
都道府県・政令指定都市の当社支店一覧

支店名 電話番号 FAX番号

北海道 札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1番地25 (札幌北三条第一生命ビル内) 011-241-4986 011-241-0154

青森 青森支店 青森市本町１丁目２番１５号 (青森本町第一生命ビル内) 017-776-5291 017-776-5232

岩手 盛岡支店 盛岡市中央通1丁目11番15号 (村上第2ビル内) 019-654-1058 019-654-1044

宮城

山形

秋田 秋田支店 秋田市大町3丁目5番1号 (アクサ秋田ビル内) 018-824-3301 018-824-3304

福島 福島支店 福島市本町5番5号 (殖産銀行フコク生命ビル内) 024-521-1341 024-521-1343

群馬

栃木

埼玉 さいたま支店 048-641－5388 048-641－5287

茨城 水戸支店 水戸市泉町2丁目2番33号 (水戸泉町ビル) 029-221-4528 029-221-4510

東京 新宿支店 東京都新宿区西新宿1丁目19番8号 (新東京ビル3Ｆ) 03-3343-0631 03-3348-2934

千葉 千葉支店 千葉市中央区富士見2丁目20番1号 (日本生命千葉ビル内) 043-225-3731 043-225-3734

神奈川 横浜支店 横浜市中区尾上町４丁目５２番地 (横浜野村証券ビル内) 045-641-4166 045-641-4169

新潟 新潟支店 新潟市中央区米山4-1-23 (堅田ビル内) 025-245-8331 025-245-8333

静岡 静岡支店 静岡市駿河区南町18番１号　 (サウスポット静岡内) 054-286-5681 054-286-8190

長野 長野営業所 長野市東和田857－1 (信州名鉄長野ビル内) 026-244-8557 026-263-5505

山梨 甲府支店 甲府市丸の内1丁目8番12号 (ウイングビル内) 055-228-3221 055-228-1457

岐阜 岐阜支店 岐阜市神田町7丁目1番地 (MCビル内) 058-265-8103 058-263-5059

愛知 名古屋東支店 名古屋市東区葵3丁目22番5号 (矢作葵ビル内) 052-979-7210 052-933-7310

三重 津支店 津市栄町3丁目255 (乙部ビル内) 059-225-7676 059-225-7633

石川 金沢支店 金沢市上堤町1－28 (日本生命金沢ビル内) 076-231-2126 076-223-1289

富山 富山支店 富山市桜橋通り1番18号 (住友生命富山ビル内) 076-431-8056 076-431-2056

福井 福井支店 福井市順化１－２１－１ (ニッセイ福井ビル５Ｆ) 0776-23-4572 0776-21-3745

滋賀

京都

大阪 なんば支店 大阪市浪速区難波中1丁目12番5号 (難波室町ビル内) 06-6645-8080 06-6645-8090

兵庫 神戸支店 神戸市中央区西町３５ (三井日生神戸ビル内) 078-321-1061 078-321-5019

奈良 奈良支店 奈良市大宮町6丁目1番地1号 (新大宮駅前ビル内) 0742-35-4560 0742-35-5059

和歌山 和歌山支店 和歌山市12番丁31番地 073-423-4975 073-423-4980

岡山 岡山支店 岡山市北区幸町8番29号 (三井生命岡山ビル内) 086-225-2771 086-225-7494

広島 広島支店 広島市中区八丁堀5番7号 (住友生命広島八丁堀ビル内) 082-227-2281 082-227-8863

027-395-0200

さいたま市大宮区高鼻町1－20－1　　（大宮中央ビル２階）

所在地

仙台支店 仙台市青葉区中央4-10-3 (住友生命仙台ビル) 022-227-3611 022-261-4623

群馬北関東営業所 群馬県高崎市下小鳥町39－7　　　　　（メゾンK－1内） 027-395-0201

075-255-8511京滋支店 京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番 (住友生命京都ビル内) 075-255-2211



