
【 水戸市 】　 【日立市 】　
・（株）東海日動パートナーズ茨城 神岡　一 ・Ｏ・Ⅰ・Ｐ 大島　洋幸
・（株）カホク 安　　 正留 ・樫村総合保険事務所 樫村　博正
★（有）保険クリエイト 平野　雅彦 ★（有）ヒタチ保険サービスセンター 佐藤　洋子
・茨城サトウ保険事務所 佐藤　宏幸 ・（株）Ⅰ・Ｏ・Ｍ 半澤　眞
・（株）センチュリー総合サービス 田山　忠男 ・（有）プランニングパーク 齋藤　純俊
・（有）保険プラネット 鈴木　由貴 ・（有）アドバイス 和田　博巳
★（有）クレスト 鈴木　謙壽 ・星総合保険事務所 須藤　瑞恵
★茨城保険販売（株） 小室　能夫 ・(有)日立鈴木 鈴木　秀寛
・（有）保険プロ茨城 河合　晴弘 ・あんしん保険サービス 鴨志田　隆男
・（株）久信田運送 久信田　秀一 ・(有)かみね保険事務所 高島　章行
・（有）エスビーコンサルタント 下山田　達司 ・アイプロ 高橋　勝美
・（有）田所保険企画 田所　祐次 【 北茨城市 】
★㈱島根総合保険 島根　昌明 ★（有）ホシ保険事務所 星　　仁
・石神　秀敏 石神　秀敏 ・（有）安嶋保険事務所 安嶋　裕子
・（有）ナカノ保険事務所 中野　信義 ・（株）トワ・エ・モア由和保険事務所 安齋　芳男
・（有）アーバンリミックス大津総合 大津　隆公 ・ (有) アイ・エス・ジー 椎名　好文

保険事務所 【 常陸太田市 】
・あすなろ保険センター 鈴木　直幹 ★（有）はぎ保険設計サービス 萩庭　壽男
・（有）トヨダ　アイ・エス 豊田　清 ・システムライフ 金沢　次男
★（有）保補屋 中村　幸夫 【 常陸大宮市 】
・（株）保補屋 鳥羽田　修 ・（有）日火関東保険企画 檜山　重一
★（有）ユニ保険センター 小沼　弘幸 ★小林保険事務所(株） 小林　廣
・（株）豊田興産 豊田　治 ・オザワ保険事務所㈱ 小澤　敏彦
・（株）トレジャー保険 山口　喜清 ・㈲エポックス 野上　隆
・（有）金沢保険事務所 金沢　泰義 ・㈱蕯郷フォレスト 河野　克典
・緑岡保険事務所 大部　富士男 【 ひたちなか市 】
・（株）根岸総合保険 根岸　清実 ・鬼塚損害保険事務所 鬼塚　政秋
・（有）オフィスユアサ 湯浅　誠 ・（有）勝田大谷商事 大谷　康夫
・日火商事（有） 黒羽　博之 ★TR保険 寺門　亮一
・平野保険 平野　文規 ★（有）保険工房常陸 島貫　俊二
★（株）アイエスプラン 伊藤　一也 【 那珂市 】
・新和自動車工業（株） 尾又　英敏 ・（有）常陸総合保険 前川　英俊
・大恵保険サービス 大久保　恵子 【 小美玉市 】
★㈱トップビジョン１０２ 齋藤　龍哉 ・ＤＲＰネットワーク（株） 津島　信一
・（株）茨城総合サービス 田坂　博 ・新堀保険 新堀　直世
★本多保険事務所 本多　久男 ★（株）おがわ 小川　栄治
・（有）ジャパン保険 丸山　剛毅 【 茨城町 】
・（株）ビジネスライク 君島　利男 ・竹内保険事務所 竹内　純一
★（株）スイユウ 石川　雅晴 ・（株）長津 長津　治男
・（有）プライマリー総合保険 吉澤　智樹 【 大子町 】
・（有）ＭＵＧＥＮ 飛田　俊弘 ・（有）ヒタチ総合保険事務所 菊池　守
・（株）ⅠＦＰ 宮田　久雄 ・上小川ライフサービス 神長　孝幸
・(有)ライフ＆リスクコンサルティング 江戸　康範 【 笠間市 】
・（株）高倉保険事務所 高倉　瑞郎 ★KMライフ 小沼　茂文
★（株）サンユー保険事務所 照沼　彰一 ・（株）ひまわり総合保険 本間　令子

