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 溝井 憲一

(有)フクリョウ

福岡市早良区荒江３―５―２

092-852-8020

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 牛島 三紀

（株）保険の東亜

福岡市中央区谷１－１４－２３－２F

092-741-2687

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 石川 聡

(有)アドバンスワン

福岡市西区泉１－２３－２

092-834-4445

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 青木 武良

(有)Ａ・オフィス

福岡市西区壱岐団地 105－1 春日ビル

092-811-5320

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 野中 保則

(有)トラストライフ

福岡市西区周船寺１９７－９

092-807-7691

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 大神 健治

(有)大神保険事務所

福岡市西区今津 687番地

092-806-6405

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 結城 和幸

(有)プロジェクト・ケイツー

福岡市早良区四箇４－１４－１８

092-812-3352

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 眞田 祐介

グローアップ・コンサルティング

福岡市南区平和２－２３－１８－３０２

092-791-1738

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 柴田 隆康

(株)アビロン

糸島市南風台５－２－１５

092-332-9216

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 武石 正弘

(有)Ｊトップ大和

福岡市西区拾六町１－１５－１

092-885-0110

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 渡邉 幸一

(有)渡辺モータース

福岡市城南区飯倉１－７－２１

092-841-0211

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 前田 貞好

(有)伸光

福岡市城南区南片江 2－22－12

092-862-3280

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 松尾 卓爾

（株）Ｔ・Ｋプランニング

福岡市城南区樋井川４－３１－３９

092-801-3415

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 武田 敬治

（有）保険のＴＩＳ

福岡市城南区鳥飼４－３－３０－１Ｆ

092-832-3281

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 髙田 明典

髙田保険事務所

福岡市早良区野芥 4－45－55－3Ｆ

092-874-9988

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 堤田 寛

（有）信栄サービス

福岡市中央区舞鶴 1－3－1

092-731-7928

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 高江 嘉裕

リーガル保険

福岡市早良区西新 7-1-58-211

092-847-3241

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 中西 敬一郎

(株)中西商事

福岡市西区姪の浜３－１１－３１－１

092-892-3000

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 山本 輝美

ＢＩＧ・プロジェクト

福岡市早良区重留２－１４－１４

092-804-1661

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 久間 裕史

（株）保険総研ジャパン

福岡市早良区百道浜２-９０２-１

092-845-2434

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 西本

博

（株）髙城自動車

糸島市潤２－１２－５

092-322-2953

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 向井

洋

（株）こころ

福岡市東区多の津４－４－１２－３０４

092-624-1177

ウィンズ

福岡市中央区平尾２－９－８－４０６

092-523-8551

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 武田 俊也

武田自動車販売（株）

福岡市城南区片江４－２２－１１

092-862-4427

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 神島 扶美

（株）九州モータース

福岡市西区小戸４－２－３１

092-881-0540

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 東

研

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 竹森 恭嗣

（株）ベスト

福岡市南区柏原４－１０－１６

092-564-2323

東京海上日動

喜入 浩幸

（有）城南総合保険センター

福岡市城南区別府３－１－２３－１Ｆ

092-841-0083

東京海上日動

久保 昭智

(有）保険の久保

久留米市山川安居野２－１－２１

0942-43-7813

東京海上日動

猪俣 公夫

㈱オリエント保険サービス

福岡市中央区笹丘１－１８－１

092-752-1811

東京海上日動

深川 貞祐

（有）深川保険事務所

福岡市西区姪浜駅南 3－16－26-105

092-894-2111

東京海上日動

田代 新悟

(有)グッドパースン

太宰府市水城 2－5－25－2Ｆ

092-920-1039

東京海上日動

井手 重光

（有）テツワ商事

福岡市中央区長浜２－３－１－５０５

092-713-0678

東京海上日動

久保 完治

（有）田浦保険事務所

福岡市西区福重３－２１－３－６号

092-836-6640

東京海上日動

田中 陽早

（株）西部保険

糸島市前原中央２－１０－１０

092-322-3689

東京海上日動

羽根

西南自動車工業（株）

福岡市西区福重３－２１－３－２Ｆ

092-891-4622

東京海上日動

柴田 友規

