
徳島県損害保険代理業協会
会員一覧
■Dライフサポート(株)
■(有)土岐保険事務所
■(有)甲南商事
■(有)とく総保険
■(有)米田保険事務所
■(有)山内保険事務所
■(株)さくらビジネスサービス
■(有)ハマヤ保険事務所
■宗保険事務所
■アイル保険サービス(株)
■七福トータルサポート(株)

■(株)井内　井内保険事務所
■(株)エムアイシー
■エムツープランニング(同）
■MS四国(株)徳島統括
■(株)テーアイエス
■山村総合保険事務所
■武田総合保険事務所
■(有)清光保険ライフ
■(有)阿波マリンライフ
■(株)E保険プランニング 徳島支店
■(株)アワーサポート
■(株)プラザリンク 德島支店
■中央協同(株)徳島営業所

■(有)高岡商店
■近藤保険事務所
■丸豊保険サービス（株）
■(有)でぐち保険事務所
■KSI (有)川田保険サービス
■(株)ふれしあ保険事務所
■（同）木村保険サポート
■オンザマーク(株)
■(有)元木保険事務所
■(有)清崎事務所
■M’s
■(有)信栄サービス
■阿波池田通運(株)

■(有)リスクマネージメント
■相互産業(株)
■ほけんネットワークアソシエ
　(有)アソシエ
■(有)A.I.Aサポート
■あいはら事務所
■大家損害保険事務所
■保険システム(株)
■アスパインシュアランスサービス(株)
■瀬川保険事務所
■(同）リフト
■県南保険サービス
■(有)igu保険プランナー

■(株)東海日動パートナーズ
　中国四国　徳島支店
■(株)あいおい総合保険サービス
　阿南支店
■(有)ユートピア保険サービス
■(株)サン保険コンサルタント
■(有)アイ企画
■(有)エーエス
■トラスト・ワン
　(有)ケントータルマネージメント
■(有)TIS＆トータルプランニング
■ばんどう保険
■(株)ANSIN

■(有)山住保険
■ツートップ保険
■(有)エスアイシー
■松並保険事務所
■(有)うだつ保険事務所
■(株)アトム保険
■(有)フォートレス
■阿南保険サービス(株)
■(株)ワコウエイジェンシー
■(株)エクセレントサービス東海
■(株)MOXOM
■西川事務所
■大崎保険サービス

■(株)保険パートナーまごころ
■(株)あいおい総合保険サービス
■佐々木保険サービス
■(有)徳栄興産
■(有)OHS
■トータルジャパン(株)
■(株)リブレイス
■（同）秋山保険事務所
■アイフォレストコンサルティング(株)
■(株)村上保険事務所
■徳島西保険事務所(株)
■喜多旅行(株)
■(株)CLARET

■S2保険事務所
■(有)四国総合保険
■(株)ボデーショップ平松
■(有)ガレージ岡本
■(有)新栄自動車整備工場
■(株)マル・インシュランス
■スズエ保険事務所
■ワールドライフサービス(株)
■オフィスフォーレスト
■やまびこ自動車
■(有)中野アイシーエス
■(株)ヤマハシ
■(株)ウインライフ徳島支店

■えびす保険サポート
■大柴損害保険サービス
■(有)大村モータース
■白濱 正基
■坂東行政書士事務所
■(有)松岡自動車
■アービック(有)
■(有)吉岡自動車
■(株)ハルカーステーション
■(株)IFAS
■ブルーノア
■(有)マスダ自動車
■(株)シンユウ

■(株)HACO
■(株)Body Works Cape
■(有)山川自動車
■(株)ボデーショップ小原
■(有)有持鉄工所
■ONE WEST(株)
■(有)栄興自動車販売
■(有)尾方自動車
■L.I.C四国 徳島支店
■保険システム(株)
■(株)アイネクスト
■(株)ほけんの110番徳島オフィス
■(株)ほけんの110番阿南オフィス
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鎌田  敬裕
保険のアスパ
徳島市佐古三番町8-3
tel.088-602-0222

