支部

代 理 店 名

photo

photo

photo

photo

photo

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

㈱みらい

山城 陽二

790-0963 松山市小坂1-7-2

089-986-9763

089-986-9764

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱ｱｲﾙ・ﾗﾑｼｱ

青野 淳

790-0065 松山市宮西2-3-7

089-922-1145

089-922-1174

東海日動

㈱愛媛ﾊﾟｰﾄﾅｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ

関谷 達郎

790-0878 松山市勝山町1-16-5 御宝ﾋﾞﾙ3F

089-945-5711

089-947-6546

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

てくのｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ㈱

中川 勉

790-0041 松山市保免上1-16-21

089-933-1007

089-931-8662

東海日動

伊予ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ㈱

宮﨑 修一

790-0067 松山市大手町2-5-41

089-943-2514

089-947-8709

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱ＫＲＣ ＫＲＣ松山

栗林 眞人

790-0962 松山市枝松5-6-18

089-943-7300

089-943-7301

ＡＩＧ損保

㈲
㈲ｺﾝﾊﾟｽ

水本 圭一

市来住町
791-1102 松
松山市来住町483-1

089-976-0057

089-976-0079

東海日動

信栄えひめ㈱

上野 龍一

790-0012 松山市湊町4-5-12

089-932-2560

089-947-4620

共栄火災

千代田商事㈲

川本 創

790-0065 松山市宮西3-1-12

089-9１7-8108

089-917-8109 あいおいﾆｯｾｲ

㈲筒井

筒井 史剛

791-1205 上浮穴郡久万高原町菅生2-1314-1

0892-21-0555

0892-21-2501

㈱愛媛ﾄｰﾀﾙ保険ｻｰﾋﾞｽ

野中 秀晃

790-0811 松山市本町5-2-1ｱｽﾃｨｵﾝ本町1F

089-924-1147

089-926-5293 あいおいﾆｯｾｲ

天山保険事務所

谷口 久男

790-0951 松山市天山町1-1-35

089-987-3393

089-987-3354

三井住友

㈲ｻﾝみらい保険事務所

中川 淳一

791-2101 伊予郡砥部町高尾田1298

089-962-7366

089-962-7489

三井住友

MS愛媛㈱

中野渡 和久

790-0062 松山市南江戸3-2-30

089-922-8100

089-922-8101

三井住友

共栄火災

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

㈲ｵｰﾙﾗｳﾝﾄﾞ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

村上 和久

790-0951 松山市天山3丁目10－28 忽那ﾋﾞﾙ2F

089-987-8700

089-987-8701

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲えひめ保険ｾﾝﾀｰ

井上 一誠

791-0102 松山市高野町甲110-2

089-977-8494

089-977-5284

三井住友

㈲ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ愛媛

森田 邦夫

790-0963 松山市小坂5-4-18ｹﾝｷﾋﾞﾙ3F

089-941-7272

089-941-7557

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

前田海運㈱

前田 英貴

791-8058 松山市海岸通1455-7

089-951-0050

089-953-0180 あいおいﾆｯｾｲ

㈲ｴｽ・ｴﾙ・ｼｰ

奥村 祐司

791-1105 松山市北井門2-9-1

089-956-5072

089-956-5174

東海日動

㈱ﾐｯｸ

渡部 裕司

791-8076 松山市会津町1-2

089-951-0005

089-951-0314

東海日動

pphoto

東京
㈲
東京ﾛｲｽﾞ㈲

黒
黒田 浩

市 港通
790-0054 松
松山市空港通1-11-6

089-965-2982

089-965-2976

東海日動

photo

㈲ｵｰｴﾑ四国

中田 美樹

791-8004 松山市鴨川3-6-37

089-926-5850

089-903-1295

三井住友

㈱ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

門田 稜市

790-0911 松山市桑原4-13-22

089-934-3030

089‐934‐3027

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲ｱｲｴｽ四国ｸﾞﾙｰﾌﾟ

