
 
  

2009 年 6 月 17 日 

    
 

 

 逓増定期保険の販売開始及び金融新規商品の取扱局拡大等について 
 

 

   郵便局株式会社（東京都千代田区、代表取締役会長 川 茂夫）は、平成 21 年 7 月 1 日（水）

から、法人（経営者）向け生命保険商品において、逓増定期保険の販売を開始します。 

また、すでに販売を開始している金融新規商品（法人（経営者）向け生命保険商品、第三分野

保険商品及び自動車保険）の取扱局を拡大いたします。 

今後も、身近な郵便局を通じて、より多くのお客さまのニーズに一層お応えしてまいります。 

 

 

   １ 逓増定期保険の販売開始 （法人（経営者）向け生命保険商品） 

     法人（経営者）向け生命保険商品については、平成 20 年 10 月より平準定期保険を販売して 

おりますが、平成21年7月1日（水）より、新たに逓増定期保険の取扱いを開始することとし、124 

局で販売します。（商品概要は別紙１参照） 

 

 

２ 取扱商品の拡大時期及び取扱局数 （各取扱商品の取扱局名については別紙 2 参照） 

取扱商品 拡大時期 取扱局数 

法人(経営者)向け生命保険商品（注） 平成 21 年 7 月 1 日（水） 55 局から 124 局へ拡大 

第三分野保険商品 平成 21 年 7 月 1 日（水） 300 局から 1,000 局へ拡大 

自動車保険 平成 21 年 7 月 1 日（水） 303 局から 600 局へ拡大 

 
(注) ・取扱局により、取り扱う提携保険会社が異なります。（詳細は別紙 2参照） 

 ・平成 20 年 10 月開始の取扱局について、平成 21 年 7 月 1日（水）より商品の提供を新たに受ける提携保 
 険会社（五十音順） 
 ・アイエヌジー生命保険株式会社 
 ・アリコジャパン 
 ・住友生命保険相互会社 
 ・三井住友海上きらめき生命保険株式会社 
・明治安田生命保険相互会社 

・住友生命保険相互会社は、平準定期保険のみの提供となり、その他の提携保険会社については平準定期保険 
及び逓増定期保険の提供となります。 
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社及び日本生命保険相互会社については、平成 20 年 10 月 1 日（水） 
より「平準定期保険」を販売しており、今回、「逓増定期保険」を追加するものです。 

 
 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 
  郵便局株式会社 総務部 広報室（報道担当）
           電話：（直通）  03-3504-4127 
               （FAX）  03-3595-0839 
 
【お客さまのお問い合わせ先】 
  郵便局株式会社 営業企画部 金融新規担当
           電話 ：（直通）  03-3504-4293

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

法人（経営者）向け生命保険商品 

平成 21 年 7 月 1 日より新たに販売を開始する商品の概要 
 

提携保険会社 商品の種類 

アイエヌジー生命保険株式会社 【平準定期保険】・定期保険（無配当） 

           ・低解約返戻金型定期保険（無配当） 

           ・無解約返戻金型定期保険（無配当） 

【逓増定期保険】・低解約返戻金型逓増定期特約Ⅱ付定期保険 

            （無配当） 

特長 
 
■ 解約返戻金の設定が異なる 3 種類の定期保険をご用意。これらを使い分けることで、お客さまのニー

ズに幅広く対応することができます。 
 
■ 保険金額推移の設定が異なる 15 種類の逓増定期保険（特約）をご用意。これらを使い分けることで、

お客さまのニーズに幅広く対応することができます。 

  

提携保険会社 商品の種類 

アリコジャパン 【平準定期保険】 ・長期平準定期保険（Ｈ19） 

・無配当平準定期保険 

【逓増定期保険】 ・逓増定期保険（初期低解約返戻金型） 

特長 
 
■長期平準定期保険（Ｈ19）は、100 歳まで保障が続き、資産形成の機能を備えた大型保障プランです。

低解約返戻金特則の付加により、保険料を抑えることができます。また、非喫煙料率も準備しておりま
すので、たばこを吸わないと保険料が安くなる可能性があります。 

 
■無配当平準定期保険は、無理のないご負担で一定期間の大きな安心が得られます。また、生活習慣や

健康状態などを反映させたリスク細分型保険料率の適用により、保障はそのままに、保険料が安くなる
可能性があります。 

 
■逓増定期保険（初期低解約返戻金型）は、保険期間は前期と後期に区分され、後期期間中は基本保険

金額の 5 倍まで年 50％複利で保険金額が逓増します。解約返戻金を有効活用できますので、事業資金
の確保や経営者の生存退職慰労金・功労金の財源などとしてご利用できます。 

