
三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
広島支店

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）
TEL：082-221-9311
URL：https://www.chubb.com/jp

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
西日本自動車共済協同組合 鳥取県支部

〒680-0804
鳥取県鳥取市田島665
TEL：0857-27-5210
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
中国トラック交通共済協同組合

〒733-0052
広島県広島市西区南観音7-10-25
TEL：082-299-2055
URL：https://www.chutokokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
鳥取支店

〒680-0822
鳥取県鳥取市今町2-251（日本生命鳥取駅前ビル1階）
TEL：0857-24-1031
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
鳥取支店

〒680-0846
鳥取県鳥取市扇町7（鳥取フコク生命駅前ビル）
TEL：0857-20-0081
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中国支店 鳥取支社

〒680-0843
鳥取県鳥取市南吉方1-63-1（農協共済福祉事業団本社ビル4階）
TEL：0857-23-4831
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
山陰営業所

〒683-0805
鳥取県米子市西福原2-1-1（YNT第10ビル3階）
TEL：0859-37-6460
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
鳥取支社

〒680-0011
鳥取県鳥取市東町2-351（鳥取東京海上日動ビル1階）
TEL：0857-23-2201
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
鳥取サービス支店

〒680-0846
鳥取県鳥取市扇町7（鳥取フコク生命駅前ビル3階）
TEL：0857-23-4651
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 鳥取県版



三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
広島支店

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）
TEL：082-221-9311
URL：https://www.chubb.com/jp

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
西日本自動車共済協同組合 島根県支部

〒690-0017
島根県松江市西津田5-1-7
TEL：0852-26-5270
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
中国トラック交通共済協同組合

〒733-0052
広島県広島市西区南観音7-10-25
TEL：082-299-2055
URL：https://www.chutokokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
島根支店

〒690-0003
島根県松江市朝日町589-2（マルヂビル5階）
TEL：0852-21-5052
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
山陰支店

〒690-0006
島根県松江市伊勢宮町519-1（松江大同生命ビル）
TEL：0852-26-2781
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中国支店 山陰支社

〒690-0887
島根県松江市殿町15（島根JAビル別館5階）
TEL：0852-23-2727
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
山陰営業所

〒683-0805
鳥取県米子市西福原2-1-1（YNT第10ビル3階）
TEL：0859-37-6460
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
山陰支店

〒690-8526
島根県松江市御手船場町565-8（松江東京海上日動ビル6階）
TEL：0852-25-1770
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
島根サービス支店

〒690-0887
島根県松江市殿町516（山陰鴻池ビル4階）
TEL：0852-22-3525
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 島根県版



楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
広島支店

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）
TEL：082-221-9311
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
広島支店

〒730-0041
広島県広島市中区小町3-19（リファレンス広島小町ビル）
TEL：082-243-7821
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
西日本自動車共済協同組合 広島県支部

〒732-0814
広島県広島市南区段原南2-3-27（YKビル2階）
TEL：082-261-8430
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
中国トラック交通共済協同組合

〒733-0052
広島県広島市西区南観音7-10-25
TEL：082-299-2055
URL：https://www.chutokokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
広島支店

〒730-8580
広島県広島市中区国泰寺町1-8-13
TEL：082-243-7802
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
広島支店

〒730-0011
広島県広島市中区基町12-6（富士火災広島ビル）
TEL：082-535-6010
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中国支店 広島第二支社

〒730-0051
広島県広島市中区大手町4-3-9（第2JAビル3階）
TEL：082-248-3826
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
中国支店

〒730-0022
広島県広島市中区銀山町3-1（ひろしまハイビル21 7階）
TEL：082-244-2022
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
広島支店

〒730-8730
広島県広島市中区八丁堀3-33（広島ビジネスタワー6階）
TEL：082-511-9065
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
広島サービス支店

〒730-0036
広島県広島市中区袋町3-17（シシンヨービル6階）
TEL：082-247-9262
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 広島県版



楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
広島支店

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）
TEL：082-221-9311
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
岡山支店

〒700-0984
岡山県岡山市北区桑田町18-28（明治安田生命岡山桑田町ビル）
TEL：086-225-0581
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
西日本自動車共済協同組合 岡山県支部

〒700-0927
岡山県岡山市北区西古松237-126（松本ビル3階）
TEL：086-246-3355
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
岡山県トラック交通共済協同組合

〒700-0945
岡山県岡山市南区新保104-2
TEL：086-234-5811
URL：http://www.otk.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
岡山支店

〒700-0826
岡山県岡山市北区磨屋町10-16
TEL：086-224-6222
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
岡山支店

〒700-0913
岡山県岡山市北区大供2-2-5（淳風会健康管理センター北館）
TEL：086-223-1144
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中国支店 岡山支社

〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町1-7-7（オルガ7階）
TEL：086-214-3562
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
岡山支社

〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井1-1-3（日本生命岡山第二ビル5階）
TEL：086-224-7181
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
岡山支店

〒700-8585
岡山県岡山市北区柳町2-11-19（岡山東京海上日動ビル）
TEL：086-227-2311
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
岡山サービス支店

〒700-0904
岡山県岡山市北区柳町2-10-22（日新火災岡山ビル2階）
TEL：086-225-0541
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 岡山県版



楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
広島支店

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町7-18（東芝フコク生命ビル）
TEL：082-221-9311
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
岩国営業所

〒740-0018
山口県岩国市麻里布町3-16-9（和光麻里布レジデンス五番館）
TEL：0827-24-0835
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
西日本自動車共済協同組合 山口県支部

〒753-0821
山口県山口市葵1-5-58 3階
TEL：083-932-5522
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
中国トラック交通共済協同組合

〒733-0052
広島県広島市西区南観音7-10-25
TEL：082-299-2055
URL：https://www.chutokokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
山口支店

〒754-0014
山口県山口市小郡高砂町2-8（AZURE新山口ビル8階）
TEL：083-974-1611
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
周南支店

〒745-0036
山口県周南市本町1-3（大同生命徳山ビル）
TEL：0834-31-2117
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中国支店 山口支社

〒754-0042
山口県山口市小郡長谷1-3-1（山口共栄火災ビル1階）
TEL：083-973-0416
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
中国支店

〒730-0022
広島県広島市中区銀山町3-1（ひろしまハイビル21 7階）
TEL：082-244-2022
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
山口支店

〒754-0021
山口県山口市小郡黄金町7-43（山口東京海上日動ビル4階）
TEL：083-974-1880
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
山口サービス支店

〒747-0809
山口県防府市寿町2-11（吉幸２ビル1階）
TEL：0835-25-1711
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 山口県版