(有)ミツワ保険

糸島市波多江駅北２－１０－２６

092-323-3030

東京海上日動

緒方 成年

(有)ＮＴＯ総合保険

福岡市博多区竹下 4－15－8－305

092-415-5639

東京海上日動

力丸 正一

Ｍ．Ｒ．オフィス

福岡市城南区別府 6－13－33

092-847-6199

東京海上日動

戸田 泰夫

(有)トｳデイ

福岡市中央区今川 2－3－54

092-712-5441

東京海上日動

佐藤 紀子

(有)アクト

福岡市中央区小笹 5－21－41

092-522-4477

東京海上日動

高橋 季之

福岡マリーン㈲

福岡市中央区輝国２－１４－２３

092-713-2681

東京海上日動

世利 孝子

ホケンプラス

大野城市白木原 1－12－1

092-588-5533

東京海上日動

秋山 憲太郎

ヒューマンライツ（株）

福岡市中央区天神１－１４－１６－４Ｆ

092-717-4915

東京海上日動

高須

（有）ＴＮコーポレーション

福岡市早良区南庄２－６－１７

092-847-7595

東京海上日動

森田 浩二

（有）Ｓ．Ｖ．Ｓ

福岡市中央区大名２－９－２９－３Ｆ

092-737-7308

東京海上日動

牧瀬

（株）Ａ．Ｋ．商会

福岡市早良区重留６－１７－３４

092-804-0110

東京海上日動

髙﨑 文樹

（株）プロテック

福岡市中央区高砂１－９－３－２Ｆ

092-523-2250

三井住友

林

九電産業（株）保険部

福岡市中央区渡辺通２－１－８２-４Ｆ

092-761-5831

三井住友

吉村 敏明

サン・ネット（株）

福岡市城南区樋井川 6-32-7-102

092-865-0146

三井住友

山崎 英之

（株）中央リスクコンサルタント

福岡市中央区草香江 1－8－15

092-739-0055

三井住友

島村 忠男

（株）ソリッド

春日市上白水４－６３

092-584-0100

三井住友

有田 泰志

（株）有田コ－ポレーション

糸島市志摩桜井５３６６－１

092-327-8022

三井住友

石橋 宏文

（株）パートナーズ

福岡市城南区田島４－１７－２２

092-841-6671

孝

直

純

伸哉

三井住友

田代 邦範

福岡愛宕自動車

福岡市西区愛宕２－１６－１

092-881-0248

三井住友

熊谷

(株) ほけん本舗

太宰府市大佐野３－１３－１－Ⅱ－１０２

092-408-7039

三井住友

大谷 和也

（株）キョーワ

福岡市西区千里３０１－３

092-806-9025

三井住友

内川

進

ＭＳＫ保険センター（株） 九州支社

福岡市中央区赤坂１-１６-１３－３０１

092-722-3230

三井住友

岩本

廣

(株)エージェントランド

福岡市中央区今泉１－２－３０－５０５

092-771-2299

三井住友

菊池 みどり

（株）メディアトレンド

糸島市高祖１４３２番地

092-441-1500

三井住友

梅野 達也

イグジスト（株）

福岡市東区馬出４－５－８－１０２

092-633-5558

三井住友

髙場

泰

（有）タカバ

福岡市城南区友丘１－１－７－１Ｆ

092-866-8801

三井住友

村尾

剛

シュア（株）

福岡市城南区長尾１－４－１２

092-707-6943

三井住友

尾形 洋之

（株）アール１マネージメント

福岡市早良区百道浜２－９０２－１

092-845-2387

ＡＩＧ

伊藤 美春

Ｉ．Ｔ．Ｓイトウ

福岡市中央区輝国 2－24－55－411

092-714-4432

ＡＩＧ

藤井 清見

（株）オフィスＰＲＯ

福岡市西区姪浜駅南１－２－６－５０４

092-895-2600

ＡＩＧ

井手 晴彦

（株）ハリーワン

福岡市早良区百道浜１－３－７０－４３０６

092-822-6239

ＡＩＧ

寺嶋 義人

（株）保険プラザ

福岡市南区玉川町 ２-１-４Ｆ

092-553-8668

ＡＩＧ

山田 健史

舞鶴コンサルティング（株）

福岡市博多区比恵町７－２７－３１３

092-432-5843

あいおいﾆｯｾｲ同和 岡﨑 隆行

（株）トータルサポートオーク

糸島市篠原東１－２１－１１

092-323-4367

あいおいﾆｯｾｲ同和 吉村

潔

(有)伸自動車

福岡市早良区早良５－２－１２

092-804-4388

孝行

(株)アクセル

糸島市篠原西２－５－５

092-324-1234

あいおいﾆｯｾｲ同和 西

勝

日 新

久保田 祐介

七隈保険サービス(有)

福岡市城南区七隈２－１－７５－２０２

092-861-2045

日 新

田中 正則

田中損害保険

福岡市城南区片江３－３６－２５－１０３

092-864-4340

共 栄

西村 典純

（株）正協社

福岡市城南区七隈３－１－２４－２Ｆ

092-866-1130

共 栄

上山 一郎

(有)共栄保険サービス

福岡市城南区別府団地 4－908

092-852-7377

楽 天

山田 公子

(有)ワイエム保険

福岡市博多区中呉服町 5－8－1Ｆ

092-292-8861

Ｃｈｕｂｂ

松下 裕幸

メンテック保険プラザ(株)

福岡市中央区高砂２－６－２

092-522-7530

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

東京海上日動

桝谷 慶彦

日商保険コンサルティング㈱ 福岡支店

福岡市中央区天神 4－1－17－4Ｆ

092-752-1091

東京海上日動

深見 俊明

（有）城南総合保険センター

福岡市早良区西新 2-10-19-202

092-821-1881

東京海上日動

坂口 実也

(有)グッドパースン

太宰府市水城２－５－２５－２Ｆ

092-920-1039

東京海上日動

草場 健一

(有)グッドパースン

福岡市博多区諸岡５－５－９

090-9721-9225

東京海上日動

木原 克由

(有)グッドパースン

太宰府市水城２－５－２５－２Ｆ

092-920-1039

東京海上日動

齊野平 純一

（株）ライフプラザパートナーズ

福岡市博多区博多駅前１－４－４－２Ｆ

092-432-7890

東京海上日動

久保田 光

（株）ライフプラザパートナーズ

福岡市博多区博多駅前１－４－４－２Ｆ

092-432-7890

東京海上日動

稲垣 美喜子

西日本ライフコンサルティング（有）

福岡市西区愛宕浜１－３１－１

090-3328-7575

東京海上日動

田﨑 常友

タサキ保険サービス

福岡市西区愛宕３－５－１８

092-891-1501

ＡＩＧ

高島 敦是

（株）ＫＲＣ 西部支社

福岡市西区今宿西１－２１－１６

092-210-5223

ＡＩＧ

守谷 伸治

（株）ライフステージ

糸島市波多江駅北３－２２－２３－４０５

090-2506-4308

ＡＩＧ

矢野 好紀

（株）ライフステージ

福岡市南区柏原６－４４－３１

090-2581-3014

共 栄

塩田 純子

(株)ウィズ

福岡市中央区大名 2－4－22

092-732-7207

