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エージェント仙台 宮城県　仙台市　青葉区　本町　2-10-28 022-398-4850 022-398-4851 ○
ＭＳＫ保険センター　東北支社 宮城県　仙台市　青葉区　一番町　2-5-27　三井住友海上仙台ビル内 022-716-5570 022-221-8845 ○
ＡＤインシュアランスサービス　仙台支店 宮城県　仙台市　青葉区　花京院　2-2-75　小山ビル　3F 022-217-3396 022-722-8772 ○
跡部　菜央 宮城県　仙台市　青葉区　中央　2-8-16 022-225-6540 ○
株式会社　アルファ－企画 宮城県　仙台市　青葉区　米ヶ袋　2-1-9 022-211-7811 022-211-9605 ○
出光リテール販売　株式会社 宮城県　仙台市　泉区　八乙女　1-1-3 022-344-7588 022-375-7758 ○
GROW　UP 宮城県　仙台市　泉区　泉中央　3-19-1　 リシュ・ルーヴルＳＴ　A-1 022-209-5800 022-209-5801 ○
宮城トヨタ　レクサス太白 宮城県　仙台市　太白区　八本松　2-1-10 022-746-1541 022-746-1577 ○
株式会社　ミネギシ企画 宮城県　仙台市　太白区　富沢　2-2-6　ライフプラザ　103　 022-243-1088 022-243-1928 ○
株式会社　ライフガードプロジェクト 宮城県　仙台市　太白区　茂庭　字人来田西　135-5　國際第二ビル　201号 022-779-6170 022-779-6171 ○
宮城三菱自動車販売　株式会社 宮城県　仙台市　宮城野区　日の出町　1-5-36 022-237-5111 022-537-2121 ○ ○
MAX　仙台 宮城県　仙台市　宮城野区　宮千代　3-1-2　千代一番館　2F 022-253-6631 022-253-6644 ○
日産プリンス宮城販売　株式会社 宮城県　仙台市　宮城野区　苦竹　2-2-1 022-232-5768 022-232-5768 ○ ○
仙台トヨペット 宮城県　仙台市　宮城野区　苦竹　2-8-1 022-232-1116 022-236-2671 ○
東北マツダ 宮城県　仙台市　宮城野区　小田原　1-3-23 022-297-2115 022-297-1061 ○ ○
ホンダ四輪販売　南・東北 宮城県　仙台市　宮城野区　扇町　1-6-36 022-236-1555 022-236-2626 ○
株式会社　日産サティオ　宮城 宮城県　仙台市　宮城野区　扇町　5-10-6 022-235-1111 022-235-1136 ○
株式会社　スズキ自販　宮城 宮城県　仙台市　宮城野区　扇町　5-11-3 022-284-8181 022-231-9446 ○
株式会社　モトーレン　仙台 宮城県　仙台市　宮城野区　中野字神明　98-1 022-352-9561 022-352-9562 ○
宮城スバル自動車　株式会社 宮城県　仙台市　宮城野区　日の出町　1-5-26 022-235-9112 022-235-9103 ○
ネッツトヨタ　宮城 宮城県　仙台市　宮城野区　日の出町　2-3-7 022-236-9011 022-236-9012 ○
アースライフ 宮城県　仙台市　宮城野区　榴岡　3-4-1 022-205-1888 022-205-0393 ○
染谷ＩＰ 宮城県　仙台市　宮城野区　榴岡　3-4-18　1F 022-207-3811 022-207-3813 ○
東京海上日動パートナーズ　東北　仙台支社 宮城県　仙台市　宮城野区　榴岡　3-4-18　1F 022-207-3811 022-207-3813 ○
損保ジャパン パートナーズ　仙台支店 宮城県　仙台市　宮城野区　榴岡　5-12-55　ＮＡＶｉＳ仙台ビル　3Ｆ　 022-796-7202 022-796-7203 ○
株式会社　パレット・保険パレット 宮城県　仙台市　若林区　連坊　1-10-20-203 022-290-9842 ○
株式会社　イデアル 宮城県　仙台市　若林区　六丁の目　西町　8-61 022-287-1088 022-287-1070 ○
株式会社　ホンダカーズ　宮城北 宮城県　石巻市　大街道北　2-1-15 0225-96-1660 0225-96-1659 ○
東京海上日動パートナーズ　東北　石巻支社 宮城県　石巻市　茜平　2-1-1　2F 0225-93-1584 0225-94-3227 ○
こくぶん保険 宮城県　石巻市　鹿又　字道的前　330 0225-75-2060 0225-75-3575 ○
リスク＆ライフ　ソリューション 宮城県　角田市　梶賀　字一里壇北　2-3 0224-62-1450 0224-62-1450 ○
株式会社　ＴＡＣ 宮城県　岩沼市　吹上　1-8-52 0223-24-5251 0223-29-2266 ○
芳コーポレーション 宮城県　岩沼市　吹上　1-8-55 0223-24-5281 0223-29-4880 ○
有限会社　東北保険事務所 宮城県　富谷市　明石台　3-2-1 022-779-5110 022-779-5112 ○
エキスパート 宮城県　柴田郡　柴田町　大字　上名生字大原　39-7 0224-55-1797 0224-55-1756 ○
札幌日産自動車　株式会社 北海道　札幌市　中央区　大通西　17-1-23 011-613-3123 ○
北海道マツダ販売　株式会社 北海道　札幌市　中央区　北2条東　1-1 011-221-9181 ○
株式会社プロット 北海道　札幌市　西区　八軒九条東　4-1-1 　ラフィーネ北大2階　 011-700-1020 011-700-1021 ○
立花　梨沙 北海道　札幌市　白石区　東札幌二条　4-1-36-2 080-6099-1249 ○
株式会社シートレード 北海道　北見市　並木町　180-1 0157-57-4700 0157-57-4701 ○
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多田欣礼 福島県　福島市　大町　7-3　福島センタービル　4F 024-523-1161 024-523-5715 ○