 

提携保険会社 商品の種類 

住友生命保険相互会社 無配当定期保険「エンブレムＹＯＵ」 

特長 
 
■経営者向けの大型保障に対応いたします。 
 
■高い資産形成機能を実現し退職慰労金の準備に対応できます。 
 
■所定の条件を満たすことで高額割引制度が適用され主契約の保険料が割安になります。 

 

提携保険会社 商品の種類 

東京海上日動あんしん生命保険

株式会社 

【逓増定期保険】・低解約返戻金型逓増定期保険（無配当） 

           ・逓増定期保険（無配当） 

特長 
 
■逓増定期保険としては、「低解約返戻金型逓増定期保険（無配当）」及び、「逓増定期保険（無配当）が

あります。 
 
■退職金準備や事業保障資金確保に有効です。 

 



提携保険会社 商品の種類 

日本生命保険相互会社 【逓増定期保険】・有配当逓増定期保険 

           ・有配当新逓増定期保険 50Ⅱ 

特長 
 
■事業発展とともに重くなっていく経営者の責任に合わせて、保険料は一定のままで保険金額が増加す

るので、経営者にふさわしい保障を確保できます。 
 
■死亡・高度障害保険金を「事業保障資金の財源」「事業承継資金の財源」「死亡退職金・弔慰金の財源」

として活用できます。 
 
■資産形成効果があるので、解約払戻金を勇退退職金の財源として活用できます。 

 

提携保険会社 商品の種類 

三井住友海上きらめき生命保険 

株式会社 

【平準定期保険】・長期平準定期保険 

(100 歳満了定期保険 無配当) 

           ・低解約返戻金型定期保険（無配当） 

           ・無解約返戻金型定期保険（無配当） 

【逓増定期保険】・逓増定期保険（無配当） 

特長 
 
■平準定期保険、逓増定期保険は、事業保障資金確保や退職金準備に有効です。 
 
■平準定期保険は、3 種類の商品の中からニーズにあわせて選択できます。 

・「長期平準定期保険(100 歳満了定期保険 無配当)」 
・「低解約返戻金型定期保険（無配当）」（ご契約の当初一定期間の解約返戻金を少なく設定） 
・「無解約返戻金型定期保険（無配当）」（保険期間を通じて解約返戻金なし） 

 
■逓増定期保険は、一定の保険料で保険金額が増加し、保険金額増加の型を 8 つのパターンの中からニ

ーズにあわせて選択できます。 

 

提携保険会社 商品の種類 

明治安田生命保険相互会社 

 

【平準定期保険】・新定期保険Ｅ 

【逓増定期保険】・新逓増定期保険 

特長 
 
■5 年ごと利差配当付新定期保険「新定期保険Ｅ」ならびに「新逓増定期保険」は、経営者・役員の方が死

亡された時の死亡退職慰労金・弔慰金として、また、事業保障資金の財源としてご利用いただけます。 
 
■解約返戻金などは、経営者・役員の方へのご勇退時の生存退職慰労金の一部としてご利用いただけま

す（なお、解約した場合、死亡・高度障害保障は消滅します）。 
 
■事業計画に合わせて、「新定期保険Ｅ」の保険期間は（65 歳・70～85 歳（各歳）・90 歳・95 歳・98 歳）のい

ずれかから、また「新逓増定期保険」の逓増率変更年度は 3 タイプ（第 6 保険年度・第 10 保険年度・第
15 保険年度）からご選択いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



法人（経営者）向け生命保険商品取扱局一覧 

都道府県 局数 
取扱局 

（平成 20 年 10 月開始） 
取扱局 

（平成 21 年 7 月開始） 

取扱商品 

【平成 21 年 7 月からの提携保険会社及び取扱商品】 
提携保険会社  
・アイエヌジー生命保険株式会社 
・アリコ ジャパン 
・住友生命保険相互会社 
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社 
・日本生命保険相互会社 
・三井住友海上きらめき生命保険株式会社 
・明治安田生命保険相互会社 
取 扱 商 品  
平準定期保険、逓増定期保険 
（※住友生命保険相互会社は平準定期保険のみの提供） 

