
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 
大阪支店

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-5-25（ハービス大阪）
TEL：06-6343-7591
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 徳島県支部

〒770-0852
徳島県徳島市徳島町2-59（仁田ビル5階）
TEL：088-653-5160
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） 
四国交通共済協同組合

〒762-0063
香川県坂出市番の州公園6-6
TEL：0877-44-4416
URL：http://www.yonkokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
徳島支店

〒770-0852
徳島県徳島市徳島町2-19-1
TEL：088-622-0317
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
徳島支店

〒770-0856
徳島県徳島市中洲町1-42-1（富士火災徳島ビル）
TEL：088-625-7115
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
四国支店 徳島支社

〒770-0903
徳島県徳島市西大工町1-5-1（徳島共栄火災ビル8階）
TEL：088-622-0241
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
四国支店

〒770-0856
徳島県徳島市中洲町2-8-2（中洲濱口ビル3階）
TEL：088-654-0131
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 
徳島支店

〒770-8520
徳島県徳島市寺島本町西2-22-1（徳島東京海上日動ビル4階）
TEL：088-626-2960
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
徳島サービス支店

〒770-0831
徳島県徳島市寺島本町西1-7-1（徳島駅前171ビル4階）
TEL：088-622-3711
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 徳島県版



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 香川県支部

〒760-0022
香川県高松市西内町4-6（神原ビル2階）
TEL：087-822-6309
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） 
四国交通共済協同組合

〒762-0063
香川県坂出市番の州公園6-6
TEL：0877-44-4416
URL：http://www.yonkokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
高松支店

〒760-0042
香川県高松市大工町1-1
TEL：087-822-6901
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
高松支店

〒760-0026
香川県高松市磨屋町8-1（あなぶき磨屋町ビル）
TEL：087-851-0196
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
四国支店 高松支社

〒760-0047
香川県高松市塩屋町10-1（高松共栄火災ビル2階）
TEL：087-851-7321
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
高松支社

〒760-0023
香川県高松市寿町2-1-1（高松第一生命ビル新館3階）
TEL：087-821-6641
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 
高松支店

〒760-8527
香川県高松市古新町3-1（東明ビル12階）
TEL：087-822-6001
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
高松サービス支店

〒760-0025
香川県高松市古新町8-1（高松スクエアビル8階）
TEL：087-851-0030
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 香川県版



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 愛媛県支部

〒791-1114
愛媛県松山市井門町454-4 1階
TEL：089-905-1195
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） 
四国交通共済協同組合

〒762-0063
香川県坂出市番の州公園6-6
TEL：0877-44-4416
URL：http://www.yonkokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
愛媛支店

〒790-0066
愛媛県松山市宮田町108
TEL：089-943-2155
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
愛媛支店

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-8-11（富士火災松山ビル）
TEL：089-946-3815
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
四国支店 松山支社

〒790-0878
愛媛県松山市勝山町1-10-1（松山共栄火災ビル2階）
TEL：089-932-6012
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
松山支社

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-9-5（松山センタービル2階）
TEL：089-931-7384
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 
愛媛支店 松山支社

〒790-8561
愛媛県松山市本町2-1-7（松山東京海上日動ビル6階）
TEL：089-915-0066
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
愛媛サービス支店

〒790-0002
愛媛県松山市二番町4-5-2（R-2番町ビル5階）
TEL：089-941-8298
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 愛媛県版



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 
大阪支店

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2-5-25（ハービス大阪）
TEL：06-6343-7591
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 高知県支部

〒780-0072
高知県高知市杉井流5-10（エスポワール杉井流1階）
TEL：088-880-1788
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） 
四国交通共済協同組合

〒762-0063
香川県坂出市番の州公園6-6
TEL：0877-44-4416
URL：http://www.yonkokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
高知支店

〒781-0806
高知県高知市知寄町2-3-2
TEL：088-883-7101
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
高知支店

〒780-0822
高知県高知市はりまや町2-2-11（富士火災高知ビル）
TEL：088-824-1050
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
四国支店 高知支社

〒780-0870
高知県高知市本町4-1-8（高知フコク生命ビル6階）
TEL：088-875-7177
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
高知営業所

〒780-0056
高知県高知市北本町4-2-12（セコム高知㈱本社ビル2階）
TEL：088-885-3001
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 
高知支店

〒780-0870
高知県高知市本町4-1-16（高知電気ビル6階）
TEL：088-823-1535
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
高知サービス支店

〒780-0834
高知県高知市堺町2-26（高知中央ビジネススクエア9階）
TEL：088-823-4488
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 高知県版