株式会社　Ｂａｎｄｅ 福島県　福島市　御山下川原14-4 024-572-4707 024-572-4712 ○

有限会社　保険工房パオ 福島県　福島市　御山　字検田　48-53　信夫ハイツ 024-533-4239 024-533-4239 ○

東京海上日動パートナーズ　東北　福島支社 福島県　福島市　小倉寺　字中田　33-2 024-529-5210 024-529-5211 ○

アシスト総合保険 福島県　福島市　東浜町　17-36 024-525-1622 024-535-0151 ○

株式会社　サンスマイル 福島県　福島市　南矢野目　字古屋敷　56-12 024-573-7338 024-573-7339 ○

株式会社　保険のエール 福島県　福島市　入江町　14-8 024-531-0010 024-535-1886 ○

有限会社　アイリス 福島県　福島市　野田町　7-5-34 024-535-3515 024-535-3519 ○

有限会社　山見代理店 福島県　会津若松市　金川町　14-21 0242-25-0662 0242-25-0672 ○

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 ○

株式会社　東北総合保険サービス 福島県　郡山市　安積町長久保　1-22-39 024-945-3334 024-947-1766 ○

ネッツノヴェルふくしま 福島県　郡山市　川向　1-1 024-947-1011 ○

福島トヨペット 福島県　郡山市　川向　1-1　　 024-946-1111 ○

ダイハツ福島 福島県　郡山市　川向　1-1　Ｉ＆Ｉビル　 024-947-0911 ○
トヨタカローラ福島 福島県　郡山市　川向　61 024-945-0200 ○
株式会社　保険ステーション　郡山支店 福島県　郡山市　大槻町仁池向　7-1　仁池向ハイツ　102号 024-954-8080 024-954-8081 ○
ＭＳ福島　株式会社 福島県　郡山市　堤下町　11-6　三井住友海上郡山ビル　4F 024-938-3552 024-938-0831 ○
有限会社　プロシード 福島県　郡山市　日和田町　字大山田　28-1 024-983-7383 024-983-7384 ○
ファーストアベニュー　株式会社 福島県　郡山市　富田町　字墨染　25 024-952-7100 024-952-7773 ○
ネッツトヨタ郡山 福島県　郡山市　緑町　17-8 024-927-5665 024-927-5667 ○
東京海上日動パートナーズ　東北　いわき支社 福島県　いわき市　小名浜金成砂田　9-1　ＴＳＫビル　101 0246-38-6794 0246-38-6795 ○
株式会社　クリエイティブジャパン 福島県　いわき市　常磐上矢田町江添　2 0246-28-1833 0246-28-1837 ○
いわき保険センター 福島県　いわき市　平　字南町　24-3 0246-24-2424 0246-23-6226 ○
ほけん工房　 (ほけん工房アスク） 福島県　いわき市　平谷川瀬　字泉町　70-1　永山スペースⅠ 3F 0246-37-0450 0246-37-0460 ○
いわき保険プランニング　株式会社 福島県　いわき市　平六町目　3-9 0246-35-6104 0246-35-6105 ○
有限会社　ハート＆ハート 福島県　南相馬市　原町区南町　3-140-1 0244-25-7115 0244-25-7116 ○
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　アールアンドアール 福島県　二本松市　松岡　267-1 0243-22-8101 0243-22-6208 ○
保険のアラカワ 福島県　伊達郡　川俣町　鶴沢　字松ケ窪　45-3 024-566-4775 024-566-4789 ○
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カメイオート　株式会社　山形営業所 山形県　山形市　小立　1-1-36 023-615-0521 023-635-6011 ○
株式会社　ケーユー 山形県　山形市　城西町　5-36-26 023-647-9345 023-643-3955 ○
株式会社　保険プラザ　山形 山形県　山形市　若宮　1-5-23　ダイヤ50吉原　1Ｆ　西号室 023-679-4739 023-646-8839 ○
株式会社　ホンダカーズ　山形 山形県　山形市　下条町　2-19-5 023-647-2388 023-643-3577 ○ ○
株式会社　東北マツダ 山形県　山形市　荒楯町　2-1-80 023-622-9171 023-632-1707 ○
山形スバル　株式会社 山形県　山形市　荒楯町　2-1-88 023-624-1771 023-632-4774 ○
株式会社　ワイ・ティ保険 山形県　山形市　城西町　4-20-33　舟山ビル　103 023-674-0111 023-645-1779 ○
ＦＡ　結城弘 山形県　山形市　蔵王半郷　113-2 023-679-5307 023-679-5308 ○
株式会社　モト－レン　ヤマガタ 山形県　山形市　嶋北　1-1-60 023-665-5582 023-665-5592 ○
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　ユアシス 山形県　山形市　東山形　1-5-1 023-676-4501 023-676-4588 ○
有限会社　鐘馗 山形県　山形市　東青田　3-8-2 023-629-8951 023-629-8953 ○
ネッツトヨタ山形　株式会社 山形県　山形市　東青田　5-1-1 023-623-0502 023-632-1719 ○ ○
山形トヨタ自動車　株式会社 山形県　山形市　南一番町　11-16 023-623-1911 023-623-1993 ○
トヨタカローラ　山形　株式会社 山形県　山形市　南一番町　1-15 023-641-2120 023-641-7121 ○ ○
山形日産自動車 山形県　山形市　南一番町　9-10 023-641-2314 023-641-2307 ○
日産プリンス山形販売　株式会社　 山形県　山形市　南一番町　9-10 023-641-2315 023-641-2473 ○ ○
日産マイカーランド　株式会社 山形県　山形市　南一番町　9-10　山形日産ビル 023-641-2322 023-641-2473 ○
山形ダイハツ販売　株式会社 山形県　山形市　白山　3-8-30 023-641-1551 023-641-9115 ○
山形トヨペット　株式会社 山形県　山形市　飯田西　5-5-2 023-641-1441 023-641-8694 ○
TSプラザアシスト 山形県　山形市　芳野　5-5 023-641-6611 023-641-6623 ○
ＭＳ山形　株式会社 山形県　山形市　旅篭町　3-2-10 023-673-9887 023-673-9889 ○