【平成 21 年 7 月からの提携保険会社及び取扱商品】 
提携保険会社 
・東京海上日動あんしん生命保険株式会社 
・日本生命保険相互会社 
取 扱 商 品  
平準定期保険、逓増定期保険 

北海道 １ － 札幌中央 

青森 － －  

岩手 １ － 盛岡中央 

宮城 １ 仙台中央 － 

秋田 － － － 

山形 １ － 山形中央 

福島 ２ 郡山 福島中央 

茨城 １ 水戸中央 － 

栃木 １ 宇都宮中央 － 

群馬 １ 高崎 － 

埼玉 ４ さいたま中央、川口 川越、大宮西 

千葉 ２ 柏、船橋 － 

神奈川 ４ 宮前、川崎中央 横浜中央、中原 

山梨 － － － 

東京 ２１ 
京橋、浅草、蒲田、麻布、豊島、足立、赤羽、立川、 
板橋、武蔵府中、東京中央、新宿北、渋谷、本郷 

深川、品川、中野、八王子、小岩、目黒、葛飾 

新潟 ４ － 新発田、三条、新潟西、新潟中央 

長野 ３ － 長野中央、岡谷、長野東 

富山 ２ － 富山中央、高岡 

石川 １ － 金沢中央 

福井 １ － 福井中央 

岐阜 １ 岐阜中央 － 

静岡 ８ 浜松、三島、清水、浜松西、静岡南 焼津、富士、浜松東 

愛知 １７ 名古屋中、名古屋中央、一宮、緑、春日井、岡崎、中川 
熱田、豊田、蟹江、天白、昭和、千種、中村、 
名古屋港、名古屋北、名古屋南 

三重 ２ 四日市 津中央 

滋賀 １ 大津中央 － 

京都 ３ 中京、伏見 山科 

大阪 １０ 
大阪東、大阪中央、八尾、東成、藤井寺、大阪城東、 
大阪西 

東住吉、茨木、守口、 

兵庫 ４ 姫路、尼崎北 明石、尼崎、 

奈良 １ 大和郡山 － 

和歌山 １ 和歌山中央 － 

鳥取 １ － 米子 

島根 － － － 

岡山 １ － 倉敷 

広島 ６ － 広島西、三原、呉、広島中央、安佐南、福山東 

山口 １ － 下関 

徳島 １ － 徳島中央 

香川 ３ － 高松中央、丸亀、高松南 

愛媛 １ － 松山中央 

高知 １ － 高知中央 

福岡 ５ 福岡中央、博多南 久留米、北九州中央、博多 

佐賀 － － － 

長崎 － － － 

熊本 ２ － 熊本中央、熊本北 

大分 １ － 大分東 

宮崎 － － － 

鹿児島 １ － 鹿児島中央 

沖縄 １ － 那覇中央 

計 １２４ ５５ ６９ 

別紙２ 



第三分野保険商品取扱局一覧 

都道府県 合計 
取扱局 

（平成 20 年 10 月開始） 
取扱局 

（平成 21 年 7 月開始） 

北海道 ８０ 

札幌中央、厚別、札幌西、 
札幌白石、札幌南、札幌北、 
旭川東、山鼻、函館中央、滝川、 
札幌東、恵庭、登別、札内、 
札幌南三条、琴似二条、 
平岡ジャスコ内、札幌北二十三条、
札幌森林公園駅前、 
札幌澄川駅前、札幌屯田八条、 
豊平平岸、永山七条、旭川神楽岡 

岩見沢、函館東、網走、石狩、江別、稚内、北斗、余市、静内、 
北広島、美唄、深川、永山、富良野、音更、根室、七飯、伊達、 
室蘭、士別、名寄、幌延、紋別、遠軽、西帯広、中標津、森、浦河、
留萌、芽室、釧路西、白老、北広島西、美幌、倶知安、当別、長沼、
松前、浜頓別、興部、羅臼、函館富岡、小樽駅前、錦岡、 
札幌北三条西、手稲本町、札幌北九条、白石北郷、千歳白樺、 
岩見沢美園、奈井江、旭川旭町、士別大通、上常呂、帯広緑ヶ丘、
釧路愛国 

