保険仲立人登録一覧
令和３年7月１日現在

【全仲立人数：53】
所管
関東財務局
【計43社】

登録番号

登録年月日

保険仲立人名

関東財務局長
第1号

平成8年8月30日 株式会社リード保険サービス

関東財務局長
第2号

平成8年8月30日

関東財務局長
第3号

法人番号

郵便番号

本店等所在地

代表等電話番号

7010001060481

104-0032 東京都中央区八丁堀１－５－２

03-3552-5661

共立インシュアランス・ブローカーズ
株式会社

2010001128894

103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１６

03-5962-3095

平成8年9月12日

ワールドインシュアランスブローカー
ズ株式会社

1010001061056

103-0023 東京都中央区日本橋本町１－４－１２

03-3273-6551

関東財務局長
第7号

平成8年10月24日

株式会社 ブルーウェル インシュアラ
ンス ブローカーズ

4010001028481

100-8601 東京都千代田区大手町２－３－２

03-6285-7456

関東財務局長
第9号

平成8年12月20日

エムエスティ リスクコンサルティング
株式会社

7011101023403

163-1508 東京都新宿区西新宿１－６－１

03-3340-3271

関東財務局長
第15号

平成9年5月16日 リスクマネジメント総研株式会社

5040001023693

274-0068 千葉県船橋市大穴北５－６－１０

関東財務局長
第18号

平成9年7月22日 銀泉リスクソリューションズ株式会社

1010001014360

102-0074 東京都千代田区九段南３－７－１４

03-5226-2212

関東財務局長
第23号

平成9年9月30日 株式会社マルニックス

9010001029681

100-8088 東京都千代田区大手町１－４－２

03-3282-7900

関東財務局長
第26号

平成9年12月8日

6010401033963

107-0061 東京都港区北青山２－５－１

03-3497-8415

関東財務局長
第27号

平成9年12月10日 エルシージー株式会社

5011101003638

160-0023

関東財務局長
第29号

平成10年1月21日

6011101026002

107-6216 東京都港区赤坂９－７－１

03-6775-6100

関東財務局長
第42号

平成13年8月20日 ガイ カーペンター株式会社

7011101032081

107-6216 東京都港区赤坂９－７－１

03-6775-6800

関東財務局長
第45号

平成14年1月16日 エーオングループジャパン株式会社

4010001076646

100-0014

関東財務局長
第46号

平成14年5月20日

コーンズ・インシュアランス・ブロー
カーズ株式会社

9010401047028

105-0014 東京都港区芝３－５－５

03-6400-3745

関東財務局長
第48号

平成18年2月24日

ジャパン・リスク・スペシャリスト株
式会社

7010001094050

101-0052 東京都千代田区神田小川町１－７

03-6811-0960

関東財務局長
第49号

平成18年9月20日

Ｗｉｌｌｉｓ
会社

8010401060642

100-0011

東京都千代田区内幸町２－１－６日比谷
パークフロント１３階

03-6833-4602

関東財務局長
第50号

平成18年12月27日

アール・エム・コンサルティング株式
会社

9012401007192

183-0014 東京都府中市是政４－１－１－１００１

042-366-2012

関東財務局長
第51号

平成19年9月20日 三菱ケミカル物流株式会社

3010401028735

105-0012 東京都港区芝大門１－１－３０

03-5408-4500

関東財務局長
第53号

平成21年5月1日 ゴールドマン・サックス証券株式会社

9010401059056

106-6147

関東財務局長
第54号

平成21年8月28日

ＭＩＣ Ｒｉｓｋ
ｓ株式会社

1010001126817

101-0041 東京都千代田区神田須田町１－１

関東財務局長
第58号

平成23年1月26日

野村インシュアランス・ソリューショ
ン株式会社

8010001137411

100-0004

東京都千代田区大手町２－２－２
バンネット大手町ビル

アー

関東財務局長
第59号

平成24年2月1日 ＢＮＰパリバ証券株式会社

3010001135007

100-6740

東京都千代田区丸の内１－９－１
ントウキョウノースタワー

グラ

関東財務局長
第60号

平成24年6月27日 BofA証券株式会社

5010001030858

103-8230

東京都中央区日本橋１－４－１
一丁目三井ビルディング

関東財務局長
第61号

平成24年12月3日 JEIBジャパン株式会社

5010401102884

105-0001

東京都港区虎ノ門３－１４－１－５０５
パークコート虎ノ門愛宕タワー

関東財務局長
第62号

平成25年12月27日 株式会社Ｉ.Ｓ.Ｃ.ブローカーズ

6010001155836

103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１－９－２

03-6667-0349

関東財務局長
第63号

平成26年5月20日 クレディ・スイス証券株式会社

2010401059260

106-6024

東京都港区六本木１－６－１
ンタワー

03-4550-9000

関東財務局長
第65号

平成27年6月23日

7010001154597

103-0022 東京都中央区日本橋室町４－３－９

03-6262-5444

関東財務局長
第66号

平成27年9月9日 Ｍ＆Ｋコンサルタンツ株式会社

7010001130037

102-0073 東京都千代田区九段北１－１５－２

03-6272-9813

5010001166099

100-0014

関東財務局長
第67号

Ｉ＆Ｔリスクソリューションズ株式会
社

マーシュ ブローカー ジャパン株式会
社

Ｒｅ

Ｊａｐａｎ株式

Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

Ｓｕｍｉｄａ Ｂｒｏｋｅｒｓ ＆ Ｃｏ
ｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社

平成27年12月16日 株式会社Ｌ＆Ｏアクティベーション

１階

東京都新宿区西新宿６－１２－６－５０
２

東京都千代田区永田町２－１０－３
急キャピトルタワー１１階