株式会社　保険プラザ 山形県　米沢市　金池　5-6-29 0238-22-5833 0238-22-5818 ○

有限会社　荘内保険 山形県　鶴岡市　のぞみ町　3-7 0235-22-8500 0235-25-0500 ○

東京海上日動パートナーズ　東北　庄内支社 山形県　鶴岡市　錦町　13-28　スウィングⅡ 2F 0235-64-0109 0235-64-0119 ○

リベラル保険事務所 山形県　鶴岡市　東原町　18-7 0235-29-7505 0235-29-7506 ○

有限会社　北保険サービス 山形県　鶴岡市　日出　1-4-6 0235-23-9614 0235-24-9393 ○

株式会社　みずほ保険センター 山形県　酒田市　こがね町1-22-17 0234-21-1621 0234-21-1467 ○

有限会社　ライフ保険サポート 山形県　酒田市　下安町　16-1　1Ｆ　　 0234-24-0170 0234-24-0196 ○

有限会社　げんき保険事務所 山形県　酒田市　若浜町　9-13 0234-26-2673 0234-26-2695 ○

株式会社　Ｈｕｍａｎ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　伊藤 山形県　新庄市　金沢　1073-2 0233-23-7333 0233-29-5900 ○

株式会社　保険ネットワ－ク山形 山形県　寒河江市　落衣前　3-9 0237-84-3336 0237-84-2347 ○

株式会社　ライフステーション 山形県　長井市　今泉　563-11 0238-88-9284 0238-88-1028 ○

株式会社　スキッツ 山形県　長井市　東町　5-11 0238-88-2488 0238-88-2868 ○

ライフライン保険　株式会社 山形県　天童市　交り江　3-6-18 023-673-0248 023-673-0249 ○

まちの保険屋さん 山形県　西村山郡　河北町　字畑中　47-5 0237-72-3891 0237-72-3891 ○

アート保険 山形県　西村山郡　河北町　谷地　105-1 0237-72-5193 0237-72-5159 ○
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有限会社　板金塗装菅生自動車 秋田県　秋田市　外旭川　八柳　1-16-13 018-868-2562 018-868-2972 ○

太恒サポート　株式会社 秋田県　秋田市　桜　2-26-19 018-825-1660 018-838-1168 ○

秋田スズキ 秋田県　秋田市　高陽幸町　16-16 018-823-4211 018-864-5218 ○

保険・クラスター　株式会社 秋田県　秋田市　広面　字野添　129-1 018-887-5988 018-853-7738 ○

株式会社　秋田ふれあい 秋田県　秋田市　山王　5-11-24 018-896-6010 018-896-6026 ○

株式会社　アキタ保険 秋田県　秋田市　山王　6-5-9 018-864-6921 018-864-6922 ○ ○

サンライズ保険 秋田県　秋田市　手形　字山崎　167-1 018-874-7727 018-874-7728 ○

有限会社　木曽保険事務所 秋田県　秋田市　手形田中　5-41 018-833-1758 018-833-2115 ○

株式会社　ジャパンファミリー 秋田県　秋田市　楢山登町　7-48 018-893-3101 018-893-3102 ○

東京海上日動パートナーズ　東北　秋田支社 秋田県　秋田市　八橋鯲沼町　5-9 018-874-8515 018-874-8516 ○

株式会社　秋田ベストパートナー 秋田県　秋田市　飯島新町　1-10-27 018-845-3650 018-845-4414 ○

有限会社　クローバー保険 秋田県　能代市　出戸本町　6-8 0185-54-3995 0185-54-3996 ○

有限会社　エイワ保険プラン 秋田県　能代市　中和　1-6-5 018-552-2001 018-574-6131 ○

有限会社　安心サポート 秋田県　横手市　幸町　4-62 0182-33-2172 0182-33-7177 ○

有限会社　カスガ保険 秋田県　横手市　赤坂字舘ノ下　100-1 0182-32-8001 0182-32-8007 ○

東海サポート　小澤 秋田県　大館市　土飛山下　26-1 090-2984-2044 0185-55-2110 ○

セーフティ 秋田県　湯沢市　秋ノ宮　字湯ノ岱　59-5 0183-56-2304 0183-56-2330 ○

株式会社　プライム 秋田県　鹿角市　十和田毛馬内　字中陣場　73-2 0186-35-3412 0186-35-3413 ○

有限会社　東幸自動車 秋田県　由利本荘市　二十六木根木田　23-3 0184-25-8031 0184-25-8032 ○

有限会社　北浦保険事務所 秋田県　仙北市　角館町　水ノ目沢　16-3 0187-54-4193 0187-54-1010 ○

ユーロ秋田 秋田県　大仙市　大曲上大町　12-26 0187-86-3101 0187-86-3107 ○

オフィスサン　越前谷 秋田県　鹿角郡　小坂町　小坂字五十刈　7-1 090-3362-3689 0186-29-2341 ○
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募集代理店 取扱保険会社 