★ハートフル総合保険 金田　秀樹
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【 土浦市 】 【 牛久市 】
・（株）協栄エイアンドアイ 吉田　潔 ・半田損害保険事務所 半田　利明
・（株）本田 本田　誠 ・（有）関東総合保険 小森　聡
★（有）ほけんプラザ県南 小張　孝太 ・（株）オフィス 市川 市川　輝雄
★（有）アイガード 櫻井　保司 ・大山県南保険 大山　健一
・（有）土浦高野保険センター 高野　典昭 ・アトム 泉　　孝一
・（有）ケアード保険工房 本田　健治 【 取手市 】
★（有）ヤマグチ保険サービス 山口　史男 ・山王代理店 赤羽　直一
・（有）あんしん 岡田　稔 ・なかむら総合サービス 中村　光芳
・栗田保険事務所 栗田　道夫 ・アベエージェントサービス 阿部　直樹
・(有)三井エージェンシー 木村　雅晴 ・（有）海老原事務所 海老原　和代
・茨城エージェントオフィス㈱ 矢口　千恵 ・ (有)取手保険企画 篠田　巧
【 石岡市 】 【 龍ヶ崎市 】　
★（有）リリーフ 林　　 勇司 ★（株）ノブレス 信嶋　貞男
★（株）ガレージミナミ 田村　正夫 ・日本綜合保険事務所 佐久間　勇人
・（有）ティ・エフ・ホケンセンター 藤枝　剛 ・（有）トゥルーハート 高山　浩一
・（有）石岡総合保険 山口　政登 ・（有）助川保険サービス 助川　謙二
・（有）ひまわり保険事務所 鈴木　優子 ・オートボディ寺崎 寺崎　貴一
・（有）石岡安田保険センター 小吹　勇 ・（株）アクト 小林　武司
・（株）宇都宮保険事務所 小沼　俊雄 【 稲敷市 】　
【 つくば市 】 ★（有）小林保険事務所 小林　澄男
★細田保険事務所 細田　憲男 ★（有）根本保険事務所 根本　治
★学園総合保険（株） 飯島　俊治 ・（株）野口自動車 野口　善徳
・（株）サンスイ 広本　羊一 【 かすみがうら市 】　
・（有）県南総合保険センター 楢戸　憲一 ★（株）プラス 松永　雅雄
★（株）ほけんサポートつくば 川崎　庄一 ・（株）萩原自動車 萩原　裕之
★（有）サカタ企画 坂田　代志廣 【 守谷市 】　
・総合保険事務所インシュランス 土屋　和幸 ・服部総合保険 服部　和彦

アソシエーツ ・（有）アイピー安井 安井　京
・（株）ロゥズ保険サービス 山口　貴久 ・（株）保険引受センター 鈴木　雄大
・（有）ハース 増田　剛也 【 阿見町 】　
・（有）スリーエスネット 根本　好徳 ★（有）ニューエービック 高橋　昇
・Ⅰ・サポートサービス 深澤　寿子 ★（有）昭和総合保険 千葉　正
★（有）土田保険事務所 土田　和範 ・みんなの保険㈱ 廣瀬　優
・（株）パワフルエージェント 田中　仁視 【小美玉市　】