須藤 貴行

790-0811 松山市本町6-6-7ロータリー本町1009

089-925-9736

089-925-9757 あいおいﾆｯｾｲ

㈱ウインライフ松山支店

八木 正

790-0003 松山市三番町4-8-11富士火災ﾋﾞﾙ5F

089-947-8866

089-947-8825

ＡＩＧ損保

㈲ﾘｰﾌﾞｽﾞ保険ｻｰﾋﾞｽ

千守 隆夫

791-0212 東温市田窪1474

089-964-3120

089-964-3148

三井住友

㈲松山ｱｼｭﾗﾝｽ

髙木 祥年

791-8014 松山市山越町458-10

089-925-5487

089-925-5502

東海日動

石丸保険事務所

石丸 寛

790-0812 松山市松前町4-1-4

089-922-5900

089-922-5922

三井住友

photo

photo

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

三井住友

photo

㈲天奨

相原 一夫

790-0952 松山市朝生田町5-3-34 弘林ﾋﾞﾙ2F

089-986-8560

089-998-7307

photo

Ｌ.Ｉ.Ｃ四国 愛媛支店

豊郷 秀則

791-3110 伊予郡松前町浜360-3

089-994-6130

089-994-6131 あいおいﾆｯｾｲ

㈱ＩＮＡ

稲澤 眞一

790-0952 松山市朝生田町2-6-4

089-913-0866

089-945-1618

東海日動

photo

四国総合保険事務所㈱

武田 満佐子

790-0913 松山市畑寺1-14-32

089-932-1890

089-943-6943

ＡＩＧ損保

photo

Ｉ．Ｔ．Ｔ．

竹内 定子

790-0056 松山市土居田町303-9

089-972-5373

089-972-5334

三井住友

南松山総合保険

篠崎 純

791-1115 松山市土居町1110-13

089-956-3988

089-957-0470

共栄火災

㈱
中保険事務所
㈱山中保険事務所

岡 倫
北岡
倫一

市束本
790-0916 松
松山市束本2-13-33

089-941-2233

089-931-0842

東海日動

㈱ﾕｱ‐ｽﾞﾈｸｽﾄ

有光 真吾

790-0944 松山市古川西3丁目6-13

089-993-6655

089-993-6656

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱保険工房ﾌﾟﾗｽ

山本 勝

799-2430 松山市北条辻1265-2

089-911-7272

089-911-7273

東海日動

photo

㈲つねおか保険事務所

前崎 明

791-0202 東温市樋口1204-2

089-964-3858

089-961-1818

共栄火災

photo

㈲豊田保険事務所

豊田 温土

791-0243 松山市平井町1504

089-976-6474

089-976-6479

共栄火災

photo

㈱松南

余田 道徳

790-0965 松山市祇園町9-20

089-921-4627

089-935-8229 あいおいﾆｯｾｲ

㈱ｲｰｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

三根生 啓太

791-1114 松山市井門町373-1

089-997-7555

089-997-7556

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ

山本 徹

791-8016 松山市久万ノ台133ｼﾗｶﾀ第5ﾋﾞﾙ2F

089-925-6688

089-925-2277

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

松
山
支
部

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

㈱ﾍﾞｽﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ

平井 俊男

790-0921 松山市福音寺町44-1

089-975-9032

089-975-8377

東海日動

photo

ﾎﾞｽｺ総合保険

豊後屋 明

790-0934 松山市居相2-5-20

089-958-0674

089-958-0634

共栄火災

photo

㈱東海日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ中国四国 愛媛支店 小川 明

790-0003 松山市三番町7-13-13ﾐﾂﾈﾋﾞﾙ401

089-908-5535

089-908-5536

東海日動

photo

㈲豊稔商事

木山 千恵

790-0038 松山市和泉北1-4-10 3Ｆ

089-945-4800

089-945-4802

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

ｱｲｼﾝ自動車㈱

森岡 淳

790-0047 松山市余戸南4-2-16

089-973-1313

089-973-1314

日新火災

立花自動車A・M㈲

立花 公恵

791-1114 松山市井門町25-7

089-957-7879

089-958-3901

三井住友

㈱相原自動車商会

相原 識
識正

市南高井町
