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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

損保ジャパンパートナーズ　広島支店 広島県　広島市　中区　基町　11-13　合人社広島紙屋町アネクス 7Ｆ　 082-511-7821 082-511-7822 ○

ＡＤインシュアランスサービス　広島支店 広島県　広島市　中区　国泰寺町　1-8-13　あいおいニッセイ同和損保広島TYビル　4F 082-504-3177 082-249-2756 ○

株式会社　ライフプラザパートナーズ 広島県　広島市　中区　三川町　2-10　愛媛ビル広島　6F 082-545-6604 082-545-6615 ○

オリックス保険コンサルティング　株式会社 広島県　広島市　中区　大手町　3-7-5　広島パークビル　8F 082-244-0877 082-244-0879 ○

株式会社　ハンズ 広島県　広島市　中区　大手町　3-8-24　大東ビル　3Ｆ 082-544-6311 082-544-6312 ○

アイ保険サービス　株式会社 広島県　広島市　中区　猫屋町　3-2　猫屋町ビルデイング　3Ｆ 082-291-9191 082-291-9696 ○

有限会社　東海保険サービス 広島県　広島市　佐伯区　楽々園　2-2-2　広電楽々園駅ビル　3Ｆ 082-923-7222 082-923-7212 ○

広島三菱自動車販売　株式会社 広島県　広島市　西区　観音新町　2-8-1 082-292-3311 ○

スキップス 広島県　広島市　西区　観音新町　1-2-21　観音Ｗｓビル　2Ｆ　 082-297-5580 082-234-6910 ○

有限会社　クリエイト２１ 広島県　広島市　西区　中広町　3-4-10-11　シャンブル中広　202号 082-503-8222 082-503-8223 ○

アンフィニ広島 広島県　広島市　南区　大洲　5-5-37 082-286-4140 082-286-4127 ○

株式会社　ホンダカーズ　広島 広島県　広島市　南区　大洲　1-4-38 082-508-1611 082-508-1515 ○

西日本ヤスダ　有限会社 広島県　広島市　東区　尾長西　1-5-10-601 082-259-3385 082-259-3405 ○

有限会社　広島ユニオン 広島県　福山市　新浜町　1-7-28 084-981-3290 084-981-3291 ○

太基不動産有限会社　保険事業部 広島県　福山市　川口町　1-1-11 084-957-4389 084-959-3515 ○

株式会社　かもだ保険 広島県　福山市　多治米町　1-6-14 084-982-9696 084-982-9665 ○

有限会社　川島保険企画 広島県　福山市　東深津町　3-4-34 084-925-0067 084-925-0909 ○

有限会社　晃栄保険事務所 広島県　福山市　本庄町中　2-11-8 084-924-1188 084-924-1148 ○

ミツワ興産 広島県　三次市　十日市南　6-5-15 0824-63-2828 0824-68-0466 ○ ○

ＡＤインシュアランスサービス　三次支店 広島県　三次市　南畑敷町　342-2 0824-53-1160 0824-53-1167 ○

有限会社　たけだ総合保険事務所 広島県　三次市　布野町上布野　1453-4 0824-54-0110 0824-54-2008 ○

新広島エージェント 広島県　東広島市　黒瀬楢原西　1-7-14 0823-82-2421 0823-82-1403 ○

有限会社　ウｴルカム呉 広島県　呉市　中央　1-4-24 0823-23-1330 093-23-6519 ○

有限会社　信愛総合保険コンサルタント 広島県　安芸郡　府中町　瀬戸ハイム　2-19-4 082-281-1268 082-285-7919 ○

サハラ 広島県　安芸郡　熊野町　出来庭　3-9-65 082-209-3117 082-209-3029 ○

募集代理店 取扱保険会社 
