正会員名簿
代申会社名

正会員名

代理店名

住

所

電話番号

東京海上日動

赤松 淳一

(株)エスト

太宰府市連歌屋２－１５－３

092-924-0015

東京海上日動

五十嵐 哲

㈱五十嵐総合事務所

筑紫野市二日市中央 5－3－16－305

092-924-3842

東京海上日動

高松 昭博

㈲ウイル保険

大野城市上大利３－９－２

092-596-6566

東京海上日動

安武 好博

（有）山田自動車

大野城市山田２－１３－１

092-501-5678

東京海上日動

加藤 一城

（有）一城

大野城市筒井１－１－３６

092-571-3282

東京海上日動

冨永 紘一

東海ノンマリンサービス（株）

福岡市南区大楠２－１４－２１

092-523-2151

東京海上日動

松原 宏企

（株）オフィスみずたま

春日市下白水北１－４８

092-582-1069

東京海上日動

森永 博隆

（株）エム・シー・シー

福岡市南区野間１－１１－３６－１Ｆ

092-553-3412

東京海上日動

清水 伸樹

(株)東海日動パートナーズ九州

福岡市南区塩原 ３－２６－１５－４Ｆ

092-553-3886

東京海上日動

大迫 修一

（有）福岡総合保険

春日市天神山５－４０

092-572-3449

東京海上日動

箱田 有彦

㈲ライフサポート

福岡市中央区荒戸 1－3－20－2Ｆ

092-771-1300

東京海上日動

塩谷 浩二

(有)ライフステージ福岡

那珂川市片縄９－４０

092-953-5090

東京海上日動

木原 雄三

福岡物産㈱

福岡市南区野間 1－13－23

092-554-5062

東京海上日動

本司 貴宏

(有)九州総合保険

福岡市南区若久 6－28－16

092-552-3929

東京海上日動

西岡

㈱サイリョウ

福岡市博多区麦野６－１－１３

092-589-5011

東京海上日動

山本 隆夫

(株)プロテオ

福岡市南区向野２－１４－１－２１０

092-408-7770

東京海上日動

重谷 義明

(株)Ｇ－ＣＲＯＳＳ

那珂川市片縄８－１３２

092-408-8221

東京海上日動

御幸 圭子

プランニング翔

大野城市仲畑１－６－１２

092-502-7015

東京海上日動

末安 真次

エースボンド(株)