791-1112 松
松山市南高井町1695-1

089-955-6006

089-955-6661

東海日動

㈲えひめ保険エイド

井上 浩志

791-8012 松山市姫原3-1-33

089-911-1011

089-911-1002

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ髙智

髙智 洋子

790-0905 松山市樽味2-2-5

089-998-6133

089-998-6131 あいおいﾆｯｾｲ

㈲愛媛総合保険ｻｰﾋﾞｽ

大村 裕二

790-0932 松山市東石井5-1-3-1

089-905-0013

089-905-0058

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱ﾗｲﾌｸﾛｰﾊﾞｰ

西本 範昭

791-1115 松山市土居町686 ｲｰｽﾄﾘﾊﾞｰｽﾞ松山902号

089-906-0288

089-906-9393

東海日動

㈱保険のﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ

松友秀記

791-8023 松山市朝美2-4-36

089-927-6688

089-927-6699

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

㈱リンク

宮﨑 浩行

790-0036 松山市小栗3-2-14

089-906-0511

089-906-0512

三井住友

photo

㈱ﾀｽｸ

井上 和信

791-8021 松山市六軒家町3-24

089-925-1403

089-925-1405

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

pphoto

photo

支部

代 理 店 名

photo

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

西日本ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱

西岡 千景

790-0036 松山市小栗2-1-20

089-908-8185

089-908-7215

共栄火災

㈱ﾏﾌﾟﾄ

新屋敷 剛

790-0053 松山市竹原3-20-12

089-913-2201

089-913-2202

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

ＳＩＰＳ

大西 亮平

790-0053 松山市竹原3-20-13

089-948-8350

089-948-8351

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

大協車輌㈱

藤坂 定生

791-8021 松山市六軒家町2-29

089-924-7741

089-924-1110

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

㈱ライフプロテクト

岩瀬 俊彦

799-2662 松山市大山寺町717メゾンドセントポーリア101

089-989-6339

089-989-6330

東海日動

photo

うさら㈱

曽我 順子

791-0054 松山市空港通7-12-14空港マンション207

089-989-5847

089-989-5848

東海日動

㈱
㈱GUiDE

伊賀
伊賀上 茂記

市桑原
大同
790-0911 松
松山市桑原6-1-10大同ビル2
103

089-916-5017

089-916-6617

東海日動

photo

㈱さかい総合保険事務所

山崎 祥史

790-0845 松山市道後今市5-10-105

089-927-6673

089-989-0022

ＡＩＧ損保

photo

㈲愛媛ライフ保険

大森 健二

790-0812 松山市松前町2-8-6 西山ビル2F

089-933-3144

089-943-5594

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱愛媛ジャパン

篠﨑 敏彦

790-0942 松山市古川北1-7-4

050-3538-0566

089-907-4455

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

ロイヤル＆トラスト㈱愛媛支店

宇佐川 靖

790-0056 松山市土居田町104-1白石ビル2F

089-972-7757

089-972-7757

東海日動

㈱中川自動車商会

中川 恒男

791-1106 松山市今在家1-8-23

089-956-2088

089-956-2090

東海日動

武川焼付塗装工場㈲

川口 浩司

791-8006 松山市安城寺町689-1

089-925-4723

089-926-2537

東海日動

㈱﨑山カーサービス

﨑山 和義

791-8041 松山市北吉田町1006-38

089-973-0803

089-973-9563

東海日動

photo

photo

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

photo

㈱TRC

阿部 啓二

790-0056 松山市土居田町26-7

090-1320-4882

089-986-6050

日新火災

photo

㈲中央総合保険事務所

松浦 俊二