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東京海上日動パートナーズ  中国四国　岡山支社 岡山県　岡山市　北区　柳町　2-11-19 086-227-2273 086-227-2274 ○
東海保険センター 岡山県　岡山市　北区　伊福町　3-25-5 086-214-2100 086-214-2101 ○
岡山スバル自動車　株式会社 岡山県　岡山市　北区　久米　333-1 086-241-0811  086-244-0368 ○
損保ジャパン パートナーズ　岡山支店 岡山県　岡山市　北区　幸町　8-29　大樹生命岡山ビル　3Ｆ 086-801-3771 086-801-3383 ○
ＤＵＯ岡山　株式会社　　　 岡山県　岡山市　北区　今　1-1-25　 086-243-5522 086-246-1350 ○
有限会社　三井総合 岡山県　岡山市　北区　今　4-8-18 086-242-5315 086-242-5317 ○
トヨタカローラ　岡山　株式会社 岡山県　岡山市　北区　鹿田町　1-1-26　　　 086-232-2200 086-801-3440 ○
岡山トヨタ自動車　株式会社　 岡山県　岡山市　北区　大供　3-2-12　 086-233-1112 086-234-6346 ○
ＦＡ　北村雅 岡山県　岡山市　北区　日吉町　7-8 086-259-5580 086-259-5581 ○
株式会社　岡山マツダ　 岡山県　岡山市　北区　野田　4-14-20　 086-243-1111 086-241-9084 ○
株式会社　トータルサービス 岡山県　岡山市　南区　郡　1093　　 086-267-2436 086-267-2406 ○
ネッツトヨタ　山陽　株式会社　 岡山県　岡山市　南区　古新田　1166 086-282-5577   086-281-3340 ○
岡山トヨペット　株式会社 岡山県　岡山市　南区　古新田　1233-2　3Ｆ　　 086-897-1007 086-897-1001 ○
株式会社　アクト総合保険サービス 岡山県　岡山市　南区　新保　1130-10 086-232-8377 086-232-8378 ○
有限会社　フォレスト・プランニング 岡山県　岡山市　南区　新保　1155-11 086-235-0071 086-235-0072 ○
ネッツトヨタ　岡山　株式会社 岡山県　岡山市　南区　泉田　1-3-6　 086-231-1111 086-231-3838 ○
筒井保険事務所 岡山県　岡山市　南区　東畦　235-33 086-282-1711 086-282-5006 ○
スズキ販売　長岡　有限会社　　 岡山県　岡山市　中区　長岡　600-1 086-279-2126 086-279-6386   ○
スズキアルト　東中国　株式会社　 岡山県　岡山市　東区　中尾　123-1 086-279-2125  086-279-9716 ○
株式会社　保険ショップ 岡山県　倉敷市　上東　1287-4 086-451-2251 086-451-6469 ○
三備ホンダ販売　株式会社　 岡山県　倉敷市　平田　927-1　 086-422-1300 086-422-9134 ○
株式会社　ホンダ販売　中島 岡山県　倉敷市　連島中央　4-1-34　 086-444-8500  086-448-8634 ○
小松総合保険 岡山県　津山市　一方　114-2 0868-24-2858 0868-32-9555 ○
株式会社　ホンダカ－ズ　津山 岡山県　津山市　高野　本郷　1275-11　　 0868-21-7501 0868-21-7502 ○
有限会社　保険シーエス 岡山県　津山市　中島　429-14 0868-28-3967 0868-28-3960 ○
ＨｏｎｄａＣａｒｓ　総社 岡山県　総社市　井手　793-9　　 0866-93-9655 0866-93-9656 ○
西部ホンダ販売　株式会社 岡山県　浅口市　鴨方町　六条院中　1424-1　 0865-44-2326  0865-44-8113  ○
ＨｏｎｄａＣａｒｓ　赤磐　 岡山県　和気郡　和気町　大中山　8-1 0869-92-1002 0869-92-1171   ○
