
保険は、
プロに。

〒920-8203 金沢市鞍月2丁目2番地
石川県繊維会館1階 ☎076-214-8544 
https://i-daikyo.jp/

一般
社団
法人

保険は損害保険募集人の最高峰資格
「損害保険トータルプランナー」の私たちにお任せください。

私達は、石川県損害保険代理業協会の活動に賛同しています。

損害保険トータルプランナー
（15,805人）

損害保険プランナー
（約3.4万人）

損害保険募集人
（約200万人）

　　 マークは、損保協会が認定する
募集人の最高峰資格

『損害保険トータルプランナー』です。

2022年6月末時点の認定有効者数

会長

浜上 洋之

損害保険トータルプランナーとは、日本損害保険協会が認定する募集人資格の最高峰に
認定された、保険募集のプロフェッショナルです。損害保険に関連する法律・税務等の
知識を基に、コンサルティングに関する知識や業務スキルを修得しています。また、保険会社、
同業者からも高い評価を得られる人材であり保険業界の健全な発展に貢献しているもの。
それが「損害保険トータルプランナー」です。

トータルプランナーの
いる代理店は
こちらから検索

金沢市香林坊1-2-21 TEL.076-232-1121

金沢市香林坊1-2-21（損保ジャパン金沢ビル3Ｆ） TEL.050-2016-8591 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル7F） TEL.076-233-6651

金沢市十間町５（あいおいニッセイ同和損保金沢ビル６F） TEL.076-223-3351 金沢市鞍月5-181（AUBE3F） TEL.052-930-6711 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル4Ｆ） TEL.076-233-6688金沢市松島2-191（COMビル3Ｆ） TEL.076-269-8653 東京都葛飾区鎌倉3-18-1 TEL.03-3673-5552

東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー TEL.0120-370-475

野々市市本町5-11-17 MKKビル102号室 TEL.076-227-8014

金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル7Ｆ） TEL.076-233-6633 金沢市片町1-3-27（日新火災金沢ビル） TEL.076-263-2150

金沢市西念1-1-7（金沢けやき大通りビル5F） TEL.076-234-1761

東京都港区六本木3-2-1（六本木グランドタワー18F） TEL.03-6441-0860

金沢市尾山町6-25 TEL.076-223-9910

　金沢市本町１-5-2（リファーレ7F） TEL.076-223-6341 金沢市南町5-20（中屋三井ビルディング4F） TEL.076-232-0501

金沢市十間町5 TEL.076-264-7811 金沢市南町4-60（金沢大同生命ビル2Ｆ） TEL.076-222-0005 金沢市南町5-16（金沢共栄火災ビル） TEL.076-261-9298

