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ⅤⅡ　. 店舗の一覧

1 営業店舗所在地の一覧

�

�

東京本社（本店） 〒101ー8329       東京都千代田区神田駿河台2－3  （03）3292－8000�

さいたま本社 〒330ー9311       埼玉県さいたま市浦和区上木崎2－7－5  （048）834－2211�

ロンドン駐在員事務所 ｃ/ｏ Ｗｉｌｌｉｓ Ｔｅｎ Ｔｒｉｎｉｔｙ Ｓｑｕａｒｅ， Ｌｏｎｄｏｎ ＥＣ3Ｐ 3ＡＸ， U.K.  　44（0）20－7488－8121

東北事業本部 〒980ー0804 宮城県仙台市青葉区大町1-4-7 （022）227ー3153��
北東北統括営業部 〒020ー0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19（フコク生命ビル2F） （019）623ー4330��
盛岡支店 〒020ー0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19（フコク生命ビル2F） （019）623ー4316�
花巻支社 〒025ー0312 岩手県花巻市二枚橋6-335-1（ユーズステーション花巻）  （0198）26ー1771�
岩手南支店 〒024ー0032 岩手県北上市川岸3-10-2（東北永愛友商事ビル2F） （0197）65ー3821�
一関事務所 〒021ー0893 岩手県一関市地主町2-29（朝日生命ビル2F） （0191）21ー3221�
大船渡営業所 〒022ー0002 岩手県大船渡市大船渡町欠の下向1-123 （0192）25ー0595�
三陸事務所 〒026ー0025 岩手県釜石市大渡町1-7-9（ウイングビル3F）  （0193）24ー3118�
青森支店 〒030ー0861 青森県青森市長島2-10-3（青森フコク生命ビル6F） （017）775ー1461�
むつ事務所 〒035ー0072 青森県むつ市金谷1-4-6（アドバンスビル1F）  （0175）23ー8621�
弘前支社 〒036ー8001 青森県弘前市代官町38（明治安田生命弘前第2ビル8F） （0172）36ー1555�
八戸サービス支店 〒031ー0072 青森県八戸市城下4-5-9 （0178）43ー1567�
秋田支店 〒010ー0001 秋田県秋田市中通4-5-2（明治安田生命秋田第二ビル4F） （018）837ー5255�
大館事務所 〒017ー0814 秋田県大館市赤館町7-6 （0186）49ー3568�
大曲事務所 〒014ー0027 秋田県大仙市大曲通町8-26（正和ビル2F） （0187）63ー0680�
本荘事務所 〒015ー0001 秋田県由利本荘市岩渕下13-13（徳永ビル2F） （0184）24ー2922��
中東北統括営業部 〒980ー0804 宮城県仙台市青葉区大町1-4-7 （022）227ー3310��
仙台支店 〒980ー0804 宮城県仙台市青葉区大町1-4-7  （022）263ー5465�
仙南支社 〒981ー1232 宮城県名取市大手町1-1-22 （022）382ー6811�
古川支社 〒989ー6115 宮城県大崎市古川駅東1-5-11（向山館2F） （0229）24ー1620�
気仙沼事務所 〒988ー0017 宮城県気仙沼市南町2-5-12  （0226）24ー2004�
仙台東支社 〒983ー0012 宮城県仙台市宮城野区出花1-9-3（ヴューボートオバタ1F） （022）259ー6280�
山形支店 〒990ー0023 山形県山形市松波1-8-14 （023）622ー4006�
天童支社 〒994ー0034 山形県天童市本町2-1-26（寿商事ビル2F） （023）654ー4471�
米沢事務所 〒992ー0039 山形県米沢市門東町3-3-1（米沢共立ビル2F） （0238）22ー7883�
酒田支社 〒998ー0853 山形県酒田市みずほ2-19-1 （0234）23ー5106��
福島統括営業部 〒963ー8871 福島県郡山市本町2-1-12  （024）932ー3151��
郡山支店 〒963ー8871 福島県郡山市本町2-1-12 （024）932ー2266�
白河支社 〒961ー0975 福島県白河市立石山1-3（丸昌ビル2F） （0248）22ー6618�
福島支店 〒960ー8107 福島県福島市浜田町6-5 （024）531ー1621�
いわき支店 〒970ー8026 福島県いわき市平字小太郎町2-6（いわきフコク生命ビル2F） （0246）22ー1881�
会津若松支店 〒965ー0042 福島県会津若松市大町2-14-24（山本中央ビル2F） （0242）24ー5661�

北海道事業部 〒060ー0063 北海道札幌市中央区南3条西3ー12ー1（札幌トークビル） （011）241ー1311��
札幌第１支店 〒060ー0063 北海道札幌市中央区南3条西3ー12ー1（札幌トークビル） （011）241ー1315�
小樽支社 〒047ー0032 北海道小樽市稲穂2ー22ー1（日専連小樽ビル） （0134）27ー3311�
函館支社 〒040ー0001 北海道函館市五稜郭町33ー1（五稜郭フコク生命ビル）  （0138）54ー8591�
札幌第２支店 〒060ー0063 北海道札幌市中央区南3条西3ー12ー1（札幌トークビル） （011）241ー1316�
苫小牧事務所 〒053ー0022  北海道苫小牧市表町2ー1ー14（王子不動産第3ビル） （0144）34ー8191�
室蘭事務所 〒050ー0074  北海道室蘭市中島町1ー23ー18（YSプラザビル4F） （0143）45ー3441�
旭川支店 〒070ー0035 北海道旭川市五条通9右1  （0166）26ー4431�
稚内事務所 〒097ー0005 北海道稚内市大黒2ー3ー14（第2丹羽ビル）  （0162）22ー9765�
道東サービス支店 〒085ー0016 北海道釧路市錦町5ー3（三ツ輪ビル5F）  （0154）23ー8251�
帯広支社 〒080ー0010 北海道帯広市大通南10ー8（帯広フコク生命ビル） （0155）22ー8711�
北見支社 〒090ー0022 北海道北見市北二条東1（大槻ビル）  （0157）24ー6471�

東京ダイレクトサポートセンター 〒101ー8329 東京都千代田区神田駿河台2-3 （03）5282ー5596��
東京営業第1部 〒101ー0062 東京都千代田区神田駿河台2-5（村田ビル3F） （03）5282ー5115��
東京中央支店 〒101ー0062 東京都千代田区神田駿河台2-5（村田ビル3F） （03）5282ー5556�
江東支店 〒130ー0014 東京都墨田区亀沢4-5-4（プルームビル1F） （03）3625ー2040�
東京東支店 〒121ー0816 東京都足立区梅島2-3-15（岩立ビル2F） （03）3886ー0111��
東京営業第2部 〒170ー6051 東京都豊島区東池袋3-1-1（サンシャイン60 51F） （03）3987ー4888��
池袋支店 〒170ー6051 東京都豊島区東池袋3-1-1（サンシャイン60 51F） （03）3987ー4061�
新宿支店 〒160ー0023 東京都新宿区西新宿3-2-11（新宿三井ビルディング二号館9F） （03）3343ー3941�
渋谷支店 〒150ー0042 東京都渋谷区宇田川町33-7（都民興業渋谷ビル5F） （03）3464ー1221�
城南支店 〒144ー0052 東京都大田区蒲田5-29-6（とみん蒲田ビル6F） （03）3733ー2251�

本店営業第1部 〒101ー8329  東京都千代田区神田駿河台2-3  （03）5282ー5548��
本店営業第2部 〒101ー8329 東京都千代田区神田駿河台2-3 （03）5282ー5554��
横浜自動車営業部 〒221ー0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町8-1（ポートサイドビル1F） （045）461ー2223��
首都圏第１事業本部 〒101ー8329 東京都千代田区神田駿河台2-3 （03）5282ー5555��
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神奈川統括営業部 〒231ー0007 神奈川県横浜市中区弁天通5-72 （045）633ー5280��
横浜支店 〒231ー0007 神奈川県横浜市中区弁天通5-72 （045）633ー5288�
横浜中央支店 〒231ー0007 神奈川県横浜市中区弁天通5-72 （045）633ー5291�
横須賀サービス支社 〒238ー0008 神奈川県横須賀市大滝町1-25-1（横須賀ベイビュービルディング5F） （046）822ー0974�
川崎支店 〒210ー0014 神奈川県川崎市川崎区貝塚1-1-3（川崎フコク生命ビル2F） （044）244ー0171�
神奈川県央支店 〒228ー0803 神奈川県相模原市相模大野7-1-6（相模大野第一生命ビル6F） （042）749ー1912�
湘南支店 〒254ー0034 神奈川県平塚市宝町3-1（平塚MNビル8F） （0463）21ー2176�
小田原支社 〒250ー0011 神奈川県小田原市栄町1-6-1（小田原第一生命ビル6F） （0465）23ー0155��
西東京統括営業部 〒190ー0012 東京都立川市曙町2-22-22（TBK立川ビル5F） （042）525ー2821��
立川支店 〒190ー0012 東京都立川市曙町2-22-22（TBK立川ビル5F） （042）527ー7771�
三鷹支社 〒180ー0006 東京都武蔵野市中町1-16-10（日本生命ビル5F） （0422）55ー8177�
山梨支店 〒400ー0032 山梨県甲府市中央4-7-13 （055）228ー1277�
富士吉田支社 〒403ー0004 山梨県富士吉田市下吉田50（山吉商店ビル2F） （0555）22ー5801��
東関東統括営業部 〒101ー8329 東京都千代田区神田駿河台2-3 （03）5282ー5555��
水戸支店 〒310ー0805 茨城県水戸市中央1-1-7 （029）221ー9125�
土浦支社 〒300ー0051 茨城県土浦市真鍋1-11-12（延増第1ビル4F） （029）822ー5748�
下館支社 〒308ー0841 茨城県筑西市二木成80-1（みすじビル3F） （0296）25ー0320�
千葉支店 〒260ー0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10（千葉TALKビル2F） （043）244ー0521�
木更津支社 〒292ー0057  千葉県木更津市東中央2-4-14（木更津東中央ビル5F） （0438）23ー2262�
市川支店 〒272ー0023 千葉県市川市南八幡3-6-18（ミーナアサヒビル3F） （047）376ー3321�
柏支店 〒277ー0011 千葉県柏市東上町2-28（第1水戸屋ビル4F） （04）7163ー7443�

首都圏第2事業本部 〒330ー9311 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-5 （048）834ー1479��
埼玉統括営業部 〒330ー9311 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-5 （048）834ー1479��
埼玉新都心支店 〒330ー9311 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-5 （048）834ー2295�
埼玉中央支社 〒330ー9311 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-5 （048）834ー1352�
埼玉東支店 〒344ー0067 埼玉県春日部市中央1-13-6（春日部フコク生命ビル3F） （048）761ー6181�
埼玉北支店 〒360ー0042 埼玉県熊谷市本町2-48（熊谷第一生命ビル7F） （048）523ー1313�
埼玉西支店 〒350ー1122 埼玉県川越市脇田町18-6（川越小川ビル6F） （049）226ー3411��
北関東統括営業部 〒330ー9311 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-5 （048）834ー1479��
群馬支店 〒371ー0023 群馬県前橋市本町2-4-3 （027）224ー3622�
太田支店 〒373ー0851 群馬県太田市飯田町945 （0276）45ー4691�
宇都宮支店 〒320ー0815 栃木県宇都宮市中河原町1-24 （028）635ー1571�
黒磯事務所 〒329ー3153 栃木県那須塩原市大原間143-7（那須塩原サンライズマンション102号） （0287）65ー0931�
小山営業所 〒323ー0807 栃木県小山市城東1-6-42（第3高岩ビル3F） （0285）24ー4094��
長野統括営業部 〒380ー0901 長野県長野市居町47 （026）244ー8016��
長野支店 〒380ー0901 長野県長野市居町47 （026）244ー0232�
上田支社 〒386ー0018 長野県上田市常田2-20-26（常田ビル） （0268）27ー3240�
松本支店 〒390ー0874 長野県松本市大手2-10-3 （0263）33ー3210�
諏訪支社 〒392ー0011 長野県諏訪市赤羽根1-8 （0266）57ー6600�
飯田事務所 〒395ー0044 長野県飯田市本町4-1243 （0265）52ー0280��
新潟統括営業部 〒950ー0087 新潟県新潟市東大通1-3-8（明治安田生命新潟駅前ビル2F） （025）245ー0320��
新潟支店 〒950ー0087 新潟県新潟市東大通1-3-8（明治安田生命新潟駅前ビル2F） （025）245ー0324�
長岡支店 〒940ー0052 新潟県長岡市神田町2-1-6 （0258）32ー2285�
六日町支社 〒949ー6600 新潟県南魚沼市六日町800-1（装宴ビル2F） （025）773ー3547�
三条支店 〒955ー0065 新潟県三条市旭町2-13-23 （0256）33ー1045�

静岡事業部 〒420ー0031 静岡県静岡市葵区呉服町1-1-2（静岡呉服町スクエア9F） （054）253ー3105��
静岡支店 〒420ー0031 静岡県静岡市葵区呉服町1-1-2（静岡呉服町スクエア9F） （054）254ー8861�
藤枝支店 〒426ー0034 静岡県藤枝市駅前2-14-8（フルカワクリエイトビル2F） （054）645ー2200�
沼津支店 〒410ー0801 静岡県沼津市大手町4-3-45（アゴラ沼津6F） （055）962ー1311�
富士支店 〒417ー0045 静岡県富士市錦町1-2-1（シンセアビル錦町6F） （0545）52ー1532�
浜松支店 〒430ー0928 静岡県浜松市板屋町527（静岡不動産ビル4F） （053）455ー4311�

北陸事業部 〒930ー0026 富山県富山市八人町8-5 （076）433ー2533��
金沢支店 〒920ー0981 石川県金沢市片町1-3-27（日新火災金沢ビル） （076）263ー2150�
七尾支社 〒926ー0052 石川県七尾市山王町ソ部41-8 （0767）53ー0878�
福井支店 〒910ー0024 福井県福井市照手1-2-15 （0776）21ー0401�
武生支社 〒915ー0801 福井県武生市家久町53字9-1（コンパビル2F） （0778）24ー3523�
富山支店 〒930ー0026 富山県富山市八人町8-5 （076）433ー3545�
高岡支店 〒933ー0871 富山県高岡市駅南1-8-34（アラヤビル4F） （0766）22ー1824�

東海事業本部 〒460ー0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-11 （052）231ー7111��
中日本営業第1部 〒460ー0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-11 （052）231ー7196��
知多営業所 〒475ー0922 愛知県半田市昭和町1-35（半田名鉄南館ビル2F） （0569）22ー8267�
三河支店 〒444ー0044 愛知県岡崎市康生通南2-5 （0564）21ー1601�
豊橋支店 〒440ー0886 愛知県豊橋市東小田原町88 （0532）54ー3188�
愛知北支店 〒486ー0844 愛知県春日井市鳥居松町2-268 （0568）81ー8400�
一宮支店 〒491ー0851 愛知県一宮市大江1-11-21 （0586）72ー0178��
中日本営業第2部 〒460ー0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-11 （052）231ー7531��
岐阜支店 〒500ー8069 岐阜県岐阜市今小町28 （058）264ー7261�
高山支社 〒506ー0025 岐阜県高山市天満町4-64-8（第一ビル2F） （0577）32ー1277�
多治見支店 〒507ー0034 岐阜県多治見市豊岡町2-57-2 （0572）22ー7268�
中津川営業所 〒508ー0037 岐阜県中津川市えびす町7-30（イシックス駅前通りビル3F） （0573）65ー0451�
三重サービス支店 〒510ー0068 三重県四日市市三栄町2-17 （059）351ー2477�
津支社 〒514ー0028 三重県津市東丸之内22-14（津フコク生命ビル3F） （059）227ー5185�
松阪支社 〒515ー0004 三重県松阪市朝日町387-5（三井生命松阪ビル2F） （0598）51ー2030�
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西日本事業本部 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル6F） （06）6343ー3610��
関西ダイレクトサポートセンター 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル6F） （06）6343ー3323��
京滋統括営業部 〒600ー8004 京都府京都市下京区四条通寺町西入ル奈良物町358（日新火災京都ビル7F） （075）211ー4591��
京都支店 〒600ー8004 京都府京都市下京区四条通寺町西入ル奈良物町358（日新火災京都ビル7F） （075）211ー4592�
福知山サービス支社 〒620ー0059 京都府福知山市厚東町208（FM-Eビル2F） （0773）22ー6327�
大津支店 〒520ー0806 滋賀県大津市打出浜13-49（日新火災大津ビル2F） （077）522ー4077�
彦根支店 〒522ー0073 滋賀県彦根市旭町1-24（田中ビル2nd5F） （0749）22ー1826�
八日市支社 〒527ー0022 滋賀県東近江市八日市上之町1-43（松原ビル3F） （0748）23ー6378��
大阪営業第1部 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル6F） （06）6343ー3600��
大阪営業第2部 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル6F） （06）6343ー3607��
難波支店 〒556ー0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-12-5（難波室町ビル7F） （06）6647ー7055�
堺支店 〒590ー0063  大阪府堺市堺区中安井町3-2-13（堺フコク生命ビル3F） （072）238ー1985�
和歌山支店 〒640ー8045 和歌山県和歌山市ト半町31 （073）422ー1131�
田辺支店 〒646ー0046 和歌山県田辺市本町49-3（田辺中央ビル2F） （0739）24ー1621�
新宮支社 〒647ー0052 和歌山県新宮市橋本2-14-35 （0735）22ー2353�
大阪東支店 〒577ー0012 大阪府東大阪市長田東3-2-43（SKパークビル9F） （06）6745ー8516�
奈良支店 〒634ー0078 奈良県橿原市八木町1-6-1（草楽ビル6F） （0744）23ー3650��
阪神統括営業部 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル6F） （06）6343ー3801��
北大阪支店 〒567ー0032 大阪府茨木市西駅前町6-26（田畑ビル3F） （072）623ー6146�
梅田支店 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル6F） （06）6343ー3608�
神戸支店 〒651ー0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30（三宮フコク生命ビル2F） （078）242ー4911�
姫路支店 〒670ー0924 兵庫県姫路市紺屋町6 （0792）88ー5580�
枚方支社 〒573ー0022 大阪府枚方市宮之阪2-2-2（スカイパレス有馬1F） （072）805ー5571��
中国統括営業部 〒730ー0036 広島県広島市中区袋町3-17シシンヨービル6F （082）247ー9261��
広島支店 〒730ー0036 広島県広島市中区袋町3-17シシンヨービル6F （082）247ー9262�
福山支店 〒720ー0801 広島県福山市入船町2-8-3 （084）922ー2129�
尾道支社 〒722ー0024 広島県尾道市西則末町2-22（東中国スズキビル） （0848）25ー5131�
山口支店 〒747ー0809 山口県防府市寿町2-11（吉幸ビル3F） （0835）25ー1711�
周南営業所 〒745ー0073 山口県周南市代々木通り2-3（代々木公園前ビル5F） （0834）21ー1204�
宇部担当 〒755ー0042 山口県宇部市松島町11-18（Uビル4F） （0836）21ー4491�
岡山支店 〒700ー0904 岡山県岡山市柳町2-10-22 （086）225ー0541�
倉敷支社 〒710ー0051 岡山県倉敷市幸町1-40（明治安田生命倉敷幸町ビル2F） （086）424ー5556��
山陰統括営業部 〒690ー0886 島根県松江市母衣町34 （0852）22ー2627��
松江支店 〒690ー0886 島根県松江市母衣町34 （0852）22ー3525�
米子支社 〒683ー0053 鳥取県米子市明治町157（米子駅前パーキングビル） （0859）34ー5357�
出雲支社 〒693ー0004 島根県出雲市渡橋町398（正友ビル2F） （0853）23ー6699�
浜田事務所 〒697ー0024 島根県浜田市黒川町4196（岡本ビル2F） （0855）23ー1090�
鳥取サービス支店 〒680ー0034 鳥取県鳥取市元魚町2-105（アイシンビル2F） （0857）23ー4651��
四国統括サービス部 〒760ー0025 香川県高松市古新町8-1（四国パナソニックビル6F） （087）851ー0026��
高松支店 〒760ー0025 香川県高松市古新町8-1（四国パナソニックビル6F） （087）851ー0030�
松山支社 〒790ー0002 愛媛県松山市二番町4-5-2（R-2番町ビル5F） （089）941ー8298�
伊予三島支社 〒799ー0411 愛媛県四国中央市下柏町75-1（ロイヤルマンション柏1F） （0896）24ー5306�
徳島支店 〒770ー0831 徳島県徳島市寺島本町西1-7-1（日通朝日徳島ビル4F） （088）622ー3711�
高知支店 〒780ー0870 高知県高知市本町5-1-12 （088）823ー4488�
中村支社 〒787ー0013 高知県四万十市右山天神町300 （0880）34ー6010�

九州事業部 〒812ー0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル8F） （092）281ー8162��
九州営業第1部 〒812ー0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル8F） （092）281ー8162��
福岡第１支店 〒812ー0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル8F） （092）281ー8161�
唐津事務所 〒847ー0821 佐賀県唐津市町田812-7 （0955）73ー9449�
福岡第２支店 〒812ー0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル8F） （092）281ー8165�
沖縄事務所 〒900ー0015 沖縄県那覇市久茂地2-12-21（電波堂ビル3F） （098）863ー3235�
大牟田支社 〒836ー0844 福岡県大牟田市浄真町6-1 （0944）55ー1311�
久留米支店 〒830ー0018 福岡県久留米市通町6-21（ニッシンビル） （0942）35ー2819�
佐賀支社 〒840ー0833 佐賀県佐賀市中の小路6-26（佐嘉栄商事ビル） （0952）22ー4711�
北九州支店 〒802ー0066 福岡県北九州市小倉北区萩崎町1-4 （093）923ー1581�
大分支店 〒870ー0026 大分県大分市金池町2-6-15（EME大分駅前ビル3F） （097）535ー2143��
九州営業第2部 〒812ー0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30（博多フコク生命ビル8F） （092）281ー8162��
熊本支店 〒860ー0844 熊本県熊本市水道町14-27（KADビル8F） （096）325ー7211�
八代支社 〒866ー0843 熊本県八代市花園町17-11（森ビル2F） （0965）35ー5270�
阿蘇事務所 〒869ー2301 熊本県阿蘇市内牧620-3 （0967）32ー3242�
鹿児島支店 〒890ー0063 鹿児島県鹿児島市鴨池2-10-20 （099）254ー1115�
宮崎支店 〒880ー0805 宮崎県宮崎市橘通東1-7-4（第1宮銀ビル5F） （0985）24ー3833�
長崎支店 〒850ー0023 長崎県長崎市出来大工町25 （095）825ー4131�
諫早支社 〒854ー0026 長崎県諫早市東本町5-17（土橋ビル4F） （0957）21ー4855�
佐世保支店 〒857ー0805 長崎県佐世保市光月町4-14  （0956）23ー3171�
�

海上保険室 ��
営業グループ 〒101ー8329 東京都千代田区神田駿河台2-3 （03）5282ー5552�
西日本グループ 〒530ー0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16（桜橋東洋ビル） （06）6343ー3619
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北海道 �

北海道事業部 �

北海道損害サービス課 （011）241ー1314�

札幌サービスセンター （011）241ー1313�

�

旭川サービスセンター （0166）23ー2732�

道東サービス支店ＳＣ （0154）23ー8260

東北 �

東北損害サービス部�

損害サービス課 （022）227ー3620�

火新サービスセンター （022）227ー2135�

仙台サービスセンター （022）227ー2133�

山形サービスセンター （023）624ー2900�

酒田サービスコーナー （0234）23ー5968�

盛岡サービスセンター （019）623ー4368�

青森サービスセンター （017）775ー1465�

�

�

八戸サービス支店SC （0178）43ー1567�

秋田サービスセンター （018）837ー5254�

岩手南サービスセンター （0197）65ー3833�

郡山サービスセンター （024）932ー2280�

福島サービスセンター （024）531ー1645�

会津若松サービスセンター （0242）24ー5797�

いわきサービスセンター （0246）22ー1951

近畿  �

近畿損害サービス部 �

損害サービス課 （06）6343ー3628�

火新サービスセンター （06）6343ー3634�

京都サービスセンター （075）211ー4594�

彦根サービスセンター （0749）23ー1960�

大津サービスセンター （077）522ー4179�

大阪サービスセンター （06）6343ー3639�

和歌山サービスセンター （073）422ー1134�

田辺サービスセンター （0739）24ー1671�

�

�

�

大阪東サービスセンター （06）6745ー8609�

奈良サービスセンター （0744）23ー3982�

北大阪サービスセンター （072）625ー3071�

福知山サービス支社ＳＣ （0773）24ー6390�

神戸サービスセンター （078）242ー4930�

姫路サービスセンター （0792）88ー5376�

堺サービスセンター （072）222ー3873

中国   �

中国損害サービス部 �

損害サービス課 （082）247ー9265�

火新サービスセンター （082）247ー9272�

広島サービスセンター （082）247ー9265�

福山サービスセンター （084）923ー4108�

山口サービスセンター （0834）21ー1585�

�

岡山サービスセンター （086）224ー7976�

倉敷サービスコーナー （086）424ー5556�

松江サービスセンター （0852）22ー3575�

出雲サービスコーナー （0853）23ー6699�

鳥取サービス支店ＳＣ （0857）21ー7415

四国   �

近畿損害サービス部�
損害サービス課 （06）6343ー3628�

火新サービスセンター （06）6343ー3634�

高松支店 （087）851ー0032�

松山支社 （089）941ー8298�

�

伊予三島支社 （0896）24ー5324�

徳島支店 （088）622ー3716�

高知支店 （088）823ー4469

関東・甲信越�

首都圏損害サービス第1部�

損害サービス課 （03）5282ー5557�

火新サービスセンター （03）5282ー5558�

医療保険サービスセンター （03）5282ー5647�

傷害サービスセンター （03）5282ー5559�

東京第1サービスセンター （03）5282ー5560�

東京第2サービスセンター （03）5282ー5668�

千葉サービスセンター （043）244ー3130�

�

�

市川サービスセンター （047）376ー3350�

柏サービスセンター （04）7163ー8256�

水戸サービスセンター （029）224ー0823�

土浦サービスセンター （029）826ー1322�

下館サービスセンター （0296）25ー0320�

立川サービスセンター （042）524ー0711�

山梨サービスセンター （055）228ー1218

東海・北陸��
中日本損害サービス部 �

損害サービス課 （052）231ー9292�

火新サービスセンター （052）231ー9225�

名古屋サービスセンター （052）231ー9226�

津サービスセンター （059）227ー6231�

三重サービス支店ＳＣ （059）351ー2977�

多治見サービスセンター （0572）25ー8661�

愛知北サービスセンター （0568）81ー6911�

三河サービスセンター （0564）21ー1576

豊橋サービスセンター （0532）56ー4744�

岐阜サービスセンター （058）264ー8231�

一宮サービスセンター （0586）72ー0511�

富山サービスセンター （076）433ー3557�

高岡サービスセンター （0766）28ー1834�

福井サービスセンター （0776）27ー2851�

金沢サービスセンター （076）263ー2180

首都圏損害サービス第2部�
損害サービス課 （048）834ー2249�

安心サービスセンター （048）834ー1539�

自賠責損害サービスセンター （048）834ー2577�

太田サービスセンター （0276）45ー4702�

松本サービスセンター （0263）33ー9700�

長野サービスセンター （026）244ー0442�

宇都宮サービスセンター （028）635ー1183�

群馬サービスセンター （027）224ー5021�

�

�

埼玉新都心サービスセンター （048）834ー1834�

埼玉東サービスセンター （048）755ー2836�

埼玉西サービスセンター （049）226ー3413�

埼玉北サービスセンター （048）523ー1215�

新潟サービスセンター （025）245ー0345�

三条サービスセンター （0256）32ー8159�

長岡サービスセンター （0258）32ー2293�

�

首都圏損害サービス第3部 �

損害サービス課 （045）633ー5345�

火新サービスセンター （045）633ー5345�

神奈川県央サービスセンター （042）749ー1921�

神奈川サービスセンター （045）633ー5295�

湘南サービスセンター （0463）21ー6651�

横須賀サービス支社SC （046）822ー0576�

小田原サービスセンター （0465）24ー3381

横浜サービスセンター （045）461ー2521�

川崎サービスセンター （044）244ー4446�

静岡サービスセンター （054）254ー8896�

沼津サービスセンター （055）962ー7086�

富士サービスセンター （0545）51ー9731�

浜松サービスセンター （053）455ー4395�

�

九州    �

九州損害サービス部 �

損害サービス課 （092）281ー8135�

火新サービスセンター （092）281ー8136�

福岡サービスセンター （092）281ー8164�

久留米サービスセンター （0942）33ー4450�

大牟田サービスセンター （0944）55ー1039�

佐賀サービスセンター （0952）22ー4181�

北九州サービスセンター （093）923ー1591�

�

大分サービスセンター （097）535ー2141�

熊本サービスセンター （096）325ー7115�

鹿児島サービスセンター （099）254ー1115�

宮崎サービスセンター （0985）24ー3883�

長崎サービスセンター （095）825ー4135�

佐世保サービスセンター （0956）23ー3230

海上保険部門    �

海上保険室�

業務海損グループ （03）5282ー5532 西日本グループ （06）6343ー3619�
�

テレフォンサービスセンター� 　0120-25-7474
フリーダイヤル� ジ コ� ナ シ ナ シ�

�

2 サービスセンターの一覧