阿蘓　友樹 山口県　下関市　幡生　宮の下町　28-10　アーデント山の田弐番館　403号 083-231-3132 083-231-0514 ○
株式会社　ほけんや２１ 山口県　宇部市　恩田町　5-5-3 0836-29-6412 0836-29-6413 ○
山口トヨペット　株式会社 山口県　山口市　維新公園　3-12-25 083-928-5776 083-928-5799 ○
有限会社　ワン・オール 山口県　山口市　下小鯖　2098-7 083-927-5511 083-927-2042 ○
株式会社　ワイズ 山口県　山口市　小郡黄金町　7-4　山本ビル　205 083-976-8250 083-976-8251 ○
東京海上日動パートナーズ　中国四国　山口支社 山口県　山口市　小郡黄金町　7-43　ＴＫビル　4Ｆ 083-976-0300 083-976-0101 ○
林　節生 山口県　山口市　小郡高砂町　2-7 0835-25-8563 0835-23-6360 ○
株式会社　Ｍ＆Ｍ保険企画 山口県　山口市　大内御堀　2977-21 083-941-3337 083-941-3338 ○
東海総合保険 山口県　山口市　平井　690-4 083-995-3800 083-995-3822 ○
株式会社　ＭＳコンサル 山口県　防府市　国衙　2-1-47　国庁ビル　1F 0835-26-5253 0835-26-5222 ○
あおぞらネットワーク 山口県　防府市　佐野　1381-1 0835-23-4161 0835-25-2578 ○
株式会社　ホンダカーズ　光東 山口県　下松市　潮音町　2-1-10 0833-44-4600 0833-44-4300 ○
柏原商事　株式会社 山口県　岩国市　横山　2-9-18 0827-43-6800 0827-44-0150 ○
スマイル保険センター 山口県　岩国市　今津町　2-10-28 0827-29-1200 0827-29-1201 ○
あんしんネット山口 山口県　周南市　孝田町　8-8 0834-28-4170 0834-28-4175 ○
トヨタカローラ　山口　株式会社 山口県　周南市　新地　1-6-1 0834-22-2000 0834-22-2006 ○
きらりほけん 山口県　周南市　大字久米　3308-1 0834-36-2525 0834-36-3535 ○
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株式会社　ホンダカーズ　鳥取 鳥取県　鳥取市　千代水　3-10 0857-28-3111 0857-28-4133 ○
東京海上日動パートナーズ　中国四国　鳥取支社 鳥取県　鳥取市　南隈　541　トリニティモールＢゾーン　1F 0857-32-8825 0857-32-8826 ○
日同みどり保険事務所 鳥取県　鳥取市　吉成　200-23　グロースＫ　103号 0857-54-1258 0857-54-1854 ○
あい総合保険　株式会社 鳥取県　鳥取市　吉方　132 0857-24-4311 0857-39-3170 ○
株式会社　サポート保険 鳥取県　鳥取市　興南町　61-2 0857-25-3344 0857-25-3353 ○
あいしん保険サービス 鳥取県　鳥取市　松並町　2-160-105 090-3373-3175 0857-54-1969 ○
株式会社　安田保険事務所 鳥取県　鳥取市　上魚町　45 0857-27-7777 0857-21-0666 ○
福田保険事務所 鳥取県　鳥取市　新　103-10　マロンビル　10F 0857-24-9299 0857-24-9296 ○
親和商事株式会社　本社 鳥取県　鳥取市　扇町　9-2 0857-23-5417 0857-23-5435 ○
有限会社　尾﨑保険サービス 鳥取県　鳥取市　湯所町　1-520-1 0857-23-9267 0857-23-9268 ○
東京海上日動パートナーズ  中国四国　米子支社 鳥取県　米子市　末広町　181　第1ビル　1F 0859-21-7525 0859-21-7526 ○
有限会社　エージェント 鳥取県　米子市　旗ｹ崎　7-1-29 0859-24-8020 ○
