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 岸川 善治

(有)アイリンクスジャパン

北九州市小倉北区高峰町１０－８

093-967-1543

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 内田 恵一

グローバルリード(株)

北九州市小倉北区中島１－１８－２４－１Ｆ

093-512-6611

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 森山 勇太佳

小倉車輌販売㈱

北九州市小倉北区吉野町２－１２

093-921-1333

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 今村 泰洋

(有)タイヨウ商会

北九州市小倉南区下貫 1－6－10

093-472-0014

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 服部 茂幸

㈱ハットリアンドアソシエイツ

北九州市小倉北区浅野 2－9－8－308

093-513-9990

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 田中 耕太郎

(有)田中総合保険企画

行橋市南大橋 4－13－3

0930-26-2255

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 前田 秀光

(有)トップホケンジャパン

北九州市小倉北区赤坂 3－10－35

093-541-3775

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 島

康人

㈲ひまわり保険企画

北九州市若松区浜町 2－15－3

093-761-7271

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 的場 純治

㈲たくみ保険事務所

北九州市小倉南区蜷田若園 3－11－30

093-951-1271

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 村上

（株）ＣＯＬＬＥＣＴ ＪＡＰＡＮ

北九州市小倉南区湯川５－８－２０－２Ｆ

093-941-5010

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 竹内 幸生

（有）九州第一

北九州市八幡西区春日台３－５－６

093-612-5680

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 関 宏一郎

総合保険プランニング株式会社

北九州市小倉北区若富士町 2－1－2Ｆ

093-932-5510

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 福田 修二

(有)ライフクリエーション

京都郡苅田町富久町 1－3－3

093-436-5212

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 長井

(有)フジーＡＴ

北九州市小倉南区星和台 2－4－19

093-962-4281

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 松田 浩一

(株) ＧＬＣ

北九州市小倉北区片野４－２３－５

093-233-3333

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 佐々木 謙吾

ササキ商事(有)

北九州市小倉南区志井鷹羽台17－18

093-962-4928

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 縄田 光彦

(有)なわた保険事務所

北九州市八幡東区東山 2－7－13

093-651-0342

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 眞島 裕信

（有）北九州遠山

北九州市小倉北区清水 5－13－1

093-581-8886

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 中園 素洋

(有)ＴＡＣ総合保険

北九州市小倉北区大門２－４－２１－２Ｆ

093-561-9790

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 菅原 健太

㈱Ｂ．Ｉ．Ｃ

京都郡苅田町京町 2－1－1

093-436-1366

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 藤田 雅継

ドリームインシュアランス（株）

北九州市小倉南区下石田１－１７－１７

093-965-0660

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 白石 智朗

（有）白石保険事務所

北九州市若松区用勺町３－１

093-791-0418

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 浦底 幸弘

まごころ保険事務所

北九州市小倉北区都１－３－２０

093-562-4030

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 藤原 直久

(有)フジコウ

北九州市八幡西区大平１－１３－８

093-611-2755

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 島田 純一

㈱Ｍ’Ｓ総合保険

北九州市門司区大里戸ノ上 1-12-11-1Ｆ

093-391-8635

誠

司

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 吉留 信行

㈱ロイズ

北九州市八幡東区前田 1－9－13－2Ｆ

093-663-7066

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 中根 敏文

合同会社 ライフプラン

北九州市小倉南区上石田 1－5－12

093-963-4453

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 藤原 美和

アドバンス(株)