鎌田  陽之
保険のアスパ
徳島市佐古三番町8-3
tel.088-602-0222

金澤  健二
保険のアスパ
徳島市佐古三番町8-3
tel.088-602-0222

長田  英樹
㈱アワーサポート
徳島市西新浜町1-6-34
tel.088-636-1717

川田  邦男
KS I
徳島市西大工町1-5-1 6F
tel.088-677-7882

小林  敬司
㈲甲南商事
徳島市秋田町5-41-1
tel.088-652-0869

小林  史明
㈲甲南商事
徳島市秋田町5-41-1
tel.088-652-0869

宗  泰史
宗保険事務所
徳島市佐古八番町4-15
tel.088-635-7204

山本  高弘
Dライフサポート㈱
徳島市北矢三町1-2-11
tel.088-633-8823

松島  正裕
Dライフサポート㈱
徳島市北矢三町1-2-11
tel.088-633-8823

近藤  諭
Dライフサポート㈱
徳島市北矢三町1-2-11
tel.088-633-8823

大松  敏之
㈲でぐち保険事務所
徳島市西大工町1-5-1
tel.088-623-1122

郡  博子
㈱東海日動パートナーズ中国四国
徳島支店
徳島市新町橋2丁目14-1
tel.088-602-1156

井内  庸司
㈱東海日動パートナーズ中国四国
徳島支店
徳島市新町橋2丁目14-1
tel.088-602-1156

矢野  京子
㈲とく総保険
徳島市北沖洲1-13-8-5
tel.088-664-2475

坂口  竜大
㈲とく総保険
徳島市北沖洲1-13-8-5
tel.088-664-2475

利穂 恵美子
㈱プラザリンク 徳島支店
徳島市中吉野町3-51
tel.088-626-1653

矢野  英成
保険システム㈱
徳島市川内町榎瀬623-1
tel.088-666-3866

平岡  俊二
保険システム㈱
徳島市川内町榎瀬623-1
tel.088-666-3866

遠藤  恭司
保険システム㈱
徳島市川内町榎瀬623-1
tel.088-666-3866

富本  眞司
保険システム㈱
徳島市川内町榎瀬623-1
tel.088-666-3866

矢野  泰佑
保険システム㈱
徳島市川内町榎瀬623-1
tel.088-666-3866

平岡  佳展
保険システム㈱
徳島市川内町榎瀬623-1
tel.088-666-3866

三好  貴也
L.I.C四国 徳島支店
徳島市国府町早渕23-8
tel.088-642-3115

丸宮  朋
㈱エムアイシー
鳴門市撫養町黒崎字松島45-61
tel.088-683-0112

大柴  直利
大柴損害保険サービス
鳴門市撫養町林崎字北殿町31-2
tel.088-678-8100

横関  守
㈲清光保険ライフ
鳴門市撫養町大桑島字蛭子山120-2
tel.088-686-1180

井上  宣英
㈲清光保険ライフ
鳴門市撫養町大桑島字蛭子山120-2
tel.088-686-1180

知田  芳彦
提携代理店
損保ジャパンパートナーズ
鳴門市撫養町南浜東浜34-7
tel.088-685-9011

影山  智浩
㈱リブレイス
板野郡上板町引野字東原37-1
tel.088-694-2864

安友  幸夫
㈱リブレイス
板野郡上板町引野字東原37-1
tel.088-694-2864

西田  恭子
㈱リブレイス
板野郡上板町引野字東原37-1
tel.088-694-2864

秋山  伸弘
（同）秋山保険事務所
阿波市阿波町北柴生６-１
tel.0883-35-3048

三木  俊宏
㈱サン保険コンサルタント
阿波市吉野町柿原字植松7-3
tel.088-696-2298

新居  薫
㈱サン保険コンサルタント
阿波市吉野町柿原字植松7-3
tel.088-696-2298

坂東  一夫
徳島西保険事務所㈱
阿波市阿波町居屋敷206
tel.0883-35-7029

岡澤  亨
アイル保険サービス㈱
吉野川市川島町三ツ島字長塚365-1
tel.0883-25-3408

福岡  実
アイル保険サービス㈱
吉野川市川島町三ツ島字長塚365-1
tel.0883-25-3408

井内  高志
㈱井内  井内保険事務所
吉野川市山川町前川62-4
tel.0883-42-2520

埜口  稔
㈲ユートピア保険サービス
吉野川市鴨島町麻植塚384-6
tel.0883-24-9103

中一 美由樹
㈲ユートピア保険サービス
吉野川市鴨島町麻植塚384-6
tel.0883-24-9103

三木  克仁
㈲ユートピア保険サービス
吉野川市鴨島町麻植塚384-6
tel.0883-24-9103

近藤  龍一
近藤保険事務所
美馬市美馬町鍵掛26-2
tel.0883-63-3087

三好  亘
ほけんショップ ミヨシ