790-0036 松山市小栗5-4-37 松浦第2ビル1F

089-947-8900

089-947-7273

東海日動

photo

マイカー倶楽部

土川 祥治

790-0833 松山市祝谷2-10-23

089-911-1081

089-911-1082

東海日動

photo

HAREMOTOR

近藤 健輔

790-0921 松山市福音寺町545-3

089-906-9680

089-906-9681

東海日動

photo

㈲栗原自動車

栗原 勝寛

791-8061 松山市三津3-4-4

089-952-8088

089-952-8220

東海日動

㈱フロンティア・コンサルティング

荻山 浩平

791-8016 松山市久万ノ台414cielo drago久万ノ台302

089-993-7280

089-993-7281

ＡＩＧ損保

㈱
ｸﾃｨ 愛媛総合 ﾀ
㈱ｱｸﾃｨﾌﾞ愛媛総合ｾﾝﾀｰ

丹後 博文

町
794-0042 今治市
今治市旭町4-1-8

0898-23-2928

0898-22-3577

東海日動

㈲ｼﾝｺｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｻｰﾋﾞｽ

髙井 修二

799-2113 今治市高部甲1148-7

0898-41-9667

0898-41-7227

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱まごころサポート今治

田中 健司

799-1506 今治市東村4-1-58

0898-48-1932

0898-52-3077

共栄火災

㈲村上総合企画

村上 聡

799-2115 今治市中堀1-6-13

0898-41-5445

0898-41-8783

東海日動

photo

㈱ﾋﾛｾｱﾙﾌｧｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

横山 晶和

799-1502 今治市喜田村1-4-41

0898-35-1152

0898-35-1153

東海日動

photo

㈱ﾆｭｰｺｰｻﾝ

西本 信保

799-2116 今治市内堀1-1-25

0898-41-9014

0898-41-7077

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

東石㈱

尾越 優

794-0031 今治市恵美須町1-1-10

0898-23-3721

0898-22-6611

三井住友

㈲保険あいらんど

徳丸 雄三

794-0035 今治市枝堀町3-1-23

0898-32-2131

0898-32-9953

三井住友

photo

支部

今
治
支
部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

㈱ＴＯＰ・ｴｸｼｰﾄﾞ

井上 彰二

799-1353 西条市三津屋南4-46

0898-76-1700

0898-65-6686

東海日動

photo

桧商事㈱

檜垣 清隆

799-2111 今治市小浦町1-4-25

0898-41-9688

0898-41-5806

三井住友

photo

あい保険㈲

山本 和朋

799-1527 今治市長沢甲1252-4

0898-48-4171

0898-48-4195

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

四国ｶﾞｽ産業㈱

高橋 博昭

794-0027 今治市南大門2-2-4

0898-32-4812

0898-34-3502

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

㈲玉川車体

浮穴 智彦

794-0111 今治市玉川町中村甲694-1

0898-55-3463

0898-55-3737

東海日動

㈱あんしんﾗｲﾌ総合保険事務所

横手 正剛

794-0825 今治市郷六ケ内町2-3-36

0898-22-6708

0898-22-6705

東海日動

㈲村
保険事務所
㈲村上保険事務所

村
村上 英明

来町
今治共栄火災
794-0028 今治市
今治市北宝来町3-2-1
今治共栄火災ﾋﾞﾙ3F

0898-33-0216

0898-33-0217

共栄火災

ｴｰﾜﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ㈲

矢野 忠臣

799-1502 今治市喜田村2-4-21

0898-35-0111

0898-48-4111

三井住友

BEST・PARTNER㈱

山本 勇貴

794-0082 今治市野間甲1048-3

0898-32-0300

0898-32-0308

日新火災

㈲ネクスト

吉岡 立身

794-0057 今治市泉川町1-3-69

0898-33-0061

0898-33-7254

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲渡辺修保険事務所

渡邊 修

794-0026 今治市別宮町4-4-11

0898-22-1212

0898-22-8129

三井住友

南動㈱

西村 正幸

798-0032 宇和島市恵美須町2-4-23

0895-22-0363

0895-22-0150

東海日動

伊井損害保険事務所

伊井 甫

798-0075 宇和島市川内甲764-6

0895-22-8328

0895-22-8328