久留米市瀬下町１００

0942-38-1886

東京海上日動

桑野 暢彦

（有）BLESS・Insurance・Bureau

福岡市南区長丘３－２－１－１０１

092-553-1804

東京海上日動

豊田 貴之

(株)豊田保険事務所

太宰府市国分４－６－１５

092-923-9712

東京海上日動

沖田 徳明

(株)ネクストステージ

春日市春日原北町３－５８－１

092-558-5656

東京海上日動

山下

(株)東海日動パートナーズ九州 福岡支店福岡市南区塩原３－２６－１５－４Ｆ

092-553-3886

東京海上日動

矢加部 謙介

(株)サードパーティー

福岡市南区大楠３－１４－３４－２０７

092-753-8739

東京海上日動

武本 保子

（有） Ｔ Ｈ Ｃ

福岡市博多区山王１－１８－２１－９０２

092-409-5036

東京海上日動

倉田 和裕

（株）オフィス・ワン

福岡市博多区中洲５－１－２２－６Ｆ

092-283-6560

良

奨

東京海上日動

堀

明徳

（株）オリエントスター

福岡市東区筥松２－２０－２－１Ｆ

092-627-2700

東京海上日動

久永 邦弘

（株）福岡ＦＰＩ

大野城市東大利１－７－２４－６０２

092-584-3696

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 浜岡 芳郎

（株）安田損害保険企画

春日市春日原東町１－２－２Ｆ

092-573-7300

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 中城 謙一

（有）マックス福岡

久留米市山川安居野２－１－２１

0942-43-7813

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 前田 勝博

（有）Ｍ・Ｎオフィス

筑紫野市針摺中央 2－14－14－202

092-919-1341

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 八尋

春日保険設計（有）

春日市白水ケ丘２－１５

092-582-6658

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 牟田 益幸

牟田総合保険

朝倉郡筑前町朝日 988－17

0946-42-0732

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 川添 廣志

（有）あおぞら保険

筑紫野市武藏 4－1－5

092-928-3250

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 清水 博幸

㈱清水保険事務所

福岡市博多区麦野 6－25－13

092-574-1520

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 山口 千鶴子

㈱ジャパン保険サポート

福岡市博多区竹丘町 2－1－20

092-589-5600

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 松尾 利春

(有)南福岡保険サービス

大野城市上大利 2－17－5－1Ｆ

092-595-8555

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 上野 啓輔

(有)上野総合保険

筑紫野市下見 ３０３－１－１Ｆ

092-926-0807

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 白水 博和

ひまわり保険サービス（有）

春日市宝町 3-3-1Ｆ

092-593-7600

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 下久保 公治

㈲エスエスワークス

大野城市栄町 3－1－29

092-575-6800

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 萱島 秀俊

㈱ハリー

那珂川市今光 6-1

092-951-3868

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 高村 博人

ユイ株式会社

福岡市南区鶴田 1－6－7

092-565-7255

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 内海

（株）マリックス

福岡市博多区博多駅前４－２３－４－８０１ 092-436-3400

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 井浦 潤也

潤保険ジャパン

宗像市稲元２－１７－１－１０１

0940-72-4999

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 原口 光和

(有)杏筑

太宰府市国分３－１３－１

092-921-9339

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 大石 高士

(有)大石保険事務所

大野城市平野台４－３１－２２

092-595-2980

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 藤野 ミヤ子

福岡藤野

糟屋郡宇美町ゆりが丘４－１－１

092-692-2580

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 木村 正幸

(株)ユートプラン

福岡市博多区光丘町 1－2－34－205

092-571-0980

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 二田 亜紀

(株)ＩＦサービス

福岡市博多区三筑２－３－２９

092-558-7565

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 緒方

（株）ライフプラネット

福岡市博多区光丘町１－１－３６

092-589-3336

武

裕

岳

日 新

中島 俊治

福岡日昇

太宰府市五条 2－8－8－702

092-928-7537

日 新

野中 雅治

有信保険サービス

福岡市南区野多目５－９－３１

092-512-0050

日 新

平川 勇治

エフ・プランニング(株)

福岡市早良区野芥２－９－４

092-982-7591

日 新

白石 康夫

(株)ジャストプランニング

福岡市竹丘町１－４－３－１０１

092-575-3325

日 新

和田 武弘

和田保険事務所

大野城市平野台４－８－２３

092-707-8088

日 新

田中 朋和

ＳＡＴ ＣＯＭＰＡＮＹ

春日市弥生５－３６－３－２０４

092-404-6363

日 新

松信 健太

(株)マイホームナビえんや

福岡市東区千早５－１２－９－２０２

092-410-8491

日 新

赤星 一昭

Ｋ’z プランニング

福岡市博多区西月隈３－８－１１－９０３

092-518-7704

日 新

吉村 亮一

ＮＥＷＳ ＰＲＯＴＥＣＴ

春日市上白水３－２－３０４

092-586-9502

日 新

北野 和博

ホケンノキタノ

糟屋郡粕屋町仲原２－１４－６

092-402-2417

日 新

合屋 俊彦

Ｔ－ｓｕｐｐｏｒｔ

糟屋郡宇美町貴船２－６－１０

092-410-6443

日 新

富永 和博

トミーズ保険事務所

福岡市西区生の松原

092-884-2170

日 新

熊江

リーディング

日 新

難波 洋子

モアライフ

福岡市博多区千代１－２－２３－１００６

092-402-0056

日 新

江藤 孝司

フロンティア

嘉麻市上山田４０６－８

090-3663-4832

日 新

穐吉 省吾

SA総合保険事務所

福岡市早良区南庄６－１８－２－４０８

090-5082-9922

日 新

谷田

登

オフィス タニタ

糟屋郡粕屋町仲原２６３０－１－２０１

092-710-4008

日 新

木村

洋

エイシンインシュアランス

太宰府市国分３－８－１３

090-4114-2473

日 新

出口 茂樹

（株）トラスト

福岡市博多区博多駅前３－７－３－４０５

092-292-7704

日 新

梁井 謙太郎

（有）ドリームファクトリー

福岡市南区弥永５－１８－１８

092-574-5591

三井住友

中野 茂樹

ＭＳ福岡(株)