青森 １４ 
青森西、八戸西、三沢、 
青森県庁内 

弘前、青森中央、八戸、むつ、十和田、七戸、金木、鶴田、乙供、 
青森古川一 

岩手 １４ 
盛岡北、宮古、花巻、前沢、 
盛岡ホットライン肴町 

盛岡中央、北上、一関、水沢、大船渡、沼宮内、岩泉、金ヶ崎、 
盛岡内丸 

宮城 １７ 
塩釜、若林、仙台東、白石、女川、 
宮城県庁内 

仙台南、仙台北、仙台中央、石巻、泉、気仙沼、古川、名取、 
泉西、小野田、仙台中央三 

秋田 １３ 大曲、秋田県庁構内 
秋田中央、大館、本荘、角館、土崎、平鹿、毛馬内、西馬音内、 
象潟、稲川、秋田駅前 

山形 １３ 
酒田、山形南、天童、尾花沢、 
大山、山形駅前 

山形中央、鶴岡、米沢、寒河江、遊佐、長崎、山形七日町二 

福島 １６ 二本松、棚倉、福島栄町 
郡山、いわき、須賀川、会津若松、福島中央、白河、小名浜、 
郡山西、原町、会津高田、古殿、伊達、福島県庁内 

茨城 ２１ 
ひたちなか、龍ケ崎、古河、那珂、
茨城、大洗 

土浦、水戸中央、石岡、阿見、多賀、牛久、岩井、下館、鹿嶋、 
潮来、鉾田、麻生、明野、水戸末広、水戸大工町 

栃木 １８ 
宇都宮南、真岡、黒磯、矢板、 
石橋、野木 

宇都宮中央、佐野、足利、小山、栃木、鹿沼、大田原、今市、 
玉生、藤岡、小山城南、宇都宮駒生 

群馬 ２０ 
高崎、群馬、前橋東、国定、大胡、
尾島 

前橋中央、桐生、伊勢崎、太田、館林、大泉、渋川、大間々、 
安中、富士見、玉村、木崎、倉賀野、高崎中川 

埼玉 ２４ 
さいたま中央、越谷、川越西、 
上尾、所沢西、蓮田、北川辺、岡部

狭山、大宮西、草加、熊谷、川口北、新座、春日部、与野、川越、 
栗橋、さいたま新都心、嵐山、吉見、北浦和駅前、川口朝日、深谷 

千葉 ２０ 柏、船橋東、市川、下総、本納 
船橋、千葉中央、松戸、木更津、印西、成田、銚子、習志野、 
八街、館山、高滝、千倉、花見川、千葉松波、市川三本松 

神奈川 ３７ 

横浜中央、横浜南、港北、藤沢、 
中原、秦野、石川町駅前、 
横浜センター北駅前、 
溝ノ口ノクティビル内、南大和、 
南林間駅前 

座間、横浜泉、磯子、相模原、戸塚、登戸、緑、麻生、都筑、 
伊勢原、鎌倉、小田原、二宮、田浦、高津、横浜丸山台、長津田、
鶴見駅前、東戸塚駅東口、横浜反町、川崎新城、横浜上大岡、 
百合ヶ丘駅前、相模原相原、本郷台駅前、青葉台駅前 

山梨 ６ 上野原、南アルプス 富士吉田、山梨、都留、韮崎 

東京 ６０ 

世田谷、王子、江戸川、八王子西、
石神井、多摩、青梅、千鳥、上野、
葛飾新宿、東久留米、北堀船、 
石神井公園駅前、江戸川平井、 
大田矢口一、世田谷池尻、 
足立椿、台東桜木 

豊島、あきる野、目黒、町田、麻布、足立西、新宿北、立川、 
城東、荒川、中野北、荏原、向島、調布、武蔵野、小平、三鷹、 
東村山、日野、渋谷、西東京、杉並南、小石川、板橋西、京橋、 
目黒四、杉並下高井戸、原町田、品川小山三、新宿神楽坂、 
西麻布、江東北砂七、八王子上野町、板橋徳丸三、立川幸、 
放送センタ―内、吉祥寺北町、文京千石、東日暮里六、西池袋、 
中野沼袋、中央新川 

新潟 ３２ 
新潟中央、新潟西、三条、新発田、
新津、新潟堀之内、新潟河渡、 
新崎駅前、新潟秋葉町 

高田、長岡、柏崎、見附、直江津、白根、巻、豊栄、五泉、松浜、 
小千谷、加茂、栃尾、佐和田、新潟船場町、長岡呉服町、 
新潟学校町、五十公野、高田本町、小池、三条井栗、坂町、 
三条石上 