金沢市昭和町16-1（ヴィサージュビル10F） TEL.076-231-2291

TEO TORIATTE株式会社
TEO TORIATTE修繕株式会社
NPO法人 ておとりあって

小野 博史 濱坂 晃治

堀田　洋山越 芙美江米村 琢秀石野 氏洋

石井 芳明

久保 昌克林　 泰三太田 治彦河南 正隆村本 暢之勝田 吉彦 辰野 義輝

田中 和彦梶　良平蔵谷 一樹

畝村 直久小酒 廣士

平田　進 平田 真弓

宮野 勝弘 白山 一朗尾﨑 一平

山﨑 善直

山田 隆平

林　幸子小原 昭二石田 清隆有田 智史

田村 達也竹村 敏之谷口 政博

松岡 圭一

上田 仁彦荒山 将大荒山 善宣

本多 勇生中野 克紀浜上 洋之

喜多 亮平山本 達也宮田 博彰蔵谷　豊

西出 素規

出口 健一 澤野 将秀上田 喜之 岩井 健治 中野 頌雄 新木 宏尚 宮下 哲郎橘 伸之祐 沖田 智美 山口 拓也

林　譲治松岡 陽一 山賀　輝

重政 辰也重政 靖之

吉岡 勝彦蓑　浩史 中田 一義　山下　修

戸田 昌宏 西川　旭 西川 亜希 猪坂 雅代入谷 直登

田端　悟

笹木 光弘

薮下　学松木 源浩

堂上 頼子小鍜治 忠寿

守澤　強

東　樹志田中 宏和

清水 篤志藤原 央太塩野 正幸

東川 勇輝夫 佐野 修人林　久稔

森下 郁衣馬場 恒彦 穴沢 朝己鶴來 義丈

津田 文雄竹田 外吉北　航平

一二三 幸子前田　明道下　茂

喜多 秀樹加志 尚久

笠原 一裕

井上　遥井上 兼一

谷内田 康彦

東川 達哉

総轄マネージャー 推進リーダー
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金沢事務所所長代表取締役
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顧問

白山市倉光 金沢市大友

金沢市彦三

野々市市粟田金沢市西泉金沢市暁町小松市北浅井町金沢市馬替　金沢市観音堂町 金沢市駅西新町

金沢市二口町 野々市市稲荷加賀市大聖寺南町七尾市本府中町 金沢市額谷　金沢市太陽が丘　

金沢市柚木町

金沢市北安江

金沢市玉鉾　

金沢市松島小松市糸町金沢市古府　野々市市御経塚

金沢市高尾南

金沢市畝田西白山市明光加賀市熊坂町　

金沢市横川

金沢市西念

金沢市西念

金沢市横川

野々市市高橋町

金沢市富樫

金沢市福増町南

金沢市西都珠洲市馬緤町

金沢市高尾南

小松市荒屋町 加賀店：加賀市大聖寺本町

金沢市額新保

金沢市円光寺 小松市国府台七尾市相生町

小松市福乃宮町

金沢市上荒屋

金沢市長坂輪島市二ツ屋町

能登支店：輪島市山岸町野々市市太平寺

金沢市額谷

小松市本折町
加賀市大聖寺東町

小松市土居原町金沢市西念金沢市入江

金沢市上堤町 白山市徳丸町金沢市本町 

鳳珠郡穴水町北七海 金沢市西泉

七尾市府中町七尾市小丸山台　野々市市押野

野々市市本町金沢市西念  野々市市清金

能美支店 : 能美市上開発金沢市北安江

野々市市扇が丘

金沢市入江

金沢市駅西新町

㈱アイシステム ㈱ＡＭ’sジャパン

㈲金城企画

きりん保険 ㈱麒麟キスモ㈱加能商事㈱㈲加南総合保険サービス㈱金沢ムラモト勝田損害保険事務所 ㈱カナザワ鈑金

㈱ＫＡＺ保険企画㈲ＫＡＺＩ㈲加賀損保

㈱小酒保険

㈱ハート保険ジャパン

オフィスT&H㈱ ㈲オリジナル企画㈲オザキ保険事務所

㈱エフエー

ティ･アイ･エス株式会社

㈱Ｓ・Ｔサポート金沢

㈱ＨＫＳ㈱糸町㈱E保険プランニング金沢支店有田保険設計

株式会社グッドプランニング

㈱田村保険事務所㈱竹村　タケムラプランニング㈱大同ゼネラルサービス

㈱セーフティゲート

株式会社清幸

グッドみらい株式会社

㈱スマイルライフ保険サービス

株式会社ステージアップ

浜上保険センター株式会社

株式会社スター保険サービス

㈱重政保険事務所

㈲坂本保険事務所晃洋システム㈱ ㈲小松総合保険事務所グッドライフ保険センター㈱

㈱ライフテラス

㈲ＵＮＩＴＹ保険事務所

㈲松木総合保険事務所

㈲堀場総合保険事務所

㈲北陸経営保全プラニング

㈱プロデザイン

㈱プロサポート㈲藤原保険サービス㈱ビジネス・コンサルティング

㈱ピーアイコーポレイション ㈱ピア・エージェント林損害保険

㈲馬場能登総合保険企画 ㈱プロ保険

㈱能登経営センター㈲日動ファミリー㈲日税サービス北陸

㈲トレードハウス㈱トップ保険㈲トータルリスクサービス

トータルサポート石川/（有）カシショウジ保険事務所

㈱東洋レック

㈱リテアコンサルティング

㈱ライフブレイン


