20-1577

0954-20-1578

○

有限会社アクシス・プラザ

長崎県 長崎市 銀屋町 1番10号 七福ビル

095-827-0007

095-827-0059

株式会社 ソフィア・ウイング

長崎県 長崎市 古賀町 872-1

095-839-3913

095-839-3901

株式会社 リンクス

長崎県 長崎市 平野町 15-2

095-814-8338

095-814-8337

ホーム企画 有限会社

長崎県 島原市 有明町大三東乙 75-1

0957-68-2010

0957-68-2009

○

タテノ保険サービス

長崎県 諫早市 多良見町シーサイド 1-218

0957-43-5105

0957-43-5105

○

有限会社 芦塚保険サービス

長崎県 大村市 植松 2-725-5

0957-53-0917

0957-52-7650

○

2-5-25 2F

○
○
○
○

○
○
○
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住所

代理店名

取扱保険会社
電話番号

ＦＡＸ番号

東京海上日動

○

損保ジャパン
日本興亜

三井住友海上

あいおいニッセイ
同和損保

ライフプラザパートナーズ 熊本支店

熊本県 熊本市 中央区 花畑町 1-7 MY熊本ビル 7F

096-325-7810

096-325-7910

髙田

熊本県 熊本市 中央区 水前寺 5-5-5

096-385-4748

096-385-4818

SSライフプランニング

熊本県 熊本市 東区 三郎 1-11-62

096-285-6153

096-285-6154

○

有限会社 県南総合

熊本県 八代市 千反町 1-5-9

0965-39-8501

0965-39-8505

○

有限会社 トラスト総合保険

熊本県 八代市 本野町 796

0965-35-6730

0965-53-1665

株式会社 T･M･Sパートナー

熊本県 人吉市 西間上町 1758

0966-26-3086

0966-24-3087

有限会社 保険のエキスパート

熊本県 人吉市 西間上町 2535 2Ｆ

0966-22-8855

0966-22-8856

有限会社 アリス

熊本県 山鹿市 南島 1384-1

0968-44-0771

0968-44-0891

○

おおいたの保険グループ

大分県 大分市 王子西町 8-21 植木セメントビル 101

097-537-8789

097-537-8790

○

有限会社 巽損害保険事務所

大分県 大分市 都町 1-1-19 あいおい損保大分ビル 2Ｆ

097-533-8631

097-533-8630

○

有限会社 J.ONE

大分県 大分市 木上 408-2 笠木ビル 101号

097-542-7337

097-548-7730

有限会社 中津損害保険

大分県 中津市 上如水 1637-1

0979-32-6069

0979-32-5191

エヌケー保険サービス

大分県 佐伯市 西谷町 2-2

0972-23-8450

0972-23-1499

有限会社 御所ノ井

大分県 佐伯市 中村南町 3-2 御所ノ井ビル

0972-23-7172

0972-25-0077

ＳＪＮＫ保険サービス 宮崎

宮崎県 宮崎市 橘通東 4-2-6 エリーズ宮崎 4Ｆ

0985-60-6974

0985-60-7257

○

山崎保険事務所

宮崎県 延岡市 瀬の口町 2-2-16

0982-35-6218

0982-35-6238

○

株式会社 ネクストワン

宮崎県 延岡市 桜小路 355-5

0982-35-5544

0982-35-5545

○

有限会社 ベスト企画

鹿児島県 鹿児島市 武岡 4-42-19

099-281-0863

099-282-7496

○

ＬＡ．オアシス

鹿児島県 鹿児島市 西谷山 2-7-32

099-298-5000

099-298-5001

佐倉 秀樹

鹿児島県 鹿児島市 東千石町 1-38 鹿児島商工会議所ビル 5Ｆ

099-226-2622

099-226-6051

○

有限会社 ワールド企画

鹿児島県 鹿屋市 新川町 645 2Ｆ

0994-41-8378

0994-41-8379

○

有限会社 鹿屋総合保険事務所

鹿児島県 鹿屋市 下祓川町 2062-2 王子ビル内

0994-43-6080

0994-43-6082

株式会社 TOUGH．NET

鹿児島県 薩摩川内市 東向田町 8-14

0996-29-4030

0996-29-4031

株式会社 プロ保険サツマ

鹿児島県 薩摩川内市 樋脇町市比野 2348

0996-20-8555

0996-20-5558

○

○
○
○

○
○
○
○

○

○
○
○