長野 ３５ 
長野東、佐久、上田、長野中央、 
飯田、松本、岡谷、豊野、青木島、
長野吉田、長野古牧 

長野南、駒ヶ根、小諸、須坂、諏訪、信州中野、大町、田中、 
信濃町、茅野、千曲、波田、辰野、湯田中、松本本庄、上郷、 
川岸、岡谷天竜町、三沢、諏訪大手、伊那大芦、松本清水、四賀、
松本筑摩東 

富山 １５ 高岡、富山中央、井波 
富山南、富山北、魚津、氷見、黒部、新湊、砺波、小矢部、滑川、 
富山太田口、富山清水、富山大橋通 

石川 １７ 
金沢中央、粟崎、輪島、山中、 
能都、高松 

金沢南、松任、七尾、加賀、片山津、根上、松波、金沢香林坊、 
金沢中村町、金沢高畠町、金沢西念 

福井 １５ 福井中央、鯖江、小浜、金津、朝日
福井南、武生、敦賀、大野、三国、勝山、芦原、高浜、森田、 
福井文京六 

岐阜 １３ 
大垣、多治見、笠松、岐阜福光、 
大垣久瀬川 

岐阜中央、高山、美濃加茂、各務原東、岐阜徹明、岐阜鶉、 
大垣宿地、大垣荒尾 

静岡 １９ 
三島、沼津、富士、静岡西、 
静岡馬場、浜松曳馬 

静岡中央、清水、浜松東、浜松西、藤枝、吉原、御殿場、島田、 
熱海、増楽、焼津豊田、沼津杉崎、三島駅前 

愛知 ４６ 
名古屋中央、春日井、半田、千種、
小牧、守山、大府、蟹江、 

岡崎、中川、名古屋南、一宮、名古屋港、豊田、瀬戸、津島、緑、 
中村、稲沢、名古屋中、豊橋、刈谷、安城、江南、西春、甚目寺、 



都道府県 合計 
取扱局 

（平成 20 年 10 月開始） 
取扱局 

（平成 21 年 7 月開始） 

名古屋中小田井、名古屋福徳、 
名古屋桶狭間、佐織勝幡、 
碧南新川 

名古屋覚王山、名古屋味鋺、名古屋金屋、名古屋名塚、 
名古屋大須、名古屋長良、名古屋黒石、名古屋雁道、 
名古屋南平針、稲沢日下部、一宮前野、宮田、碧南西端、 
豊橋佐藤、豊橋瓦町 

三重 １２ 上野、近鉄四日市駅前、津藤枝 
津中央、四日市、四日市西、松阪、鈴鹿、亀山、白子、 
桑名大山田、津岩田 

滋賀 ５ 八日市、長浜 近江八幡、草津、大津膳所駅前 

京都 １９ 
右京、京都西、左京、京都北、 
京都髙島屋内、京都山端、 
京都山科竹鼻、京都向島 

京都中央、伏見、福知山、山科、向日町、亀岡、東舞鶴、新田、 
京都岩倉、京都四条乾、宇治五ヶ庄 

大阪 ７１ 

東淀川、和泉、西成、寝屋川、 
高槻北、泉大津、柏原、吹田、鳳、
住吉、守口、大阪阪急内、 
大阪天神橋、東淀川淡路、 
大阪玉造、大阪上本町、 
東成玉津、城東中浜、生野巽 

東住吉、布施、八尾、茨木、大阪城東、堺、大阪中央、大阪東、 
河内、堺中、吹田千里、大東、豊中、枚方北、富田林、枚岡、 
門真、泉北、枚方、松原、河内長野、泉佐野、西淀川、大阪西、 
東成、浜寺、箕面、池田、千里中央駅前、松原一津屋、 
吹田山田西二、吹田江坂一、大阪平野町、東大阪花園、 
大阪夕凪橋、住吉東粉浜、堺東駅前、泉佐野鶴原、堺浜寺石津、
住吉神ノ木、旭新森、西淀川大和田、東大阪金岡、大阪問屋橋、 
住之江西加賀屋、大阪聖天前、豊中曽根、平野加美正覚寺、 
淀川東三国、八尾山本北、守口金田、高槻 

兵庫 ３０ 
西宮東、三木、三田、須磨北、 
神戸天ノ下、神戸岡本、 
神戸有野岡場、伊川谷 

尼崎北、姫路、神戸中央、宝塚、東灘、垂水、明石西、西宮、 
伊丹、高砂、龍野、兵庫、豊岡、洲本、神戸北落合、神戸御幸通、
西宮北口、尼崎園田、姫路今宿、西宮香枦園、尼崎尾浜、 
西明石駅前 