・㈱あいおいサポートエージェンシー 矢口　健一 ・（有）坂本保険サービス 坂本　享
・（株）つくば相続センター 鯨井　規功 【 つくばみらい市 】　
・（有）ライフアドバンス 石川　博之 ・㈱中央タウン企画 上床　篤
・つくば保険サービス 秋場　忠雄
・つくば総合保険 白石　哲也
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県西支部 鹿行支部
【 古河市 】　 【 潮来市 】
★（有）並木保険企画 並木　義雄 ★（有）中村　 中村　義照
★（有）パートナーズ 久野　茂 ・（有）ウィズアイ 石田　洋
★（有）ヤマザキ保険企画 山崎　まゆみ ★（有）せきぐち総合サービス 関口　明広
★（株）アイミック 渡辺　幸男 ・仲田保険事務所 仲田　清実
・（有）カインズ保険 斉藤　訓 ・Ｋクラフト（株） 栢葉　雅洋
★（有）ウツギ保険事務所 宇都木　せつ子 ・（株）Ｔ＆Ｆ企画 高寺　秀雄
・(有)なみき保険サービス 並木　和彦
★（有）ティ・アイ・エス 山下　貴広 【 鹿嶋市 】　
・（有）茂木保険企画 茂木　任司 ★（有）アトリス鳥次保険 鳥次　芳郎
・（株）トライ 今泉　克夫 　　　　　　　　　　　サービスセンター

・（株）アクセス 野口　豊 ・高田自動車工業所　 高田　平三
・なかがわ保険事務所 中川　秀夫 ・（有）カーライフ野口 野口　武雄
・㈱柳保険事務所 柳　高志 ・（株）スマイルライフ 岡田　依子
★小林　ゆかり 小林　ゆかり ・リスクマネジメント　セオ 瀬尾　茂
【 筑西市 】　 ★（有）ウイング二十一総合 張磨　時彦
★あんしんページ 広瀬　健司 　　　　　　　　　　　保険センター

・深見保険企画 深見　裕司 ・安心ライフネットワーク 木滝　正榮
・ときのや損保 時野野　貞夫 ・(有)保険サービス 田塚　実
★（有）アルファブリッジ 堀江　和彦 ・(有)ケイツーフィナンシャル 石川　幸一
・（株）Ｉ・Ａプロジェクト 岡田　好博 　　　　　　　　　　　　サービス

・（有）あんしんライフ２４ 福島　拓也
★（有）ＵＭＳ保険サポート 植木　定男 【 神栖市 】　
・（株）スマイル 仁平　光男 ★平和保険センター 中川　英樹
・（株）愛保険工房 石川　静夫 ★（有）港南保険事務所 今郡　英治
・アルヴェ・テイクワン 武井　光輝 ★（有）田谷総合保険事務所 田谷　清治
・(有)Ｒise＆rise 青木　一徳 ・星野茨城保険事務所 星野　克彦
・（株）三愛保険 藤間　守 ･ （株）やまてつ 山本　正之
・（株）ＬａＬａ　Ｌｉｆｅ 山本　剛志
【 坂東市 】　 【 鉾田市 】　
★（株）三井総合 吉田　輝雄 ・（株）アイエス 飯島　義紀
★（有）岩井安田保険企画 倉持　萬吉 ★（有）伊原保険事務所 伊原　義則
・（有）ばんどう保険サービス 染谷　茂 ・日向寺総合保険事務所 日向寺　護
・（株）アシスト 中山　恭一郎
【 下妻市 】 【 水戸市 】　
★秀華保険 塙　一仁 ・（株）カクア保険サービス 川崎　泰三
・（有）ギブアンドギブ 大和田　英雄
・（株）アスリード 門井　勤 【 行方市 】　
【 桜川市 】 ★栗原モータース 栗原　繁
・（有）保険の鈴木 鈴木　昭三 ★（有）根本保険事務所 根本　忠良
・(有)プロテクト 橋本　輝男
【 境町 】　 【 千葉県香取市 】　
★（有）平井自動車 平井　俊行 ・山田保険 山田　宏一
・ティアイエージェンシー 石塚　哲也
・マナカ保険サービス 間中　秀則
【 八千代町 】　
★（有）柴保険事務所 柴　秀彦
・（有）アーネストライフ 高塚　茂代
【 土浦市 】　
・(有)スマイル総合保険 高瀬　淑乃
【 常総市 】　
・アキバ保険サービス 秋葉　吉正
【 結城市 】　
・(有)オフィスＡＢＣ 石塚　繁幸
【 栃木県下都賀郡 】　
・（株）タクト 金井　勇 平成24年4月30日　現在
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