
64 60

63

34 52 41 8

33

4 49 53

84

91

1 128 75 52 16 61 78

3 99 104 41 25 69 7

93 15 19 26 51 95 89 13 102

12 10 2 6 11 9 29 35 5

24 21 17 14 20 22 40 45 50

37 39 18 23 28 27 62 81 56

38 46 31 42 47 30 83 88 57

55 54 32 58 71 36 101 103 59

68 67 43 72 82 44 109 111 70

76 74 48 94 98 65 115 116 80

90 86 77 105 106 66 117 118 96

97 87 79 108 110 73 120 121 100

107 123 92 114 129 85 122 124

113 126 112 119 125 127

　　　※代表者ではなく活動代表者を記載しています ※横の数字は管理用（入会順）に使用しています

会員総会 組織図
名誉会長 監事

会計 松崎　達文 井口　幸洋　
三木  俊宏

理事会
（有）アイ企画 （有）igu保険プランナー

(株)サン保険コンサルタント

ハートフルエージェント（有） 保険システム(株) （有）リスクマネージメントオフィス （有）山内保険事務所

事務局 会長 政策幹事 顧問
山本　高弘 遠藤　恭司 丸山　満秋 山内　伊三郎

県南支部
副専務 （有）とく総保険 （有）Ａ.Ｉ.Ａサポート アスパインシュアランスサービス(株) 大上　善弘

専務理事
三好　貴也 副会長 副会長 副会長

Ｌ．Ｉ．Ｃ四国　徳島支店 矢野　京子 知田　芳彦 鎌田　敬裕

副支部長
松島　正裕 佐藤　智哉 三好　亘 平岡　佳展　 丸宮　朋 中一　美由樹 〆垣　尚資

影山　智浩 (株)保険パートナーまごころ

(株)リブレイス

企画環境 教育 組織 ＣＳＲ 広報 収益事業

阿南保険サービス(株)

小林　史明 佐藤　直樹 大久保 光 丸山　貴成 長田　英樹 佐藤　直美 森野信一

（有）阿部損害保険事務所 (株)アイネクスト （有）うだつ保険事務所 保険システム(株) (株)エムアイシー （有）ユートピア保険サービス

(有)米田保険事務所

堀田　大輔 井内　高志 杣友　智也　	 利穂　恵美子 大家　培史 坂東　一夫 近藤　裕久 岡澤　亨 岡本　忠晃
(有)甲南商事 （有）トラストワーズｨ (株)マル・インシュランス （有）リスクマネージメントオフィス アワーサポート（株） （有）ライフコンサルティング森

ゆうゆう保険サービス(株) アイル保険サービス(株) （有）ガレージ岡本
宗　泰史 竹内 　政代 土岐　晶文 玉置　智美 木下　賢功 三浦　敏志 近藤　龍一

アイフォレストコンサルティング(株) (株)井内保険事務所 (株)テーアイエス (株)プラザリンク徳島支店 大家損害保険事務所 徳島西保険事務所(株)

宮田　義幸 尾本　哲也
宗保険事務所 (株)さくらビジネスサービス (有)土岐保険事務所 (有)玉置総合保険 (有)ハマヤ保険事務所 (有)セーフティ総合保険 近藤保険事務所 (株)ふれしあ保険事務所 小松島尾本

桶谷　博幸 武田　照代 志内　正司 森本　義雄 渡部　正廣 横関  守 松葉　秀俊 阿利　崇作 粟飯原　豊弘
Ｍ’ｓ （有）リスクマネジメント あいはら事務所

大塚　実 清崎　功 木村　浩二 福永　隆子 高岡　敏 松田　一郎 稲垣  綾

(有)リスクマネージメント２１ 武田総合保険事務所 エムツープランニング（同） 七福興業(株) 山村総合保険事務所 (有)清光保険ライフ
木村  慎佑 川添  真一

オンザマーク(株) (有)清崎事務所 ＭＳ徳島(株) (有)阿波マリンライフ (有)高岡商店 中央協同(株)徳島営業所	 損保稲垣 (株)ＭＯＸＯＭ 県南保険サービス
元木　徹 徳山　稔 髙橋　和則 山川　廣一 梶本　貴之 大崎　道治 吉岡　敏郎 徳本　一郎出口　史典

大崎保険サービス （有）OHS (有)トクモト

ＫＳＩ　(有)川田保険サービス

出口　篤司 山住  忠由 木村　勇 平松　英導

(有)元木保険事務所 トクヤマホケンサービス (有)信栄サービス 相互産業(株) 丸豊保険サービス（株）(有)でぐち保険事務所

(株)あいおい総合保険サービス阿南支店

山橋　史宜 三原　由美

樫原　薫 渡川  圭介
（同）リフト 瀬川保険事務所

中川　洋作 瀬川  徹
(株)東海日動パートナーズ徳島支店 （有）山住保険 （同）木村保険サポート (株)ボデーショップ平松 新栄自動車整備工場

石津　健 松田　誠祐

大村　伸二
ばんどう保険 TIS＆トータルプランニング 阿波池田通運 ツートップ保険 西川事務所 笹原保険事務所
坂東  浩二

川田　康夫

高野  祐司 西川  貢 笹原　泰弘 秋山 　学

（有）大村モータース

（有）フォートレス

白濱　正基

やまびこ自動車 (株)ヤマハシ

（株）エクセレントサービス東海

清水　誠司

松並  征子 多田　裕嘉

鈴江　敏宏 岩佐　直美 原田  顕輔 坂東　博司 松岡　護 喜多　啓吉

白濱　正基 福田 久士
(株)アトム保険

佐々木　雅俊

中尾　和義
(株)ＡＮＳＩＮ

村上　伸嗣 瀬山　高志 伊澤  浩一郎

トータルジャパン(株)

松並保険事務所 ほけんネットワークアソシエ

スズエ保険事務所 ワールドライフサービス（株） トラスト・ワン（有）ケントータルマネージメント

馬木  俊治

岩野　博
佐々木保険サービス

笠井　誉子

村上保険事務所 S２保険事務所 (有)エーエス

（有）徳栄興産

大柴損害保険サービス (株)保険の110番徳島ｵﾌｨｽ (株)あいおい総合保険サービス

林　望 大柴　直利 若泉　和也 黒田　浩司 大西　弘一
(株)ＣＬＡＲＥＴ （有）千代田総合事務所 (有)中野アイシーエス (有)エスアイシー (有)　吉岡自動車

御手洗　遥 福本　淳
(株)　ハルカーステーション

(有)　松岡自動車 喜多旅行(株)
西村  和弘

(株)ワコウエイジェンシー

立石　仁志 池田　友啓

島　博文

(株)ＩＦＡＳ (有)　マスダ自動車

（有）四国総合保険
桝田　靖人

松本　智裕 須原  千代 吉岡　武男

坂東行政書士事務所

(株)　ＨＡＣＯ

秋山 　一
（同）秋山保険事務所

和田真也
(株)ウインライフ徳島支店

三崎　和弘
(株)ＢｏｄｙＷａｒｋｓＣａｐｅえびす保険サポート

ブルーノア
忠津　謙

四宮　潤一

尾山　道郎
オフィスフォーレスト

アービック（有） (株)シンユウ