奈良 ６ 奈良中央、大和高田、王寺 生駒、吉野、生駒あすか野 

和歌山 ６ 橋本 和歌山中央、田辺、海南、湯浅、和歌山砂山 

鳥取 ４ 米子、鳥取中央 郡家、鳥取湯所 

島根 １０ 出雲、松江中央 江津、出雲大東、東出雲、益田、宍道、横田、荘原、松江殿町 

岡山 ２１ 岡山中央、倉敷、水島、児島 
美作勝山、落合、津高、備前瀬戸、高梁、吉備、新見、邑久、 
美作、備前、周匝、岡山大元、倉敷駅前、倉敷白楽町、 
岡山伊福町、岡山藤原、岡山西崎 

広島 ２９ 
広島中央、広島東、安佐南、 
広島西、尾道、福山東、三原、呉、
福山 

吉田、庄原、江田島、高屋、駅家、伴、神辺、熊野、竹原、大野、 
音戸、安芸津、中祇園、広島庚午、呉焼山、広島鷹野橋、 
広島宇品本通、福山三吉、福山新涯、広島美鈴が丘 

山口 １３ 
宇部、徳山、防府、山口中央、 
下関、岩国 

小月、高森、美祢、厚狭、長門、大内、防府三田尻 

徳島 １２ 
阿南、北島、鴨島、徳島駅前、 
徳島富田橋 

徳島中央、小松島、徳島西、石井、脇町、徳島新町、徳島津田町 

香川 １７ 
長尾、丸亀、川添、高松仏生山、 
サンポート高松 

高松南、高松中央、坂出、高松東、琴平、香川、高松香西、 
丸亀風袋町、高松瓦町、高松木太町、高松福岡町、 
ゆめタウン高松内 

愛媛 １９ 
西条、大洲、伊予、松山問屋町、 
松山余戸 

松山中央、新居浜、松山西、今治、重信、伊予三島、八幡浜、 
内子、宇和、松山本町、松山一番町、今治蒼社、松山湊町、 
松山宮田 

高知 １５ 伊野、須崎、安芸、高知本町 
高知中央、高知東、土佐中村、室戸、土佐山田、土佐、高知比島、 
高知県庁内、高知中万々、高知秦泉寺、高知稲荷町 

福岡 ４９ 

福岡中央、博多、八幡南、 
北九州中央、久留米、小倉西、 
久留米東、小倉駅前、 
ＪＴ博多ビル内、福岡大濠、 
久留米本町、福岡大名一 

飯塚、博多南、城南、筑紫、福岡東、福岡南、和白、福岡西、早良、
八幡、八幡西、大牟田、粕屋南、直方、前原、宗像、筑紫野、戸畑、
曽根、門司、二島、太宰府、行橋、古賀、豊前、津屋崎、城島、 
福岡大名二、折尾丸尾町、八幡熊手、福岡井尻、春日原、 
博多土居町、志免桜丘、西新エルモール内、小倉室町、竹下 

佐賀 １０ 佐賀北、佐賀中央、佐賀今宿 
武雄、鳥栖、鹿島、佐賀白山、佐賀駅前、佐賀八戸溝、 
唐津坊主町 

長崎 ９ 長崎北、長崎中央、長崎新大工町 諫早、大村、西彼杵、有家、長崎銅座町、長崎松山 

熊本 １３ 
熊本中央、熊本北、熊本東、 
熊本水前寺公園、熊本城東 

八代、川尻、人吉、植木、城南、熊本安政、熊本八景水谷、 
熊本水源一 

大分 １０ 
大分東、大分中央、別府、 
大分高松 

佐伯、中津、大分南、豊後高田、大分千代町、大分ふじが丘 

宮崎 ８ 宮崎中央、宮崎高松通 都城、延岡、日南、佐土原、宮崎大塚、都城北原 

鹿児島 １４ 
鹿児島中央、鹿児島南、鹿児島
東、鹿児島明和、鹿児島菖蒲谷 

鹿屋、国分、川内、串木野、喜入、鹿児島小川、照国神社前通り、 
鹿児島皇徳寺、鹿児島山田 

沖縄 ３３ 
那覇東、宜野湾、首里、具志川、 
糸満、沖縄美里、豊見城、南風原、
安謝、屋富祖 

那覇中央、浦添、沖縄、名護、宮古、八重山、中城、北谷、 
東風平、与那原、嘉手納、読谷、石川、久米島、玉城、佐敷、 
本部、国頭、西原、恩納、金武、小禄、真志喜 

計 １，０００ ３００ ７００ 

 



