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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

ライフプラザパートナーズ　高松ＦＡ営業部 香川県　高松市  中野町　29-2　高松パークビル　11F 087-863-7270 087-863-7271 ○

香川ダイハツ販売　株式会社 香川県　高松市　春日町　1415-1 087-841-2255 087-841-8883 ○

ＭＳ四国　株式会社　高松支店 香川県　高松市　丸亀町　3-13　高松丸亀町参番街西館　2Ｆ 087-822-3300 087-822-3622 ○

トヨタカローラ　香川 香川県　高松市　鬼無町是竹　94 087-881-4415 087-882-7018 ○

香川マツダ 香川県　高松市　香西東町　408 087-882-1111 087-881-0791 ○

ネッツトヨタ　高松　株式会社 香川県　高松市　香西南町　404-1 087-882-7125 087-882-7101 ○

香川ダイハツモータース 香川県　高松市　香西南町　410 087-881-3611 087-882-6274 ○

ニッサン総合保険企画　株式会社 香川県　高松市　今里町　311-16　 087-865-1288 087-865-5570 ○

有限会社　三田興産　サンダ・トータルライフ 香川県　高松市　春日町　1606-15 087-841-0453 087-841-0242 ○

ホンダ四輪販売　四国 香川県　高松市　春日町　1615 087-841-6400 087-841-6422 ○

合同保険総合事務所 香川県　高松市　多賀町　2-14-9 087-863-6890 087-812-3511 ○

ＮＥＴＷＯＲＫ 香川県　高松市　多肥上町　516-12 087-888-0610 087-888-0596 ○

関西実業　株式会社 香川県　高松市　勅使町　534-1 087-868-6667 087-868-6668 ○

株式会社　サンプライズ 香川県　高松市　鶴市町　1035-7 087-882-6166 087-882-7188 ○

香川トヨタ 香川県　高松市　番町　2-5-14 087-874-3691 087-874-3692 ○

株式会社　フリーエージェント 香川県　高松市　伏石町　2028-2 087-816-8123 087-815-1171 ○

サンヨーオートセンター 香川県　高松市　伏石町　2136-11 087-868-8800 087-867-0310 ○

株式会社　アイネクスト 香川県　高松市　木太町　1130-3　アイネクストビル　2Ｆ 087-861-1177 087-837-0098 ○

ネッツトヨタ　香川 香川県　高松市　木太町　2681-5 087-861-1111 087-861-1120 ○

東四国スバル 香川県　高松市　木太町　2683 087-861-1621 087-861-1635 ○

L．I．C　四国 香川県　丸亀市　金倉町　1515-3 0877-22-5551 0877-23-1212 ○

株式会社　保険クリニック 香川県　丸亀市　土器町西　2-267 0877-23-7775 0877-23-7875 ○

有限会社　さぬき総合保険 香川県　さぬき市　寒川町　神前　1534-8 0879-43-1515 0879-43-1516 ○

募集代理店 取扱保険会社 
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株式会社　日産サティオ徳島 徳島県　徳島市　応神町　古川　字日ノ上　8 088-665-8623 088-665-4553 ○

トータルジャパン 徳島県　徳島市　昭和町　1-11 088-611-5505 088-611-6606 ○

有原　宏美 徳島県　徳島市　八百屋町　2-7 088-626-2940 088-626-2944 ○

東四国スバル　株式会社 徳島県　徳島市　論田町　大江　26 088-662-1010 ○

オンザマーク　株式会社 徳島県　徳島市　一宮町東丁　24-39 088-644-0909 088-644-2663 ○

ＨｏｎｄａＣａｒｓ　徳島 徳島県　徳島市　応神町　東貞方　字諏訪ノ市　16 088-683-3770 088-683-3771 ○

株式会社　ソニック 徳島県　徳島市　沖浜東　2-6-2 088-602-1622 088-602-1633 ○ ○

ネッツトヨタ　徳島 徳島県　徳島市　昭和町　4-11-4 088-653-3241 088-626-1015 ○

ＭＩＮＩ　Ｔｏｋｕｓｈｉｍａ 徳島県　徳島市　昭和町　4-25 088-624-3211 088-624-3298 ○

徳島トヨタ 徳島県　徳島市　昭和町　4-25 088-622-7141 088-626-1013 ○

徳島モータース　株式会社 徳島県　徳島市　昭和町　4-25 088-622-2200 088-622-2211 ○

徳島トヨペット 徳島県　徳島市　昭和町　8-7 088-622-9131 088-611-1033 ○ ○

東京海上日動パートナーズ　中国四国　徳島支社 徳島県　徳島市　新町橋　2-14-1　マーキュリービル　8Ｆ 088-602-1156 088-655-7876 ○