共栄火災

㈲ＡＧﾐﾔﾍﾞ事務所

宮部 謙三

798-0031 宇和島市栄町港2-5-4

0895-24-1319

0895-25-8118

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

pphoto

photo

photo

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

㈲ひ ら た

平田 稔

798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2112

0895-72-4111

0895-72-2262

東海日動

肱川産業㈱

冨永 一隆

795-0011 大洲市柚木900-1

0893-24-2042

0893-24-2484

三井住友

㈱ｷｽﾞﾅ保険AG

宮﨑 誠司

795-0012 大洲市大洲179

0893-24-2826

0893-24-3825

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

ほけん家さん

上甲 達郎

795-0021 大洲市平野町野田479-1

0893-23-5750

0893-23-5782

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲山本保険事務所

山本 友由

798-0027 宇和島市柿原154-4

0895-25-7216

0895‐24‐3746

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

ほけんラボ

畑中 貴博

798-0086 宇和島市別当6-4-3

0895-23-1962

0895-22-8351

共栄火災

pphoto

村
住
村上住宅

崎 宏幸
山崎

795-0001 大洲市
大洲市北只175

0893-24-6225

0893-23-4332

三井住友

photo

長渕保険事務所

長渕 厚彦

791-3351 喜多郡内子町五百木522

0893-44-2054

0893-43-1824

共栄火災

㈱えひめｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ

葛川 貴大

795-0053 大洲市常磐町54

0893-59-1341

0893-59-1391

東海日動

㈱日本西海

内村 憲二

796-0074 八幡浜市新港４３５－６

0894-24-7805

0894-21-1388

東海日動

ｵﾌｨｽ宇和島

島原 茂

798-0067 宇和島市桝形町2-2-23Kisaiya TOMO 102

0895-23-0735

0895-23-0756

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲沢井保険事務所

沢井 真

796-0031 八幡浜市江戸岡1-7-3

0894-24-7121

0894-24-7530

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

杉本保険

杉本 和巳

798-1303 北宇和郡鬼北町大字広見643

0895-48-0853

0895-48-0170

共栄火災

㈱ウインライフ愛媛西支店

脇坂 新治

798-0032 宇和島市恵美須町2-1-2

0895-25-5222

0895-25-5248

ＡＩＧ損保

photo

南
予
支
部
photo

photo

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

photo

㈲南一自動車

二宮 裕二

798-0087 宇和島市坂下津甲407-205

0895-25-8570

0895-25-7080

ＡＩＧ損保

photo

㈱ｻｻｷﾎﾞﾃﾞｰ

佐々木 宏之

796-0202 八幡浜市保内町宮内1-279-1

0894-36-2137

0894-36-2519

東海日動

あいﾗｲﾌ㈱

今西 直人

798-0061 宇和島市御殿町5-9

0895-23-2878

0895-28-7870

東海日動

えんと保険

則松 功

798-0075 宇和島市川内甲1101-16

0895-28-6501

020-4669-1235

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

有友自動車

有友 政嘉

798-0020 宇和島市高串1-927-1

0895-26-6570

0895-26-6580

東海日動

photo

㈲トータルプランナー

武田 憲成

798-1352 北宇和郡鬼北町大字奈良659

0895-45-1393

0895-45-1371

東海日動

pphoto

㈱
g
㈱Logic

増
増田 勇紀

795-0012 大洲市大洲
大洲市大洲640-1

0893-24-1017

0893-23-9998

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

㈱谷本総合保険事務所

798-0035 宇和島市新町2-9-1

0895-22-4568

0895-22-4569

あいおいニッセイ

photo

谷本 竜太

㈱村上保険ｻｰﾋﾞｽ

村上 公明

793-0030 西条市大町197-1

0897-55-3827

0897-55-3829

東海日動

㈲大西保険事務所