北九州市小倉北区船場町２－６－５０６

093-531-1213

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 大中 秀幸

ジェイ・カンパニー（株）

北九州市小倉北区木町３－３－１４

093-562-5800

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 尾澤 満治

総合保険コンサルティング おざわ

豊前市荒堀 132－4

0979-82-2574

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 山口 秀信

（株）保険プランナー

北九州市八幡東区中央１－１－１２－２０１

093-982-4766

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 藤井 淳一

（株）フォーユー

山口県下関市一の宮本町２－６－２８－１０３

083-250-8530

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 永野 勇司

(有)エリアトップサービス

行橋市道場寺１４７４－８

0930-26-3001

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 服部 圭介

エイトビジョン（株）

北九州市八幡西区黒崎１－１３－８

093-644-2310

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 谷川 力太

Ｋ・Ｍ Ｌｉｆｅ

北九州市門司区白野江１－１６－３

093-342-8876

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 村田 成敏

総合保険トラストワン

北九州市小倉北区赤坂３－２－３６－B１０２

093-953-6776

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 寄光 良子

（株）ワシダ

北九州市八幡東区枝光本町３－１

093-671-6931

東京海上日動

春日 亮介

(有)春日保険サービス

北九州市小倉南区中曽根東２－１１－１５

093-473-2578

東京海上日動

浜口 総一

（株）浜口保険事務所

北九州市小倉北区萩崎町８－３１

093-922-1253

東京海上日動

今井 靖仁

Ｃ．Ｉ．Ｅ．（有）

北九州市小倉北区南丘２－２－１３

093-591-3103

東京海上日動

中村 幸彦

（有）日之出保険事務所

北九州市小倉南区朽網西３－４－１３

093-472-5070

東京海上日動

安田 政誼

(有)ヒトック

北九州市小倉北区馬借 1－16－20

093-533-9800

東京海上日動

清水 卓巳

(有)あんしんリスク・マネージメント

北九州市小倉北区重住３－１－２０－１ＦＡ

093-952-5602

東京海上日動

山下 比呂志

山下代理店

北九州市門司区柳原町２－２１

093-381-7200

東京海上日動

田原 尚俊

（有）ベストマリンサービス

北九州市門司区猿喰４６５－６

093-481-1244

東京海上日動

仲

（株）リンクス

京都郡苅田町磯浜町１－４－５

093-435-0003

東京海上日動

久野 和夫

久野保険サービス

北九州市八幡東区大蔵２－３－１３－２Ｆ

093-652-5312

東京海上日動

佐野 ユミ子

(有)丸居保険事務所

北九州市門司区東本町 2－2－21

093-321-6542

東京海上日動

山下 玄徳

（有）アイエスヤマシタ

北九州市小倉北区真鶴 1－7－20

093-582-6402

東京海上日動

横手

㈲トリニティ

北九州市小倉南区守恒本町 2－6－6－312

093-962-9505

東京海上日動

野上 智也

(株)リリック

北九州市小倉南区上葛原 2－12－23－9

093-923-6366

東京海上日動

松野 芳宏

松野総合コンサルティング合資会社

北九州市小倉北区高峰町 10－29

093-562-3140

東京海上日動

野嶋 康敬

トップ保険サービス㈱

北九州市小倉北区米町 1－3－1

093-541-7777

祐司

薫

東京海上日動

森繁 賢一

(有)松ヶ江自動車整備工場

北九州市門司区畑 1607

093-481-0270

東京海上日動

下田 太一郎

㈱ウインズ

京都郡みやこ町徳永 2020－1

0930-33-1022

東京海上日動

岡田

（株）信 頼

北九州市若松区古前 1－11－1

093-751-0235

東京海上日動

藤本 達也

(有)みやこ保険センター

行橋市中央１－５－３０

0930-26-6881

東京海上日動

梅木 保孝

山王商事(有)

北九州市八幡東区山王 1-16-8-4Ｆ

093-662-2372

東京海上日動

中尾 崇之

(株)あんしんネット九州

北九州市小倉北区昭和町１０－１３

093-922-6236

東京海上日動

金山 政嗣

昌加自動車工業(有)