保険システム　株式会社 徳島県　徳島市　川内町　榎瀬　705-6 088-666-3866 088-666-3855 ○

ＭＳ四国　株式会社　徳島支店 徳島県　徳島市　中洲町　2-6 088-622-7661 088-622-7663 ○

アイネクスト 徳島県　徳島市　中常三島町　1-32-1 088-652-6844 088-623-9185 ○

あいおい総合保険サービス 徳島県　徳島市　徳島町　2-19-1 088-624-4774 088-624-4785 ○

有限会社　エスアイシー 徳島県　徳島市　八万町　中津山　4-115　コ－ポ箕浦　101 088-624-1697 088-622-7565 ○ ○

Dライフサポート　株式会社 徳島県　徳島市　北矢三町　1-2-11-101 088-633-8823 088-633-8824 ○

損保ジャパン パートナーズ　徳島支店 徳島県　徳島市　万代町　2-4-7　スタン万代町ビル　3Ｆ　 088-611-0120 088-611-0121 ○

徳島マツダ 徳島県　徳島市　論田町　小論田　42 088-662-0011 088-663-0383 ○

トヨタカローラ　徳島 徳島県　徳島市　論田町　本浦下　67-1 088-662-0520 088-662-0522 ○

徳島ダイハツ 徳島県　徳島市　論田町　本浦下　84 088-662-5112 088-663-4060 ○ ○

ＨｏｎｄａＣａｒｓ　小松島 徳島県　小松島市　小松島町　字喜来　8-1 0885-32-0273 0885-32-2186 ○

サン保険コンサルタント 徳島県　阿波市　吉野町　柿原　字植松　7-3 088-696-2298 088-696-2387 ○

株式会社　ふれしあ保険事務所 徳島県　美馬市　脇町　大字脇町　540-1 0883-53-0661 0883-53-0664 ○

ＡＮＳＩＮ保険　ＰｒｏＡＮＳＩＮ 徳島県　阿南市　開野町　谷田　487-39 0884-23-5767 0884-23-5748 ○

有限会社　山住保険 徳島県　吉野川市　山川町　雲宮　21 0883-42-3412 ○

土岐保険事務所 徳島県　板野郡　北島町　中村　字寺裏　9-4 088-698-2794 088-698-9225 ○

ホンダ北徳島 徳島県　板野郡　藍住町　笠木　字東野　67-1 088-693-4677 088-693-4688 ○

有限会社　たんぽぽ総合保険企画 徳島県　板野郡　藍住町　東中富　字朏傍示　31-11 088-637-3187 088-637-3185 ○
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東京海上日動パートナーズ　中国四国　松山支社 愛媛県　松山市　三番町　7-13-13 089-908-5535 089-908-5536 ○