響エージェンシー 鳥取県　米子市　安倍　864-16 0859-29-8123 0859-29-8228 ○
鳥取日産自動車販売　株式会社 鳥取県　米子市　車尾　2-16-18 0859-33-1335 0859-34-1550 ○
ABCインシュアランスグループ　株式会社 鳥取県　米子市　東福原　4-20-7-3 0859-33-4033 0859-33-4545 ○
親和商事株式会社　米子支店 鳥取県　米子市　東福原　4-23-5 0859-34-3651 0859-34-3655 ○
株式会社　友和・保険センター 鳥取県　米子市　東福原　7-2-6 0859-34-4938 0859-34-5660 ○
イトウ 鳥取県　倉吉市　鴨河内　899-2 0858-28-5495 0858-28-0997 ○
親和商事株式会社　倉吉支店 鳥取県　倉吉市　上井町　1-200 0858-26-4654 0858-26-4650 ○
岩世自動車 鳥取県　倉吉市　清谷　336-1 0858-26-2211 0858-26-5128 ○
At Ins　稲坂 鳥取県　東伯郡　湯梨浜町　大字田後　157-19 0858-47-5188 0858-47-5189 ○
株式会社　エース保険事務所 島根県　松江市　上乃木　2-20-25 0852-61-1301 0852-61-1302 ○
安心サポート 島根県　松江市　古志原　2-9-32 0852-24-7029 0852-24-7718 ○
東京海上日動パートナーズ　中国四国　松江支社 島根県　松江市　御手船場町　565-8 0852-25-2366 0852-27-7967 ○
株式会社　ほけんクリエイト三幸 島根県　松江市　上乃木　9-11-26 0852-27-1235 0852-27-4983 ○
セーフティサポート　株式会社　松江西津田店 島根県　松江市　西津田　2-9-15　ＶＩＮＣＯＵＲＴ・Ｕビル　1F 0852-31-7171 0852-31-7175 ○
島根トヨペット　株式会社 島根県　松江市　西津田　3-2-7 0852-21-7000 ○
イハラ 島根県　松江市　比津が丘　5-11-11 0852-31-7400 0852-31-7428 ○
大野保険事務所 島根県　松江市　浜乃木　6-3-27 0852-22-3587 0852-23-4382 ○
株式会社　保険アシスト 島根県　松江市　浜乃木　6-8-20 0852-21-8199 0852-21-8199 ○
ネッツトヨタ島根 島根県　松江市　西津田 2-14-16 0852-25-1111 0852-31-1313 ○ ○
東京海上日動パートナーズ　中国四国　浜田支社 島根県　浜田市　浅井町　1580 0855-25-5201 0855-25-5202 ○
なか総合保険 島根県　浜田市　原井町　953-4 0855-23-2763 0855-23-3622 ○
山田Ｔ・Ｓ・Ｏ 島根県　浜田市　紺屋町　6 090-4147-1798 0855-22-6866 ○
株式会社　アイリンク 島根県　浜田市　上府町イ　960-1 0855-28-1011 0855-28-1119 ○
シブタニ総合保険 島根県　浜田市　日脚町　1275-6 0855-27-4274 0855-24-7016 ○
ヒロト保険事務所 島根県　出雲市　塩冶神前　1-5-7 0853-21-0111 0853-23-0045 ○
いずも総合保険 島根県　出雲市　今市町　南本町　18-1 0853-30-7070 0853-30-7071 ○
有限会社　あるむ保険プラン 島根県　出雲市　天神町　869　天神ビル　1F 0853-24-6377 0853-24-6388 ○
株式会社　あい保険パートナーズ 島根県　出雲市　平野町　1116-4 0853-23-7715 0853-22-4616 ○
保険センタートキオ 島根県　益田市　あけぼの西町　10-2 0856-23-7310 0856-23-5038 ○
保険ショップ　有限会社 島根県　江津市　都野津町　1687 0855-53-0555 0855-53-0525 ○
有限会社　オメガ保険企画 島根県　江津市　和木町　602-16 0855-52-0341 0855-52-4378 ○