自動車保険取扱局一覧 

都道府県 合計 
取扱局 

(平成 19 年 10 月開始及び平成 20 年 10 月開始)
取扱局 

（平成 21 年 7 月開始） 

北海道 ２９ 

豊平、手稲、丘珠、篠路、函館北、苫小牧、 

旭川中央、小樽、北見、釧路中央、帯広、千歳、

野幌、東室蘭 

岩内、登別、厚別、恵庭、札幌南、札幌西、札幌東、 

山鼻、札幌北、札幌白石、函館中央、滝川、砂川、 

芦別、旭川東 

青森 ５ 青森中央、八戸、弘前、むつ 三沢 

岩手 ８ 盛岡中央、北上、一関、釜石 二戸、山田、陸前高田、紫波 

宮城 １３ 
仙台南、仙台北、泉、石巻、気仙沼、古川、 

岩沼 
白石、亘理、愛子、矢本、小牛田、仙台東 

秋田 ７ 秋田中央、大館、本荘、横手 大曲、飯島、秋田明田 

山形 ８ 山形中央、鶴岡、米沢、寒河江 新庄、上山、天童、東根 

福島 １２ 
いわき、須賀川、会津若松、福島中央、 

郡山西 
三春、飯坂、猪苗代、本宮、四倉、植田、福島南町 

茨城 １７ 
水戸中央、土浦、神栖、筑波学園、笠間、 

取手、日立、下館、多賀 

古河、龍ヶ崎、那珂、高萩、守谷、三和、茨城、 

ひたちなか 

栃木 １３ 
宇都宮中央、足利、小山、鹿沼、栃木、 

西那須野 

真岡、矢板、間々田、大平、下野小金井、黒磯、 

宇都宮南 

群馬 １４ 
前橋中央、桐生、太田、伊勢崎、館林、沼田、 

富岡 
高崎、藤岡、境、群馬、前橋東、国定、桐生琴平町 

埼玉 ３４ 

さいたま中央、越谷、上尾、川越西、所沢西、 

熊谷、久喜、春日部、新座、三郷、加須、 

岩槻、吉川、深谷、桶川、志木 

大宮、秩父、東松山、飯能、本庄、杉戸、所沢、川口、 

鳩ヶ谷、児玉、鴻巣、坂戸、蕨、三芳、蓮田、上福岡、 

村君、朝霞 

千葉 ２９ 

柏、船橋東、市川、千葉中央、若葉、木更津、 

佐倉、佐原、館山、銚子、流山、習志野、成田、

茂原 

行徳、野田、八日市場、白井、八千代、市原南、 

我孫子、鎌ヶ谷、大網、四街道、市原、松戸北、浦安、 

美浜、松戸南 

神奈川 ３１ 

横浜泉、港北、横浜南、宮前、川崎中央、藤沢、

座間、青葉、鶴見、港南、保土ヶ谷、横浜金沢、

厚木、小田原東、茅ヶ崎、平塚、大和、横須賀 

久里浜、秦野、南足柄、津久井、瀬谷、南下浦、大船、 

厚木北、海老名、横浜旭、湯河原、藤沢北、橋本 

山梨 ７ 甲府中央 石和、塩山、田富、日野春、甲府駅前、峡南 

東京 ２６ 

大森、城東、光が丘、東京中央、千歳、 

武蔵府中、八王子南、武蔵野、足立北、 

板橋北、町田、荻窪、荒川、目黒、新宿北、 

小平、武蔵村山 

王子、玉川、八王子西、千鳥、葛飾新宿、青梅、 

江戸川、多摩、杉並 

新潟 １５ 
新潟西、新潟中央、三条、新発田、高田、 

長岡、新津 
両津、阿賀野、村松、新井、燕、亀田、長岡西、小出 

長野 １３ 
長野中央、長野東、長野南、飯田、上田、 

岡谷、松本 
佐久、豊科、伊那、丸子、松本南、塩尻 

富山 ７ 富山南、富山中央、高岡 水橋、伏木、小杉、呉羽 

石川 ７ 金沢南、金沢中央、松任 小松、七尾、羽咋、辰口 

福井 ６ 福井南、福井中央 鯖江、武生、丸岡、敦賀 