北九州市小倉北区赤坂海岸５－２０

093-521-9497

東京海上日動

鈴元 芳幸

(有)ＴＭ保険センター

北九州市小倉北区下到津４－８－１７

093-571-5711

東京海上日動

井上

(株)インシュアランスバンク

北九州市門司区小森江３－１０－１７

093-382-0081

東京海上日動

渕上 泰二

アイネクスト（株）

行橋市大橋３－５－１１－２Ｆ

0930-24-0002

東京海上日動

吉村 文章

パートナーズ保険事務所

北九州市小倉北区中島１－１１－１８－２０３

093-511-6201

東京海上日動

野田 大吾郎

（株）あひるコンサルティング

北九州市小倉北区浅野３－８－１

093-521-8677

東京海上日動

浜野 浩孝

(株)東海日動パートナーズ九州 北九州支店 北九州市小倉北区堺町１－２－１６－７Ｆ

東京海上日動

山根 達弘

(株)アイアイ

北九州市小倉南区横代北町１－３－７

093-234-9600

東京海上日動

河原

健

グットリリーフ保険

北九州市小倉北区高尾２－６－１８

093-562-6170

東京海上日動

金子 博之

(株)イデアルライフ

北九州市小倉北区堺町２－１－１

093-383-6333

東京海上日動

濵根 禎二

(株)トータル

行橋市西宮市２－１９－３－２０２

0930-28-9351

東京海上日動

髙尾 政宏

たかお保険サービス

北九州市小倉北区木町３－８－１６

093-482-2707

東京海上日動

島崎 和弘

（株）第一マネージメント

北九州市小倉北区馬借２－６－６－４F

093-511-0133

東京海上日動

福田 弘一

（有）福田保険サービス

京都郡苅田町富久町２－２－１

093-434-2850

三井住友

古賀 容子

(株)Ｏ．K保険事務所

北九州市戸畑区天神 2－3－2

093-882-2531

三井住友

橋口 雅也

尾倉保険(有)

北九州市八幡東区尾倉 2－1－2

093-671-8698

三井住友

入門 美智代

(株)ライフピットいりかど

北九州市小倉北区貴船町 １４－２３

093-921-0378

三井住友

高山 秀蔵

(株)グリーンライン保険サービス

北九州市小倉北区富野台３－１２

093-513-8118

三井住友

小畑 良一

保険工房オリオン(株)

行橋市神田町６－２７

0930-25-5430

三井住友

北川

シーエープランニング(有)

北九州市小倉南区守恒５－８－１

093-962-4196

三井住友

馬場 洋一郎

ダイレクト保険サービス(株)

