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代申会社

南動㈱

代表者

所在地

電話番号

FAX番号

0895-22-8328

FAX番号 0895-22-8328

代申会社 共栄火災

伊井損害保険事務所

代表者 伊井　甫

所在地 798-0075

宇和島市川内甲764-6

電話番号

西村　正幸

0895-22-0363

0895-22-0150

東京海上日動

798-0032

宇和島市恵美須町2-4-23

㈲ひらた

代表者 平田　稔

所在地 798-4110

南宇和郡愛南町御荘平城2112

電話番号0895-24-1319 0895-72-4111

FAX番号 0895-72-2262

代申会社 東京海上日動

FAX番号 0895-25-8118

代申会社 損害保険ジャパン

南予支部

㈲ＡＧミヤベ事務所

代表者 宮部　雅輝

所在地 798-0031

宇和島市栄町港2-5-4

電話番号

代表者 冨永　一隆 代表者 宮﨑　誠司

所在地 795-0011

代申会社 三井住友 代申会社 損害保険ジャパン

南予支部

南予支部 南予支部

電話番号 0893-24-2042 電話番号 0893-24-2826

FAX番号 0893-24-2484 FAX番号 0893-24-3825

所在地 795-0012

大洲市柚木900-1 大洲市大洲179

肱川産業㈱ ㈱キズナ保険ＡＧ　　

代申会社 共栄火災

電話番号 0895-25-7216 電話番号 0895-23-1962

FAX番号 0895-24-3746 FAX番号 0895-22-8351

ホームページ南予支部南予支部

代申会社 三井住友 代申会社 共栄火災

所在地 791-3351

大洲市北只175 喜多郡内子町五百木522

村上住宅㈱ 長渕保険事務所

代表者 山崎　宏幸

南予支部 南予支部

所在地 798-0086

宇和島市柿原154-4 宇和島市別当6-4-3

㈲山本保険事務所 ほけんラボ

代表者 山本　友由 代表者 畑中　貴博

所在地 798-0027

代申会社 損害保険ジャパン

南予支部南予支部

電話番号 0893-24-4205 電話番号 0893-44-2054

FAX番号 0893-23-4332 FAX番号 0893-43-1824

代表者 長渕　厚彦

所在地 795-0001
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FAX番号 0895-26-6580

代申会社 損害保険ジャパン 代申会社 あいおいニッセイ

南予支部 南予支部

えんと保険 有友自動車

代表者 則松　功 代表者 有友　政嘉

所在地 798-0075 所在地 798-0020

宇和島市川内甲1101-16 宇和島市高串1-927-1

電話番号 0895-28-6501 電話番号 0895-26-6570

FAX番号 0895-28-6502

FAX番号 0895-28-7870

代申会社 東京海上日動 代申会社 東京海上日動

南予支部 南予支部

㈱ササキボデー あいライフ㈱

代表者 佐々木　宏之 代表者 今西　直人

所在地 796-0202 所在地 798-0061

八幡浜市保内町宮内1-279-1 宇和島市御殿町5-9

電話番号 0894-36-2137 電話番号 0895-23-2878

FAX番号 0894-36-2519

FAX番号 0895-25-7080

代申会社 共栄火災 代申会社 AIG損保

南予支部 南予支部

杉本保険合同会社 ㈲南一自動車

代表者 杉本　和巳 代表者 二宮　裕二

所在地 798-1303 所在地 798-0087

北宇和郡鬼北町大字広見643 宇和島市坂下津甲407-205

電話番号 0895-48-0853 電話番号 0895-25-8570

FAX番号 0895-48-0170

FAX番号 0894-24-7530

代申会社 損害保険ジャパン 代申会社 損害保険ジャパン

南予支部 南予支部

オフィス宇和島 沢井保険事務所

代表者 島原　茂 代表者 澤井　眞

所在地 798-0067 所在地 796-0031

宇和島市桝形町2-2-23Kisaiya TOMO
102

八幡浜市江戸岡1-7-3

電話番号 0895-23-0735 電話番号 0894-24-7121

FAX番号 0895-23-0756

FAX番号 0894-21-1388

代申会社 東京海上日動 代申会社 東京海上日動

南予支部 南予支部

㈱えひめインシュアランス ㈱日本西海

代表者 葛川　貴大 代表者 内村　憲二

所在地 795-0053 所在地 796-0074

大洲市常磐町54 八幡浜市新港435-6

電話番号 0893-59-1341 電話番号 0894-24-7805

FAX番号 0893-59-1391



〒 〒

〒

南予支部

TruSt and

代表者 兵頭　信哉

所在地 798-0041

宇和島市本町追手1丁目3-24 光ビル1F

電話番号 0895-65-9960

FAX番号 0895-65-9961

代申会社 損害保険ジャパン

FAX番号 0895-22-4569

代申会社 損害保険ジャパン 代申会社 あいおいニッセイ

南予支部 南予支部

㈱Ｌｏｇｉｃ ㈱谷本総合保険事務所

代表者 増田　勇紀 代表者 谷本　竜太

所在地 795-0012 所在地 798-0035

大洲市大洲640-1 宇和島市新町2-9-1

電話番号 0893-24-1017 電話番号 0895-22-4568

FAX番号 0893-23-9998