大西 英樹

799-0111 四国中央市金生町下分231-31

0896-56-2399

0896-58-1527

日新火災

㈲石川保険事務所

石川 岳志

799-0422 四国中央市中之庄町464-1 受川ﾋﾞﾙ2Ｆ

0896-24-0213

0896-24-0215

日新火災

ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ

齋藤 隆宏

799-0404 四国中央市三島宮川4-10-72

0896-23-4032

0896-23-4096

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈲T・R・Mあんしん保険事務所

川上 雅睦

792-0022 新居浜市徳常町2-8

0897-33-7607

0897-37-1928

東海日動

㈱保険ﾊﾟｰﾄﾅｰみらい

篠原 浩一郎

799-0111 四国中央市金生町下分1254-1

0896-58-2365

0896-58-4965

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

支部

代 理 店 名

photo

photo

photo

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

㈲ﾔﾌﾞｷ保険ｻｰﾋﾞｽ

矢葺 太朗

792-0812 新居浜市坂井町2-10-23

0897-32-3435

0897-32-1981

東海日動

㈱ｱｼｽﾄ

小野 好浩

792-0012 新居浜市中須賀町1-3-211第3ｻﾝﾜﾋﾞﾙ1F

0897-37-0655

0897-32-7710

三井住友

㈲ｴﾘｱ･ｻﾎﾟｰﾄ･ﾌﾟﾛ愛媛

金子 義美

793-0001 西条市玉津広坪609-4

0897-53-6558

0897-53-6558

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

岡損害保険事務所

岡 裕行

792-0888 新居浜市田の上3-6-40

0897-46-1800

0897-46-1801

三井住友

㈲ﾃﾙｻﾎﾟｰﾄ

高橋 信晃

793-0043 西条市樋ノ口318-6

0897-56-1900

0897-53-1685

三井住友

㈲ひまわり保険事務所

矢野 公俊

793-0044 西条市古川甲299-9

0897-55-1363

0897-52-1388

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

総合保険㈱
ＵＰ総合保険㈱

野 英樹
上野

792-0865 新居浜市桜木町
新居浜市桜木町1-8

0897-65-3205

0897-65-3230

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱四国陸整

丹 貴一郎

793-0030 西条市大町172-1

0897-56-1811

0897-56-1810

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱ｳｲﾝﾗｲﾌ 愛媛支店

越智 靖之

793-0001 西条市玉津615-5

0897-56-8668

0897-56-3833

ＡＩＧ損保

㈲ｺﾞｰｲﾝｸﾞ

伊藤 慶之

792-0022 新居浜市徳常町4-1大石ﾋﾞﾙ2Ｆ

0897-47-5939

0897-47-5940

三井住友

ﾎﾞﾃﾞｰｼｮｯﾌﾟ三浦

三浦 清光

792-0802 新居浜市新須賀町2-10-37

0897-34-5430

0897-34-9673

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

㈱ｽｽﾞｷ販売四国中央

合田 夏樹

799-0113 四国中央市妻鳥町1100

0896-56-3355

0896-58-2507

ＡＩＧ損保

㈲四国中央保険

石村 潤

799-0111 四国中央市金生町下分1201-1

0896-59-5635

0896-59-5636

三井住友

㈱かがやき総合保険企画

中泉 輝彦

799-0422 四国中央市中之庄町70-1輝ビル1F

0896-28-8951

0896-28-8944

三井住友

東
予
支
部
photo

photo

photo

支部

代 理 店 名

代表者名

〒

所 在 地

電話番号

FAX番号

代申

白石車体工業所

白石 知巳

792-0866 新居浜市宇高町4-14-48

0897-47-6613

0897-47-6614

ＡＩＧ損保

あいステージ㈱

日浅 雅彦

799-1322 西条市国安525-6

0898-35-3731

0897-35-3741

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

レゴリス保険サービス

藤野 修也

792-0851 新居浜市観音原町3-7

0897-47-8560

0897-47-3830

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

photo

プラスONE総合保険企画

飛鷹 昌也

799-0431 四国中央市寒川町3450-1

0896-25-3808

0896-25-3872

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜

