
会員番号 支部 代申 代理店名
15A0049 岐阜東 あいおいニッセイ同和 （株）野村保険事務所
15A0469 岐阜東 あいおいニッセイ同和 （株）オセアノ山下
15A0556 岐阜東 あいおいニッセイ同和 （有）ＢＳＷ
15A0602 岐阜東 あいおいニッセイ同和 （有）Ｍ.Ｓ.Ｋ
15A0617 岐阜東 セコム （株）ｒｅｌｉｅｖｅ
15A0149 岐阜東 三井住友 （有）アイエイチプランニング
15A0237 岐阜東 三井住友 ファインズ（株）
15A0097 岐阜東 三井住友 エール（株）
15A0089 岐阜東 三井住友 （有）ミツケン
15A0146 岐阜東 三井住友 同栄産業（株）
15A0434 岐阜東 三井住友 タナハシ保険サービス
15A0601 岐阜東 三井住友 （有）ＮＴＹプランニング
15A0143 岐阜東 損保ジャパン （有）日置江保険事務所
15A0572 岐阜東 損保ジャパン （有）エムズ
15A0621 岐阜東 損保ジャパン （有）己翔
15A0010 岐阜東 朝日 オフィス大野
15A0056 岐阜東 朝日 長良運輸（株）
15A0228 岐阜東 東海日動 （株）ワイズ
15A0226 岐阜東 東海日動 （株）サンクス保険サービス
15A0178 岐阜東 東海日動 （株）アシスト岐阜
15A0240 岐阜東 東海日動 （有）トップスアイ
15A0447 岐阜東 東海日動 （株）ＡＣＴ
15A0487 岐阜東 東海日動 （株）大河内
15A0536 岐阜東 東海日動 東海中央サポート（株）
15A0564 岐阜東 東海日動 （株）リンク東海
15A0563 岐阜東 東海日動 （株）東海日動パートナーズ岐阜
15A0567 岐阜東 東海日動 クリエ（株）
15A0582 岐阜東 東海日動 （株）ＰＲＯｆｆ
15A0612 岐阜東 東海日動 グローバルアイディアル（株）
15A0616 岐阜東 東海日動 （株）青山モータース
15A0408 岐阜東 日新 アサミ損害保険事務所
15A0597 岐阜東 日新 （有）ＲＫ・アーバンサービス
15A0604 岐阜東 日新 （有）大光塗装
15A0605 岐阜東 日新 総合保険　あおぞら
15A0611 岐阜東 日新 揖斐保険
15A0079 岐阜東 日本興亜 （有）後藤保険事務所
15A0340 岐阜東 日本興亜 （有）スリー　エフ・ピー
15A0109 岐阜東 日本興亜 （有）コア・コーポレーション
15A0483 岐阜東 日本興亜 （有）プログレス
15A0546 岐阜東 日本興亜 （株）ハート　プランニング
15A0557 岐阜東 日本興亜 （株）ファイナンシャルプラザ岐阜
15A0581 岐阜東 日本興亜 すたーと
15A0607 岐阜東 日本興亜 （有）オフィスレーベン
15A0627 岐阜東 富士 クロスリンク（株）

15A0148 岐阜西 あいおいニッセイ同和 濃飛（株）
15A0005 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （株）プラネット
15A0043 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （株）みらい
15A0064 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （有）保険の岐阜北
15A0284 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （株）クローバー保険事務所
15A0506 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （株）ＭＩＭＡＭＯＲＵ
15A0588 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （有）河八商事  ケイズモータース
15A0583 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （有）カワサキ保険
15A0591 岐阜西 あいおいニッセイ同和 （有）棚橋保険事務所
15A0077 岐阜西 エース （株）平松保険事務所
15A0455 岐阜西 エース （有）梅商
15A0002 岐阜西 共栄 （有）稲葉保険事務所
15A0094 岐阜西 三井住友 サンリー（有）
15A0063 岐阜西 三井住友 （株）ライフ＆ピース
15A0249 岐阜西 三井住友 日下部保険事務所



15A0205 岐阜西 三井住友 （有）高橋保険事務所
15A0527 岐阜西 三井住友 ＪＵＮコーポレーション
15A0142 岐阜西 損保ジャパン 野村保険事務所
15A0145 岐阜西 損保ジャパン 岐阜駒
15A0436 岐阜西 損保ジャパン （有）ＡＩＯ
15A0460 岐阜西 損保ジャパン （株）高橋保険コンサルタント
15A0520 岐阜西 損保ジャパン クロス保険
15A0031 岐阜西 東海日動 Ｎ＆Ｉプロジェクト（株）
15A0011 岐阜西 東海日動 （有）川島保険事務所
15A0179 岐阜西 東海日動 （株）グラント
15A0404 岐阜西 東海日動 ムトウ保険サービス
15A0239 岐阜西 東海日動 （有）ゼーバル
15A0518 岐阜西 東海日動 （株）トラスト
15A0521 岐阜西 東海日動 （株）オールプロ
15A0543 岐阜西 東海日動 （株）東日コンサル
15A0589 岐阜西 東海日動 （株）アルファ・パートナー
15A0234 岐阜西 日新 （有）エフピースズキ
15A0026 岐阜西 日新 （有）アイティエム
15A0078 岐阜西 日本興亜 岐阜共栄（株）
15A0305 岐阜西 日本興亜 六甲保険サービス（株）
15A0012 岐阜西 日本興亜 （有）プラス
15A0082 岐阜西 日本興亜 （株）岐信保険事務所
15A0379 岐阜西 日本興亜 （有）トライ
15A0473 岐阜西 日本興亜 （有）リック
15A0484 岐阜西 日本興亜 ＥＢＩ　ＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴ
15A0510 岐阜西 日本興亜 （株）カンチ
15A0537 岐阜西 日本興亜 町野保険事務所
15A0560 岐阜西 日本興亜 （有）糸貫自動車
15A0600 岐阜西 日本興亜 （株）パートナー保険岐阜
15A0524 岐阜西 富士 （株）ＮＯＡ

15A0106 西濃 あいおいニッセイ同和 （株）オフィス養老
15A0324 西濃 あいおいニッセイ同和 サタケ保険事務所
15A0211 西濃 あいおいニッセイ同和 サンエス商事（株）
15A0459 西濃 あいおいニッセイ同和 （有）ケイプランツ
15A0467 西濃 あいおいニッセイ同和 あいおいサポート（株）
15A0575 西濃 あいおいニッセイ同和 中河総合保険
15A0625 西濃 あいおいニッセイ同和 グランド産業（株）
15A0412 西濃 三井住友 （有）ホップ
15A0123 西濃 三井住友 （株）ＭＳＧ保険サービス
15A0201 西濃 三井住友 （株）保険のウインズ
15A0311 西濃 三井住友 （株）ＩＰ．ＬＩＮＫ
15A0369 西濃 三井住友 （有）サンライズマネージメント
15A0491 西濃 三井住友 （有）吉田保険事務所
15A0465 西濃 三井住友 （有）ライフサポートオフィス
15A0545 西濃 三井住友 （有）トリアージ
15A0578 西濃 三井住友 ライフデザイン（株）
15A0577 西濃 三井住友 （株）スマートホケン
15A0122 西濃 損保ジャパン 不破
15A0159 西濃 損保ジャパン （株）Ｏｆｆｉｃｅ市川
15A0328 西濃 損保ジャパン ミズカミ保険
15A0329 西濃 損保ジャパン （有）イワタ保険
15A0330 西濃 損保ジャパン 正和商事（株）
15A0338 西濃 損保ジャパン （有）いずみ総合保険事務所
15A0353 西濃 損保ジャパン （有）マツオカ
15A0055 西濃 損保ジャパン アサノ保険事務所
15A0437 西濃 損保ジャパン 須藤保険事務所
15A0470 西濃 損保ジャパン （有）あぜち保険事務所
15A0471 西濃 損保ジャパン （株）ＳＯＧＯ
15A0519 西濃 損保ジャパン （有）キムラ自動車
15A0554 西濃 損保ジャパン （有）浅井保険サービス



15A0576 西濃 損保ジャパン （有）みずほ保険
15A0587 西濃 損保ジャパン （株）大原自動車工業
15Ａ0615 西濃 損保ジャパン （株）トラスト．ワン
15A0610 西濃 損保ジャパン （有）安田保険センター
15A0618 西濃 損保ジャパン （株）ジャパン保険相談センター
15A0154 西濃 東海日動 （有）ユウ保険事務所
15A0236 西濃 東海日動 まつだ事務所
15A0281 西濃 東海日動 河合商事（株）
15A0383 西濃 東海日動 （有）保険工房ハヤシ
15A0568 西濃 東海日動 保険屋．cｏｍ　
15A0595 西濃 東海日動 （株）ｅ‐プランニング・グループ
15A0250 西濃 日本興亜 北方モータース
15A0410 西濃 日本興亜 （株）あんしん保険事務所
15A0525 西濃 富士 （有）かとう保険ライフサービス
15A0584 西濃 富士 あづま企画
15A0590 西濃 富士 平和自動車（株）
15A0626 西濃 富士 （株）ライフプラス

15A0273 中濃 あいおいニッセイ同和 （有）保険ショップあんしん
15A0318 中濃 あいおいニッセイ同和 （株）保険サービス協和
15A0623 中濃 あいおいニッセイ同和 （有）丸山
15A0204 中濃 三井住友 （株）ＰＥＡＣＥ保険事務所
15A0092 中濃 三井住友 （有）中部保険事務所
15A0397 中濃 三井住友 （株）中濃保険事務所
15A0411 中濃 三井住友 （有）ベスト保険サービス
15A0494 中濃 三井住友 八百津　長谷川
15A0608 中濃 三井住友 溝上保険事務所
15A0624 中濃 三井住友 ＭＳＴトータル保険サービス
15A0628 中濃 三井住友 （有）アイエム保険サービス
15A0541 中濃 損保ジャパン （有）吉田保険事務所
15A0613 中濃 損保ジャパン （有）加茂ジャパン総合保険
15A0619 中濃 損保ジャパン （有）渡邊総合保険事務所
15A0620 中濃 損保ジャパン （有）水野総合保険サービス
15A0076 中濃 東海日動 （有）ヤマグチ保険
15A0243 中濃 東海日動 （株）藤吉保険事務所
15A0478 中濃 東海日動 （株）保険相談センター　可児店
15A0569 中濃 東海日動 （株）ライフタイム
15A0585 中濃 東海日動 ＢＰ　ＭＯＲＩＫＥＩ
15A0579 中濃 日新 合資会社　ＢＲＡＩＮＳ
15A0573 中濃 日本興亜 （有）キープオン
15A0538 中濃 日本興亜 ライフデザイン（株）
15A0593 中濃 日本興亜 （株）ＭＦＳ
15A0598 中濃 日本興亜 越美東濃サポート（株）
15A0528 中濃 富士 福地保険事務所
15A0629 中濃 富士 ＳＦオート

15A0126 東濃 あいおいニッセイ同和 （有）サワイ保険サービス
15A0360 東濃 あいおいニッセイ同和 （株）イワク保険事務所
15A0337 東濃 あいおいニッセイ同和 （有）サエキ
15A0212 東濃 あいおいニッセイ同和 （有）恵北損保
15A0558 東濃 あいおいニッセイ同和 ふれ愛保険工房（株）
15A0566 東濃 あいおいニッセイ同和 （有）ＫＹサポート
15A0571 東濃 あいおいニッセイ同和 （株）リリーフ
15A0347 東濃 共栄 （有）蘇栄
15A0153 東濃 三井住友 （有）ソガ保険企画
15A0321 東濃 三井住友 （有）ヤマモト企画
15A0296 東濃 三井住友 （有）ファーストホケン事務所
15A0409 東濃 三井住友 （株）ＴＳホケンワークス
15A0496 東濃 三井住友 （有）リード保険企画
15A0532 東濃 三井住友 みらい保険事務所
15A0533 東濃 三井住友 （株）ＩＴＯ



15A0548 東濃 三井住友 （株）保険グロウ
15A0551 東濃 三井住友 （株）中部保険サービス
15A0133 東濃 損保ジャパン （有）中山総合保険事務所
15A0136 東濃 損保ジャパン （有）コバヤシ
15A0335 東濃 損保ジャパン （株）ケイトウ保険サービス
15A0137 東濃 損保ジャパン （有）柴田保険
15A0218 東濃 東海日動 オネスト保険サービス（株）
15A0216 東濃 東海日動 （株）アシスト　アイ
15A0370 東濃 東海日動 （有）ミノウラエージェンシー
15A0517 東濃 東海日動 （株）東海コンサル
15A0529 東濃 東海日動 エムズ保険（株）
15A0574 東濃 東海日動 （株）ｄｉｉ
15A0596 東濃 東海日動 愛岐西浦（株）
15A0603 東濃 東海日動 （有）ピアオートミズノ
15A0466 東濃 日新 （有）永大
15A0565 東濃 日新 （有）マスダ保険事務所
15A0214 東濃 日本興亜 （有）パートナー保険　
15A0322 東濃 日本興亜 （有）大脇サービス

15A0025 飛騨 東海日動 滝殖産（株）
15A0395 飛騨 あいおいニッセイ同和 （有）笠城保険事務所
15A0464 飛騨 あいおいニッセイ同和 （有）成原保険事務所
15A0509 飛騨 あいおいニッセイ同和 （株）ケイ・ジャパン
15A0555 飛騨 あいおいニッセイ同和 野中石油（株）
15A0594 飛騨 セコム ミエダ損保企画
15A0622 飛騨 三井住友 （株）ツースリー
15A0349 飛騨 損保ジャパン ＩＡＳマツバヤシ
15A0386 飛騨 損保ジャパン （株）ライフステージ
15A0503 飛騨 損保ジャパン 保険タイム(株)
15Ａ0513 飛騨 損保ジャパン （有）米野保険サービス
15A0561 飛騨 損保ジャパン （株）トマト保険
15A0025 飛騨 東海日動 滝殖産（株）
15A0502 飛騨 東海日動 島光保険サービス
15A0492 飛騨 日新 （有）Ｂｕｄｄｙ　
15A0614 飛騨 日新 （株）小瀬徳・大坪保険事務所
15A0461 飛騨 日本興亜 （有）コア
15A0477 飛騨 日本興亜 （有）高山エージェンシー
15A0553 飛騨 日本興亜 合同会社　ＹＭＫ総合保険
15A0388 飛騨 富士 （有）佛坂保険事務所