美馬市脇町大字脇町8-5
tel.0883-53-1320

宮田  義幸
㈱ふれしあ保険事務所
美馬市脇町大字脇町540-1
tel.0883-53-0661

青木  征二
㈱ふれしあ保険事務所
美馬市脇町大字脇町540-1
tel.0883-53-0661

玉置  智美
ONE WEST㈱
美馬市脇町猪尻西分164-1
tel.0883-53-5679

井口  幸洋
㈲igu保険プランナー
美馬郡つるぎ町貞光字太田東291-1
tel.0883-62-3552

武田  照代
武田総合保険事務所
美馬郡つるぎ町貞光字大須賀59-8
tel.0883-62-3231

山内 伊三郎
㈲山内保険事務所
小松島市和田島町字松田新田174-1
tel.0885-37-1460

粟飯原 敬次
㈲山内保険事務所
小松島市和田島町字松田新田174-1
tel.0885-37-1460

渡川  圭介
㈱あいおい総合保険サービス 阿南支店
阿南市那賀川町中島486-1
tel.0884-42-2185

井坂  昭文
㈱ANSIN
阿南市日開野町谷田487-39
tel.0884-23-5767

あ ん し ん

〆垣  尚資
阿南保険サービス㈱
阿南市宝田町平岡898
tel.0884-24-3855

岩佐  新一
阿南保険サービス㈱
阿南市宝田町平岡898
tel.0884-24-3855

丸山  満秋
㈱ほけんの110番
阿南市橘町東中浜165-1
tel.0884-28-9255（阿南オフィス）
tel.088-678-4500（徳島オフィス）

丸山  貴成
㈱ほけんの110番
阿南市橘町東中浜165-1
tel.0884-28-9255（阿南オフィス）
tel.088-678-4500（徳島オフィス）

丸山  美雪
㈱ほけんの110番
阿南市橘町東中浜165-1
tel.0884-28-9255（阿南オフィス）
tel.088-678-4500（徳島オフィス）

私たち『徳島県損害保険代理業協会』は、各保険代理店に対する「教育」「健全な保険に対する啓発」「地域の皆様への
ボランティア活動の推進」等を積極的に推進し、損害保険事業の健全な発達に寄与することを目的としています。
損害保険のプロフェッショナルとして、また親身なコンサルタントとしてお客様のお手伝いをさせていただきます。

一般社団法人日本損害保険協会（損保協会）が実施する損害保険大学課程
を修了し、豊富な経験と知識を修得した実力者であり、「損害保険トータル
プランナー」の称号が損保協会から授与され、全国各地で活躍しています。

『損害保険トータルプランナー』へ

保険のことは、
日本代協加盟代理店のWe Are The Professionals!

一般社団法人日本損害保険協会認定

「損害保険トータルプランナー」のご紹介
一般社団法人

会長 三好 亘INDEPENDENT INSURANCE AGENTS OF TOKUSHIMA.INC
徳島県損害保険代理業協会

https://www.tokushimadaikyo.or.jp

〒770-0846 徳島市南内町2丁目6-3 東ビル3階

TEL.088-677-9002 FAX.088-677-9003
E-mail info@tokushimadaikyo.or.jp

徳島代協 検索

右記掲載の、イツモスマイル、JCMは徳島代協
の提携業者です。木造住宅の耐震化や車の買
取等の依頼は、保険ご加入先の徳島代協会員
までご連絡ください。

徳島支店 / 徳島市寺島本町西2-22-1
tel.088-626-2940（代）

徳島サービス支店 / 徳島市寺島本町西1-7-1
tel.088-622-3711（代）

徳島支店 / 徳島市徳島町2-19-1
tel.088-622-0317（代）

徳島支店 / 徳島市かちどき橋1-25
tel.088-655-9625（代）

四国支店 徳島支社 / 徳島市西大工町1-5-1
tel.088-622-0241（代）

徳島支店 / 徳島市中洲町1-42-1
tel.088-625-7115（代）

徳島市昭和町1-11 徳島ビル3階
tel.050-2016-8623

車買取の

四国エリアオフィス / 香川県高松市天神前10-5
tel.087-802-2828（代）

徳島市佐古二番町5-11　tel.088-611-3131

耐震シェルター・耐震ベッド・耐震リフォーム工事は木造住宅の
耐震化は

お任せください！

実施中春の交通安全運動
2019年12月1日改正道路交通法が施行され、「ながら運転」が厳罰化されました。
絶対にやめよう！運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用！

徳島支店 / 徳島市中洲町2-6
https://www.ms-ins.com