ホンダ四輪販売　北・東北 岩手県　盛岡市　北山　2-27-11 019-663-3333 019-663-3334 ○

ハイクオリティ　株式会社 岩手県　盛岡市　鉈屋町　8-40 019-681-2851 019-681-2852 ○

スマイルプランナーズ　株式会社 岩手県　盛岡市　みたけ　4-18-3 019-643-5277 019-645-1118 ○

あいおい保険ワールド　株式会社　盛岡支社　 岩手県　盛岡市　盛岡駅西通　1-11-3　JUNビル　1F 019-613-4331 019-613-4336 ○

東北永愛友商事岩手　盛岡支店 岩手県　盛岡市　夕顔瀬橋　22-29 019-626-1960 019-626-2180 ○

有限会社　グローバルライフ 岩手県　盛岡市　稲荷町　16-32 019-648-9511 019-648-9512 ○

ベストワーク 岩手県　盛岡市　黒石野　1-37-5 019-656-1450 019-656-1451 ○

谷地保険事務所　盛岡支店 岩手県　盛岡市　大通　3-1-12 0196-13-4521 019-613-4520 ○

ＭＳ北東北　株式会社　岩手支店 岩手県　盛岡市　大通　3-3-10　七十七日生盛岡ビル 019-623-2400 019-623-2402  ○

株式会社　保険企画トラストワン 岩手県　盛岡市　本宮　6-10-15 019-636-2777 019-636-2778 ○

株式会社　みちのく保険企画 岩手県　盛岡市　緑が丘　1-16-6 019-661-6450 019-662-4343 ○

株式会社　アスタート保険企画 岩手県　宮古市　栄町　2-5　カリヤビル　3Ｆ　　 0193-77-5543 0193-77-5573 ○

あいえむほけん　株式会社 岩手県　宮古市　西町　2-2-11 0193-62-8867 0193-64-0686 ○

有限会社　伊藤牧子保険事務所 岩手県　宮古市　西町　3-4-18 0193-64-3533 0193-64-3534 ○

ＭＳ北東北　株式会社　宮古支店 岩手県　宮古市　大通　4-4-22　朝日生命宮古ビル　4Ｆ 0193-77-3810 0193-77-3811 ○

東北永愛友商事岩手　宮古支店 岩手県　宮古市　板屋　2-7-11 0193-71-3170 0193-77-3354 ○

谷地保険事務所 岩手県　大船渡市　大船渡町　字地ノ森　48-11 0192-26-3000 0192-27-0850 ○

有限会社　ホウユウ 岩手県　奥州市　水沢羽田町駅前　2-87-2 0197-24-8692 0197-24-8658 ○

東北永愛友商事岩手 岩手県　北上市　川岸　3-10-2 0197-65-1872 0197-65-1875 ○

東北永愛友商事岩手　一関支店 岩手県　一関市　三関　字仲田　106-6 0191-21-5250 0191-21-5275 ○

有限会社　ジャスト保険 岩手県　一関市　山目　字立沢　90-22 0191-48-5500 0191-48-3300 ○

有限会社　I．S．N． 岩手県　二戸市　福岡　字八幡下　35-3 0195-22-1331 0195-22-1332 ○

株式会社　ランドバレー 岩手県　紫波郡　矢巾町　大字高田　16-17-1 019-681-3605 019-681-3605 ○
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青森スズキ自動車販売　株式会社 青森県　青森市　石江　4-1-2 017-781-3311 017-782-0699 ○

株式会社　青い森保険企画 青森県　青森市　浜田　2-6-15 017-739-6583 017-739-3321 ○

青森スバル自動車　株式会社 青森県　青森市　原別　6-10-1　 017-736-3122 017-736-8083 ○

ジェイアイシー　青森営業所 青森県　青森市　橋本　2-13-5　青森大同生命ビル　1F 017-721-6460 017-722-3018 ○

藤商事 青森県　青森市　港町　1-19-4 017-741-5274 017-741-5275 ○

グッドライフ　株式会社 青森県　青森市　合浦　2-12-10 017-718-1123 017-718-1143 ○

青森トヨタ自動車　株式会社 青森県　青森市　合浦　2-19-23 017-742-2111 017-743-4377 ○

ネッツトヨタ青森　株式会社 青森県　青森市　合浦　2-19-30 017-741-1700 017-742-7505 ○

有限会社　あけぼの保険 青森県　青森市　三好　2-3-5 017-782-3677 017-782-3678 ○

青森トヨペット 青森県　青森市　篠田　3-14-9 017-782-5671 017-766-0579 ○

有限会社　みちのく保険企画 青森県　青森市　松原　3-13-19　　 017-718-7735 017-718-7736 ○

株式会社　スズキ自販　青森 青森県　青森市　大字石江　字高間　47-1 017-781-5114 017-781-5155 ○

東京海上日動パートナーズ　東北　青森支社 青森県　青森市　長島　2-19-1 0173-26-6877 0173-26-6878 ○

有限会社　ホケンセンター 青森県　青森市　長島　4-14-4-102 017-723-0707 017-723-0711 ○

ライフステージ 青森県　青森市　東大野　1-20-16 017-729-3333 017-729-3333 ○

澤田久美子　（ＩＰ） 青森県　弘前市　大字北瓦ｹ町　13-1　日本生命ビル　2Ｆ 0172-37-5401 0172-37-5409 ○

アスク保険事務所 青森県　弘前市　大字福田　字巻屋　25-11 0172-55-8228 0172-55-8227 ○

有限会社　保商 青森県　弘前市　大字野田　2-5-10 0172-35-3330 0172-35-3305 ○

三浦総合保険事務所 青森県　八戸市　城下　4-10-17 0178-45-7275 0178-45-6082 ○

ハーツ保険サービス 青森県　八戸市　南白山台　3-13-6 0178-20-7270 0178-20-7271 ○

ＭＳ北東北　株式会社　八戸支店 青森県　八戸市　柏崎　1-11-18　シエナビル　4F 0178-43-3351 0178-43-3354 ○

有限会社　東海総合保険事務所 青森県　八戸市　湊高台　3-1-2 0178-32-4141 0178-35-1119 ○

東京海上日動パートナーズ　東北　津軽支社 青森県　五所川原市　字柳町　15-1 0173-26-6877 0173-26-6878 ○

株式会社　高村保険事務所 青森県　十和田市　稲生町　24-28 0176-23-9229 0176-24-2356 ○

田中保険事務所 青森県　上北郡　おいらせ町　上明堂　107-1 0178-52-7830 0178-52-3744 ○


