正会員名簿
代申会社名

正会員名

代理店名

住

所

電話番号

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 白土 康信

(有)協和企画

直方市下新入５５６－１

0949-36-3691

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 木本 充紀

(有)クリエイト

北九州市八幡西区引野 1－5－31

093-622-2560

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 永嶋 信周

(有)エイシン

飯塚市鯰田５１６－１

093-617-1005

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 小森 邦宏

(有)セイホー

北九州市若松区南二島 1－12－6

093-791-2222

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 高橋 良知

(株)総和

北九州市八幡西区相生町 4－17－202

093-621-8888

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 中谷 文明

（有）ユニバーサルインシュアランス 北九州市八幡西区引野２－７－１７

093-695-2433

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 河合

環

河合ライフプランニング(有)

北九州市門司区大里戸ノ上 3－2－2

093-381-1011

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 平田

賢

(有)ライフジャパン

直方市頓野 1992－8

0949-29-2077

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 川中 英夫

直方川中代理店

直方市殿町 8－16

0949-22-0437

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 大田 弘樹

(有)太田事務所

飯塚市目尾９０－６

0948-22-0557

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 石原 俊明

(有)石原モータース

北九州市門司区大里本町 2－5－25

093-382-5911

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 青野 和宏

（株）フレンド・シップ

北九州市八幡西区割子川 2－5－1

093-622-1125

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 越口

北九州保険サービス

宗像市公園通り３－２１－６

0940-51-1965

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 相良 英介

（株）アイ・エス・ジャパン

北九州市八幡西区萩原 1－3－24

093-621-6607

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 吉田 正伸

おひらき保険センター

北九州市八幡西区力丸町１６－２－２Ｆ

093-692-6457

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 小森 広志

(有)わいど保険事務所

北九州市八幡西区黒崎 5－4－14

093-644-1551

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 平野 尊生

ｅほけんサービス㈱

遠賀郡遠賀町遠賀川 2－3－34

093-293-5339

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 岡村 裕介

岡村保険事務所

北九州市八幡西区陣原１－１２－１３－２Ｆ 093-645-3224

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 柴田

孝

（株）SOS

北九州市八幡西区萩原３－４－１６

093-642-0808

東京海上日動

上尾 恒彦

㈲ウエオ

北九州市八幡西区黒崎３－１－３－３Ｆ

093-642-8890

東京海上日動

高田 寿一郎

西日本興産（株）

北九州市八幡西区築地町１－１

093-632-2626

東京海上日動

芝原 義一

（株）ひかり総合保険企画

北九州市八幡西区鷹見台 ４－１１－１

093-602-0876

東京海上日動

木山

アシスト総合保険

北九州市小倉南区葛原東 １－３－３２

093-474-3188

東京海上日動

吉田 総次郎

(有)吉田保険

北九州市八幡西区北筑 2－9－23

093-695-0111

東京海上日動

植木 慈之

トータル保険ＵアンドＩ

北九州市門司区東本町 1－7－28－1Ｆ

093-322-2900

東京海上日動

大西 正徳

(有)アシスト

北九州市八幡西区穴生 1－11－8－103

093-645-3833

将

洋

東京海上日動

吉永 亮治

(株)グローバル保険サービス

北九州市八幡西区相生町 14-15-203

093-621-9555

東京海上日動

安藤 祐司

㈱協和保険センター

北九州市八幡東区春の町 2－7－8

093-662-9301

東京海上日動

佐藤 茂隆

(有) ヒビキクラフト

北九州市八幡西区本城東５－１３－１１

093-602-3988

東京海上日動

川野 明彦

（有）サン総合保険

北九州市八幡東区山王１－９－７

093-671-5909

東京海上日動

宮崎 正行

(有)宮崎自動車技巧

遠賀郡岡垣町糠塚７８３

093-283-3003

東京海上日動

槇

ライフパートナー(株)