福岡市中央区大名２－１２－１５－５Ｆ

092-791-3801

三井住友

林 順一

（有）保険事務所はやし

福岡市南区中尾 1－22－6

092-554-2288

三井住友

久保田 尭

久栄商事

大野城市月の浦４－２３－４２

092-596-9486

三井住友

北原 貞治

(株)オンリー・ワン

福岡市博多区竹丘町 2－5－1－2Ｆ

092-588-1260

三井住友

鶴田 哲也

ライフサービス（株）

福岡市南区長丘４－１２－１４

092-561-6408

三井住友

吉村 大二郎

（有）ファイン

太宰府市国分１－１３－２６

092-918-1230

三井住友

渡邉 輝朗

(株)わかば保険ＡＧ

福岡市博多区西春町１－５－１６－３０６

092-588-5110

三井住友

柳口 修一

(有)ライフ・クリエーション

福岡市城南区堤２－３－４３

092-834-5088

三井住友

横田 隆志

三井プロテクト(株)

福岡市城南区別府１－８－２－３Ｆ

092-833-5556

三井住友

中島 靖裕

（株）Ｇｕａｒｄｉａｎ

筑紫野市二日市西１－９－１－１０４

092-287-2481

(有)サクセス＆アソシエイツ

那珂川市今光 6-1

092-951-0010

あいおいﾆｯｾｲ同和 簑原 俊晴

㈱九州あいおいサービス

春日市松ケ丘 5－10

092-596-3663

あいおいﾆｯｾｲ同和 坪口 教英

（有）福岡保険事務センター

福岡市南区柳瀬１－３２-２０－1Ｆ

092-585-8090

あいおいﾆｯｾｲ同和 後田

聡

修

あいおいﾆｯｾｲ同和 河津 紹司

(有)ケイ、アイ、エー

福岡市南区大池 2－10－35

092-554-2055

あいおいﾆｯｾｲ同和 濱田 亮子

(有)東部保険事務所

福岡市南区塩原２－７－２５

092-552-2045

あいおいﾆｯｾｲ同和 藤田 琢也

(株)スキップス福岡支店

糟屋郡粕屋町原町３－６－２８－１０５

092-939-7315

あいおいﾆｯｾｲ同和 井上

（株）ラスティ

福岡市中央区薬院３－１２－２２－８０３

092-791-3140

啓

共 栄

青木 義次

筥崎総合保険事務所

福岡市東区箱崎１－２７－１１

092-641-1626

共 栄

西

(有)まごころ保険事務所

福岡市南区長丘 5－24－26

092-554-5656

共 栄

花田 弘文

(有)エフアイピー

福岡市南区塩原 2－7－25-1Ｆ

092-561-0912

共 栄

城戸 壽由

（株）ウイズ

福岡市中央区大名 2－4－22

092-732-7207

共 栄

安武 裕司

（株）ｉｆ保険工房

福岡市南区長丘 5-11-5

092-554-9351

共 栄

児島 博之

(有)児島保険事務所

福岡市中央区大名２－４－２２

092-725-0178

ＡＩＧ

生島 秀一

(株)ヒューマン＆アソシエイツ

福岡市中央区輝国１－１２－１８

092-533-3318

ＡＩＧ

飛永 真言

（株）リステック

福岡市中央区草香江１－２－１９

092-737-6881

ＡＩＧ

吉村 充洋

ジェイアイシー九州（株）

福岡市中央区天神４－６－７－１４Ｆ

092-791-7561

ＡＩＧ

八木 浩介

（株）アドバンス

福岡市南区大橋１－２５－７－３Ｆ

092-554-1924

ＡＩＧ

浦部 紳一

（有）アルファーホーム

福岡市博多区春町１－６－９

092-588-0777

上田 信二郎

（株）ゲンヨー

福岡市南区長住６－１０－５－２０２

092-401-7800

Ｃｈｕｂｂ

義憲

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

髙濵 繁行

Ｅ保険プランニング

福岡市早良区四箇田団地４０－５０３

092-811-8697

東京海上日動

稲永 常美

Ｅ保険プランニング

福岡市博多区下呉服町８－２３－２Ｆ

092-283-9093

三井住友

鶴田 勝也

ライフサービス（株）

福岡市南区長丘４－１２－１４

092-561-6408

ＡＩＧ

荒木 隆司

（株）Ｋ Ｒ Ｃ

大野城市南ケ丘 2－3－18

092-596-5533

ＡＩＧ

内藤 秀雄

（株）Ｋ Ｒ Ｃ

福岡市博多区諸岡１－１０－６－１Ｆ

092-576-9933

千代島 和幸

㈱ジャパンインシュアランスエージェント
朝倉郡筑前町朝園 2000－32

Ｃｈｕｂｂ

0946-22-2846