東京都港区六本木６－１０－１
ヒルズ森タワー

東

六本木

047-406-5880

03-5339-7670

03-4589-4200

03-6437-1000
03-5297-5321

日本橋

泉ガーデ

東京都千代田区永田町２－１４－３
坂東急ビル１０階

赤

03-6838-3620
03-6377-2000
03-6225-7000
03-3431-5435

03-6273-3165

関東財務局長
第68号

平成28年4月5日 株式会社トリニティジャパン

9010401036897

105-0001 東京都港区虎ノ門５－１１－２

03-5405-3070

関東財務局長
第69号

平成28年5月1日 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

4010401068862

100-8206 東京都千代田区丸の内１－１－１

03-6777-8000

所管

東海財務局
【計3社】

近畿財務局
【計4社】

四国財務局
【計1社】

登録番号

登録年月日

保険仲立人名

法人番号

郵便番号

関東財務局長
第70号

平成28年5月30日

ＳＣ Ｇｌｏｂａｌ
株式会社

2020001115875

231-0002

関東財務局長
第71号

平成29年1月18日

株式会社サイモン・リインシュアラン
ス・ブローカーズ

7010401127244

104-0032 東京都中央区八丁堀４－１４－４

03-5510-4881

関東財務局長
第72号

平成29年8月18日 ウィルソンジャパン株式会社

2010401130839

104-0031 東京都中央区京橋２－１２－９

03-5579-9465

関東財務局長
第73号

平成29年11月2日 ＢＲＯＳ

1010401130328

106-0032

東京都港区六本木３－２－２ 六本木グ
ランドタワーレジデンス９０３号室

03-6441-3170

関東財務局長
第74号

平成30年12月26日

保険サービスシステムブローカー株式
会社

2011701013353

100-0006

東京都千代田区有楽町１－２－２
日比谷ビル１７階

03-3580-4373

関東財務局長
第75号

令和元年8月5日

テックインシュアランスブローカーズ
株式会社

6010001200575

102-0082

東京都千代田区一番町６－８
社ビル７階

関東財務局長
第76号

令和元年8月5日

株式会社グローバルリスクラボラト
リー

1010901043236

154-0011

東京都世田谷区上馬２－５－６
ンスビル３階

関東財務局長
第77号

令和元年9月9日 株式会社フィンプラネット

9011001127368

151-0053

東京都渋谷区代々木１－５７－２
ミ代々木２０５

関東財務局長
第78号

令和元年10月2日 株式会社ＡＳＳＥＴＳ

6020001057734

232-0061 神奈川県横浜市南区大岡１－１３－９

045-741-2288

関東財務局長
第79号

令和元年10月15日 ＵＢＳ証券株式会社

2010001139727

100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１

03-5208-6000

Ｂｒｏｋｅｒｓ

Ｂｒｏｋｅｒｓ株式会社

ＪＡＰＡＮ

本店等所在地

代表等電話番号

神奈川県横浜市中区海岸通４－２０－２
ＹＴ馬車道ビル

東宝

相模屋本
アドバ
ドル

東京都千代田区神田小川町２－４－１６
いちご神田小川町ビル６F

045-228-9160

03-4334-3118
03-6450-8902
03-6276-3558

関東財務局長
第81号

令和2年7月21日 ソニックソリューションズ株式会社

3010001119034

101-0052

関東財務局長
第82号

令和3年3月12日 株式会社さくらリスクソリューション

8290002030851

105-0001 東京都港区虎ノ門５－１１－１５

03-6373-0790

東海財務局長
第1号

平成9年3月17日 東海保険ブローカー株式会社

7180001044682

450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－３－１０

052-587-2500

東海財務局長
第3号

平成9年6月17日

豊通インシュアランスマネジメント株
式会社

4180001044818

453-6127

愛知県名古屋市中村区平池町４－６０－
１２

052-584-6334

東海財務局長
第5号

平成9年8月1日

株式会社コスモス・インシュアラン
ス・ブローカーズ

8180001045135

460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－１２－１０

052-212-0123

03-3518-0910

近畿財務局長
第2号

平成8年11月19日 株式会社アークインス

7140001070848

663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園２－１４－１８

0798-61-3290

近畿財務局長
第4号

平成9年7月25日 有限会社花城ディフェンシブサービス

4140002067276

665-0043 兵庫県宝塚市高松町７－１７

0797-74-5323

近畿財務局長
第5号

平成10年1月7日

株式会社甲南インシュアランスブロー
カーズ

6120001158514

571-0053 大阪府門真市泉町１－２８

06-6225-0111

近畿財務局長
第9号

平成30年6月20日 株式会社さくらジオサービス

160001005855

532-0003

四国財務局長
第1号

平成8年12月25日 株式会社日本総険

3470001003159

760-0025 香川県高松市サンポート２番１号

087-823-2850

平成8年9月30日 アームコンサルティング株式会社

2290001019975

812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街４－８

092-476-3311

平成9年12月1日 株式会社エヌアイビー

5290001018314

812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町１－３０

092-260-9102

福岡財務支局 福岡財務支局長
【計2社】
第2号
福岡財務支局長
第4号

大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１４番８
号 グランメール新大阪４０６号室

06-6393-5755