北九州市八幡西区黒崎２-１０-１８-６Ｆ

093-642-0839

東京海上日動

江戸 達也

尾倉モータース

北九州市八幡東区前田３－１１－５７

093-661-6500

東京海上日動

吉田 広則

(株）ひびき保険サービス

北九州市八幡西区本城３－２６－１０

093-691-9111

東京海上日動

野添

(株)スリーアローズ

遠賀郡水巻町中央９－８

093-883-6771

東京海上日動

坂田 晃俊

（有）坂田代理店

遠賀郡芦屋町正門町６－７

093-222-3535

東京海上日動

田名網 亜衣子 （株）ライフキット

北九州市小倉北区金田１－２－１５－１Ｆ

093-591-7899

ＡＩＧ

澤田 朋秀

（有）ベスト保険サービス

北九州市八幡西区光貞台 ３－１－２８

093-603-1385

ＡＩＧ

占部 雅志

（株）三愛

北九州市八幡西区則松 ３２８－１

093-692-0031

ＡＩＧ

甲斐 直哉

（株）ふじ保険事務所

北九州市小倉北区吉野町１０－３０－２Ｆ

093-953-6277

ＡＩＧ

御座岡 昭彦

（株）昭栄

北九州市八幡西区陣原５－２－２

093-693-5558

ＡＩＧ

瀬川 伸一朗

(株)瀬川インシュアランス

遠賀郡水巻町吉田西４－７－５

093-202-0352

ＡＩＧ

渡部 雅孝

(株)ネクスト

北九州市八幡西区陣原２－９－２５

093-644-3960

ＡＩＧ

今岡

（株）ＡＺ保険事務所

北九州市小倉南区下城野１－８－１－１０３ 093-952-0006

ＡＩＧ

末松 幸生

（株）末松幸生保険事務所

北九州市八幡西区陣原４－２－２５

093-603-8560

ＡＩＧ

石川 信一

石川商事（有）

北九州市八幡西区大平台８－１９

093-613-5970

三井住友

原田 登志之

（株）ハーモニープランナー

北九州市小倉北区片野 4－3－28

093-931-7811

三井住友

高原 和幸

(株)北九州総合保険

北九州市八幡西区竹末１－５－２２

093-644-1071

三井住友

岡部 和彦

エルアンドアール保険企画(有)

北九州市八幡東区西本町４－４－１３

093-661-5079

三井住友

森 潤一郎

(有)リリーフプランニング

北九州市八幡西区本城東１－２－１０

093-693-2290

三井住友

藤田 拓之

（株）リーフデザイン北九州

北九州市八幡西区上上津役５－１－１４

093-611-0177

三井住友

加藤 秀隆

ＣＭＬ．ＨＤ(株)

北九州市八幡西区京良城町３－１６

093-621-2248

三井住友

加治 貴博

クレスト（有）

北九州市小倉北区竪町１－６－１－６０３

093-563-2311

三井住友

杉

(株)レジェンド

北九州市八幡西区割子川２－１４－９

093-644-0511

裕仁

翔

仁

祐介

三井住友

多田 政博

ＲＩＡＮ保険事務所

北九州市若松区花野路１－２２－１９

090-8837-9867

日本ミューティアルエイド㈱

北九州市戸畑区千防 3－5－11

093-871-3549

あいおいﾆｯｾｲ同和 岡田 明子

(株)エージェンシィ岡田

北九州市八幡東区西本町 4－14－9

093-681-8411

あいおいﾆｯｾｲ同和 高比良 嘉彦

ＦＣＳ株式会社

北九州市八幡西区割子川 ２－８－３６

093-641-5557

あいおいﾆｯｾｲ同和 松坂 勝

(有)ＭＫサポート

直方市新町３－３－４１

0949-24-2278

あいおいﾆｯｾｲ同和 谷口 久美

八幡鉄工業協同組合

北九州市八幡西区紅梅１－１１－２

093-621-5561

あいおいﾆｯｾｲ同和 安部 和洋

ミツバ（有）

北九州市小倉北区田町１０－３８－２０２

093-562-0333

あいおいﾆｯｾｲ同和 岡本 豊子

岡本自動車商会

北九州市八幡西区東鳴水３－３－２２

093-621-1293

あいおいﾆｯｾｲ同和 林

由孝

共 栄

坂井 大

（有）トータル保険

北九州市八幡西区下上津役 ４－１４－１

093-611-1617

共 栄

坂本 健太郎

坂本自動車(株)

北九州市八幡西区則松５－１０－３８

093-647-0707

共 栄

吉田 政一

真ごころ保険

北九州市八幡西区永犬丸２－１８－１１

093-693-2828

共 栄

十河 俊充

トガワコーディネイト

遠賀郡水巻町中央７－１１

093-202-0688

一般会員名簿
代申会社名

一般会員名

代理店名

住

所

電話番号

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 與田 貴隆

(有)ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ 遠賀ｱﾈｯｸｽ遠賀郡遠賀町田園北区 16－10

093-293-6480

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 古賀 克己

（株）フレンド・シップ

北九州市八幡西区割子川 2－5－1

093-622-1125

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 朝長 祐亘

（株）フレンド・シップ

北九州市八幡西区割子川 2－5－1

093-622-1125

東京海上日動

芝原 光則

（株）ひかり総合保険企画

北九州市八幡西区鷹見台 ４－１１－１

093-602-0876

東京海上日動

芝原 啓介

（株）ひかり総合保険企画

北九州市八幡西区鷹見台 ４－１１－１

093-602-0876

東京海上日動

木下 和彦

Ｅ保険プランニング

北九州市小倉北区堺町２－３－３０－７Ｆ

093-513-7330

東京海上日動

瀬川 洋三

(株)東海日動パートナーズ九州 八幡支社 北九州市八幡西区黒崎３－２－２－４Ｆ

東京海上日動

末原 暢夫

ライフパートナー（株）

北九州市八幡西区黒崎２－１０－１８－６F 093-642-0839

東京海上日動

木下 誠志

(有)吉田保険

福岡県北九州市八幡西区北筑2－9－23

093-695-0111

あいおいﾆｯｾｲ同和 藤森 宏明

(株)エージェンシィ岡田

北九州市八幡東区西本町 4－14－9

093-681-8411

あいおいﾆｯｾｲ同和 山本 輝義

(株)エージェンシィ岡田

北九州市八幡東区西本町 4－14－9

093-681-8411

093-883-6613