株式会社　ＦＥＡ 愛媛県　松山市　本町　2-4-31　Ｍ’ｓＧＲＯＵＰビル　2Ｆ 089-942-3311 089-942-3312 ○

有限会社　愛媛ライフ保険 愛媛県　松山市　松前町　2-8-6　西山ビル　2F 089-933-3144 089-943-5594 ○

アルスターオート 愛媛県　松山市　井門町　381 089-905-0200 089-905-1222 ○

オートサービス　エム 愛媛県　松山市　久米窪田町　846-4 089-975-6400 089-975-6419 ○

レクサス松山城北　株式会社 愛媛県　松山市　久万ノ台　125-1 089-917-5555 089-917-5858 ○

株式会社　フジモータース 愛媛県　松山市　久万ノ台　222-1 089-922-1251 089-923-2525 ○

愛媛トヨタ 愛媛県　松山市　宮田町　109-1 089-941-5171 089-946-3277 ○ ○

愛媛ダイハツ 愛媛県　松山市　宮田町　179 089-945-2111 089-946-0261 ○

エヌ・ティ・愛媛 愛媛県　松山市　空港通　2-6-33 089-905-3331 089-905-3322 ○

ネッツトヨタ　愛媛 愛媛県　松山市　空港通　2-6-33 089-973-1111 089-973-0255 ○ ○

愛媛トヨペット 愛媛県　松山市　空港通　5-7-9 089-972-0411 089-973-6801 ○

株式会社　ホンダ四輪販売四国 愛媛県　松山市　空港通　5-9-3 089-942-0303 089-942-0333 ○

うさら　株式会社 愛媛県　松山市　空港通　7-12-14 089-989-5847 089-989-5848 ○

四国スバル　株式会社 愛媛県　松山市　高岡町　463-1 089-972-0191 089-965-1905 ○ ○

有限会社　えひめ保険センター 愛媛県　松山市　高野町甲　110-2 089-977-8494 089-977-5284 ○

ダイキ不動産情報　株式会社 愛媛県　松山市　竹原　3-640-1 089-945-7111 089-943-9597 ○

トヨタカローラ　愛媛 愛媛県　松山市　中央　1-16-5 089-922-3311 089-924-7177 ○

ネッツトヨタ　瀬戸内 愛媛県　松山市　中央　1-19-32 089-922-8031 089-925-5330 ○

肱川産業　株式会社　松山支店 愛媛県　松山市　朝生田町　7-5-6　ルーチェベルデ　1F 089-997-7075 089-997-7065 ○

愛媛マツダ 愛媛県　松山市　土居町　793-1 089-969-1525 089-957-6711 ○

ＭＳ四国　株式会社　愛媛・四国西南統括 愛媛県　松山市　南江戸　3-2-30 089-922-8100 089-922-8101 ○

林保険事務所 愛媛県　松山市　畑寺　3-15-39 089-941-6171 089-941-6208 ○

東京海上日動パートナーズ　中国四国　今治支社 愛媛県　今治市　南大門町　2-1-1 0897-31-5225 0897-31-5226 ○

プロテクトサービス 愛媛県　宇和島市　丸之内　5-4-7 0895-22-5840 0895-22-5880 ○

あいライフ 愛媛県　宇和島市　御殿町　5-9 0895-23-2878 0895-28-7870 ○

オフィス宇和島 愛媛県　宇和島市　桝形町　2-2-23　　 0895-23-0735 0895-23-0756 ○
東京海上日動パートナーズ　中国四国　新居浜支社 愛媛県　新居浜市　坂井町　2-4-23　マルニビル　2Ｆ 0897-31-5225 0897-31-5226 ○

株式会社　村上保険サービス 愛媛県　西条市　大町　197-1 0897-55-3827 0897-55-3829 ○

えひめインシュアランス　（井関） 愛媛県　大洲市　常磐町　54 0893-59-1341 0893-59-1391 ○

肱川産業　株式会社　本社 愛媛県　大洲市　柚木　900-1 0893-24-2042 0893-24-2484 ○

スキップス　愛媛支店 愛媛県　伊予郡　砥部町　北川毛　107 089-962-1800 089-962-1881 ○
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ＭＳ四国　株式会社　高知支店 高知県　高知市　はりまや町　3-17-15 088-821-7021 088-821-7022 ○

東京海上日動パートナーズ　中国四国　高知支社 高知県　高知市　本町　2-2-29　畑山ビル　9Ｆ 088-802-1905 088-873-5220 ○

トヨタカローラ　高知　株式会社 高知県　高知市　一宮南町　1-9-10 088-846-3737 088-845-0120 ○

株式会社　リスクマネージメント 高知県　高知市　河ノ瀬町　173-1 088-833-6866 088-833-6911 ○

ネッツトヨタ　高知　株式会社 高知県　高知市　札場　3-23 088-883-3225 088-883-3270 ○

四国スバル 高知県　高知市　桟橋通り　4-15-7 088-832-1111 088-832-1115 ○

セーフティーファースト 高知県　高知市　春野町　仁ノ　380-4 088-803-2389 088-803-2315 ○

ファイナンシャルジャパン　株式会社　高知支社 高知県　高知市　升形　9-48 NANI KAHUA（ナニカウア）　4F 088-802-1013 088-802-1014 ○

有限会社　ウィズ 高知県　高知市　新本町　1-3-2　ロイヤル新本町　1F 088-831-0717 088-831-0716 ○

株式会社　フィックス 高知県　高知市　仲田町　7-33 088-837-7711 088-837-7712 ○

クレバー 高知県　高知市　長浜　4450-4 088-837-9222 088-837-9222 ○

株式会社　西四国マツダ　 高知県　高知市　南金田　4-11 088-883-9120 088-883-9126 ○ ○
ネッツトヨタ　南国　株式会社 高知県　高知市　南川添　4-28 088-884-5110 088-885-5980 ○

株式会社　四国商会 高知県　高知市　萩町　1-6-12 088-856-5566 088-856-5577 ○

高知トヨペット　株式会社 高知県　高知市　北久保　2-26 088-882-0268 088-882-0268 ○

高知トヨタ自動車　株式会社 高知県　高知市　北御座　3-39 088-885-1581 088-883-7153 ○

大泉産業　株式会社　保険部 高知県　高知市　本町　4-1-16　高知電気ビル　807 088-875-4256 088-823-6502 ○

インズセイバー 高知県　高知市　和泉町　2-20　　 088-826-6363 088-826-6305 ○
株式会社　ホンダカーズ　高知 高知県　高知市　薊野東町　9-25 088-845-1707 088-845-7171 ○ ○
高知ダイハツ販売　株式会社　　　　　　　 高知県　南国市　蛍が丘　2-3-4 088-804-8900 088-862-4001 ○
ライフサポート 高知県　南国市　左右山　57-2 088-862-1411 088-862-1446 ○
株式会社　ダイシン保険事務所 高知県　四万十市　中村大橋通　6-3-7　4Ｆ　 0880-31-0773 0880-31-0774 ○
株式会社　ピース 高知県　四万十市　中村大橋通　7-12-17 0880-66-1318 0880-66-1316 ○
ｅ．Ｋ．コンサルタント　四万十支社 高知県　四万十市　中村本町　2-15-1 0880-34-8107 0880-34-8880 ○