岐阜 １２ 岐阜北、岐阜中央、大垣、多治見、高山 羽島、関、美濃、土岐、美濃加茂、各務原、可児 

静岡 １６ 
静岡中央、静岡南、浜松西、浜松東、藤枝、 

島田、清水、吉原、沼津、伊東 
三島、掛川、御殿場、袋井、磐田、浜松北 

愛知 ４４ 

千種、名東、名古屋北、守山、名古屋中央、 

名古屋中、中村、中川、名古屋港、緑、 

名古屋南、瑞穂、昭和、天白、津島、稲沢、 

一宮、春日井、瀬戸、半田、安城、岡崎、豊田、

豊橋 

豊橋南、西尾、碧南、知立、犬山、岩倉、尾西、甚目寺、

小牧、豊川、刈谷、弥富、大府、豊田北、知多、 

名古屋東、尾張旭、豊田高岡、高蔵寺、日進 

三重 ９ 四日市、四日市西、鈴鹿、津中央、松阪 伊勢、亀山、桑名、名張 

滋賀 ６ 大津中央、近江八幡、彦根 水口、長浜、近江守山 

京都 １１ 京都中央、西陣、向日町、西舞鶴、福知山 右京、綾部、左京、山城木津、京都北、城陽 

大阪 ２８ 

淀川、大阪旭、住之江、生野、阿倍野、西淀川、

都島、大阪福島、堺、堺金岡、豊中、吹田千里、

豊中南、布施、枚方、茨木、岸和田、松原 

天王寺、泉南、大正、寝屋川、大阪港、鳳、和泉、柏原、

藤井寺、守口金田 

兵庫 ２３ 
神戸中央、灘、東灘、長田、明石、伊丹、 

加古川、洲本、豊岡、西宮、姫路南、宝塚 

加西、尼崎、和田山、御着、相生、小野、南淡、川西北、

西脇、川西、西宮東、 

奈良 ６ 奈良西、橿原 奈良中央、大和郡山、大和高田、王寺 

和歌山 ５ 海南、新宮、和歌山南 岩出、箕島 

鳥取 ３ 境港 鳥取中央、倉吉 

島根 ４ 平田、安来 松江中央、出雲 

岡山 １０ 西大寺、岡山南、妹尾、笠岡、玉島 岡山中央、津山、児島、水島、岡山東 



都道府県 合計 
取扱局 

(平成 19 年 10 月開始及び平成 20 年 10 月開始)
取扱局 

（平成 21 年 7 月開始） 

広島 １４ 
高陽、可部、海田、広、廿日市、新市、松永、 

安芸府中 
福山、尾道、因島、八本松、安芸五日市、広島東 

山口 １１ 岩国西、長府、小郡、小野田、新南陽 山口中央、下関東、徳山、防府、岩国、宇部 

徳島 ３ 徳島中央 羽ノ浦、鴨島 

香川 ６ 高松中央、高松南、坂出 三木、観音寺、滝宮 

愛媛 ９ 松山中央、松山西、松山南、今治、新居浜 宇和島、土居、丹原、エミフル MASAKI 

高知 ４ 高知中央、高知東 土佐中村、野市 

福岡 ３１ 

福岡西、福岡中央、福岡東、福岡南、城南、 

博多、博多南、北九州中央、小倉西、飯塚、 

八幡南、和白、久留米、筑紫 

柳川、宗像、大川、早良、前原、直方、大牟田、八幡西、

若松、筑紫野、筑後、曽根、八幡、戸畑、二島、粕屋南、

久留米東 

佐賀 ５ 佐賀中央 武雄、唐津、伊万里、佐賀北 

長崎 ７ 長崎中央、長崎北 大村、諫早、西彼杵、佐世保、佐世保北 

熊本 ８ 熊本中央、熊本東、熊本北、八代 玉名、小島、松橋、北部 

大分 ５ 大分中央、佐伯 別府、大分東、大分南 

宮崎 ５ 宮崎中央、都城、延岡 清武、日向 

鹿児島 ８ 鹿児島中央、鹿児島東、国分、鹿屋 川内、志布志、鹿児島南、鹿児島西 

沖縄 ６ 那覇中央、浦添 糸満、宜野湾、沖縄、具志川 

計 ６００ ３０３ ２９７ 

 

 