支店名 電話番号 FAX番号

鳥取 岡山支店 岡山市北区甲町8番29号 (三井生命岡山ビル内) 086-225-2771 086-225-7494

島根 広島支店 広島市中区八丁堀5番7号 (住友生命広島八丁堀ビル内) 082-227-2281 082-227-8863

山口 山口支店 山口市中央3丁目1番7号 (ミツイビル内) 083-923-2600 083-923-2552

香川 高松支店 高松市寿町1丁目4番3号 (高松中央通りビル内) 087-822-1621 087-822-1628

徳島 徳島支店 徳島市新町橋２丁目１０番地１ （徳島眉山第一生命ビル内） 088-622-1203 088-622-1157

愛媛 松山支店 松山市三番町4丁目12番4号 (松山大同生命ビル内) 089-921-5131 089-921-7166

高知 高知支店 高知市はりまや町1丁目1番地 088-873-5888 088-825-3661

福岡 福岡支店 福岡市博多区博多駅前1丁目2番5号 (紙与博多ビル内) 092-451-8811(営業） 092-432-3600

佐賀 佐賀支店 佐賀市唐人2丁目5番8号 (佐賀中央通りビル内) 0952-22-9601 0952-22-9605

長崎 長崎支店 長崎市万才町4番15号 (日本生命ビル新館内) 095-824-1200 095-824-1976

大分 大分支店 大分市中央町1丁目1番5号 （大分第一生命ビル内） 097-534-7607 097-536-7390

熊本 熊本支店 熊本市辛島町5番1号 (日本生命熊本ビル内) 096-354-4351 096-354-4359

宮崎 宮崎支店 宮崎市橘通西2丁目4番20号 (アクア宮崎ビル内) 0985-26-1414 0985-20-7355

鹿児島 鹿児島支店 鹿児島市加治屋町１８番８号 (三井生命鹿児島ビル内) 099-227-1311 099-227-1758

沖縄 沖縄支店 那覇市久茂地2丁目8番地1号 (沖縄第27大京ビル内) 098-862-8211 098-862-8212

札幌市 札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1番地25 (札幌北三条第一生命ビル内) 011-241-4986 011-241-0154

仙台市 仙台支店 仙台市青葉区中央4-10-3 (住友生命仙台ビル) 022-227-3611 022-261-4623

さいたま市 さいたま支店 さいたま市大宮区高鼻町１－２０－１ (大宮中央ビル２Ｆ) 048-641-5388 048-641-5287

千葉市 千葉支店 千葉市中央区富士見2丁目20番１号 (日本生命千葉ビル内) 043-225-3731 043-225-3734

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市 新潟支店 新潟市中央区米山4-1-23 (堅田ビル内) 025-245-8331 025-245-8333

静岡市 静岡支店 静岡市駿河区南町18番１号　 (サウスポット静岡内) 054-286-5681 054-286-8190

浜松市 浜松支店 浜松市中区中央１丁目13番１号 （アルファビル内） 053-452-8453 053-455-1559

名古屋市 名古屋東支店 名古屋市東区葵3丁目22番5号 (矢作葵ビル内) 052-979-7210 052-933-7310

京都市 京滋支店 京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番 (住友生命京都ビル内) 075-255-2211 075-255-8511

大阪市 梅田支店 大阪市北区堂山町３番３号 （日本生命梅田ビル内） 06-6311-6621 06-6311-6657

堺市 堺支店 堺市堺区熊野町西2丁目1番３号 (堺第一東京海上日動ビル内) 072-221-3121 072-221-3194

神戸市 神戸支店 神戸市中央区西町３５ (三井日生神戸ビル内) 078-321-1061 078-321-5019

岡山市 岡山支店 岡山市北区幸町８番２９号 (三井生命岡山ビル内) 086-225-2771 086-225-7494

広島市 広島支店 広島市中区八丁堀5番7号 (住友生命広島八丁堀ビル内) 082-227-2281 082-227-8863

北九州市 北九州営業所 093-512-7755 093-512-7757

045-641-4166 045-641-4169

北九州市小倉北区米町2丁目２番１号　（新小倉ビル本館3階）

所在地

横浜支店 横浜市中区尾上町４丁目５２番地 (横浜野村証券ビル内)