行橋市門樋町１１－１７-1Ｆ

0930-25-8284

三井住友

三島 洋一

（株）アロック

北九州市小倉北区馬借３－３－３６－６０３

093-616-0734

理

剛

浩

093-512-1550

三井住友

後藤 俊孝

（株）未来保険

北九州市小倉北区上富野５－１２－１２

093-521-2300

共 栄

川辺 勇介

（有）北九州商会

北九州市小倉北区弁天町２－１０

093-571-4527

共 栄

淺田 憲二

（有）浅田保険事務所

北九州市小倉南区母原４８０－２

093-451-3135

共 栄

塩崎 博和

㈱アドヴァンス保険サービス

北九州市小倉南区津田３－１１－６

093-472-3225

共 栄

大木 順作

(有)カーショップ栗林

北九州市門司区大字大里字城山５９３６－１

093-342-8992

共 栄

松永

（株）スマイル保険サービス

北九州市小倉南区守恒本町２－３－１７－１０２ 093-962-8755

共 栄

日高 崇博

（有）サンファミリー

北九州市門司区東門司２－６－６－５０３

093-331-6960

共 栄

川本 明良

西門司モータース

北九州市門司区社ノ木１－１－１３

093-382-0100

ＡＩＧ

橋本 美登里

（株）宝進

北九州市小倉南区田原新町 2-5-1-106

093-474-3000

ＡＩＧ

吉村 武俊

(株)ライフトラスト

北九州市小倉北区片野新町 2－6－1－3Ｆ

093-952-8560

ＡＩＧ

得丸 清司

(株)トゥ・プランナー

北九州市小倉北区大門２－１－８

093-581-8040

ＡＩＧ

栁本 隆史

（有）さくらオフィス

北九州市小倉南区志井２－１９－３４

093-965-7775

ＡＩＧ

三好 尋子

（株）ロングワン

北九州市門司区田野浦１－１－３０

093-321-5859

ＡＩＧ

藤村 尚也

（株）プランドール

北九州市小倉北区上富野１－７－１５

093-533-0323

日 新

笠

(株)クレアール

北九州市小倉南区田原新町１－１－３

093-471-0844

日 新

中島 浩二

足立保険事務所

北九州市小倉北区足原１－３－４

093-551-6001

日 新

河原

ケーイングガレージ(有)

北九州市小倉北区高尾２－６－１８

093-581-0828

日 新

土居 正幸

（株）ＹＵＫＩ総合企画

飯塚市椿６３５－１４

0948-52-7034

あいおいﾆｯｾｲ同和 中 健司

第一保険（株）

北九州市小倉北区浅野２－１４－１－２Ｆ

093-521-3372

あいおいﾆｯｾｲ同和 米原 博明

(有)米原保険サービス

行橋市大橋 2－4－3

09302-2-4954

あいおいﾆｯｾｲ同和 平間 寛哉

（株）ＨＲＭ総合保険

北九州市小倉南区津田２－９－１１

093-471-6101
093-561-6060

浩

学
健

セコム

澁谷 吉彦

愛宕保険サービスプラン

北九州市小倉北区愛宕 1－3－3

セコム

園田 英一

（有）エイ・ネット

北九州市小倉北区三萩野１－１－２２－１３０１ 093-383-8341

楽 天

澤井 俊彦

（株）三萩野保険事務所

北九州市小倉北区馬借２－６－６－６０２

093-482-4100

楽 天

岩﨑 明子

アゼリア北九州

北九州市小倉南区若園１－７－３３－２０１

090-9600-5017

一般会員名簿
代申会社名

一般会員名

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜 的場 康明

代理店名

住

所

電話番号

（有）たくみ保険事務所

北九州市小倉南区蜷田若園 3－11－30

093-951-1271

北九州市門司区伊川 1991－2

093-481-4500

東京海上日動

井上 睦啓

(株)保険ステーション 北九州支店

東京海上日動

梅谷 秀敏

㈱東海日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ九州 北九州支店 北九州市小倉北区田町１８－２０

093-591-0432

東京海上日動

秀島 司展

㈱東海日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ九州 北九州支店 北九州市八幡東区石坪町１４－１５

093-583-6060

東京海上日動

入江 康介

㈱東海日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ九州 北九州支店 北九州市小倉北区中津口１－１０－３０－１１０３ 093-512-1552

東京海上日動

河合 慎也

㈱東海日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ九州 北九州支店 北九州市小倉南区徳力４－２２－３

093-961-5828

東京海上日動

高尾 芳裕

(株)インシュアランスバンク

北九州市小倉北区篠崎２－３－２０

093-592-8556

東京海上日動

奥

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾗｲｱﾝｽ(株)北九州支店

北九州市小倉北区金田１－６－１

093-562-1110

東京海上日動

加賀城 誠

（株）ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ北九州ＦＡ営業部
北九州市小倉北区堺町２－３－３０－８Ｆ

093-513-1270

東京海上日動

佐野

（有）日之出保険事務所

北九州市小倉南区朽網西３－４－１３

093-472-5070
093-472-3225

真行
剛

共 栄

小林 英二

（株）アドヴァンス保険サービス

北九州市小倉南区津田３－１１－６

セコム

末松 武士

（有）エイネット

北九州市小倉北区三萩野１－１－２２－１３０１ 093-383-8341

