
【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

東東京支店 浅草支社 プロテクト

東東京支店 浅草支社 ワイズエージェンシー

東東京支店 城東支社 モリケン保険サービス

北東京支店 新宿支社 株式会社プラウド

北東京支店 新宿支社 ユナイト

北東京支店 新宿支社 ＬＣ

北東京支店 池袋支社 いけしん保険エージェンシー

北東京支店 練馬支社 ＫＩ総合保険

南東京支店 日本橋第一支社 日火通商

西東京支店 立川第一支社 三栄

西東京支店 立川第二支社 グリーンライフ

西東京支店 府中支社 飯田保険事務所

西東京支店 府中支社 株式会社　ＴＬパートナーズ

西東京支店 吉祥寺支社 Ａ・Ｆ・Ｐ

西東京支店 八王子支社 八王子関根

横浜中央支店 横浜支社 トータルリスクサポート

横浜中央支店 横浜支社 ハートプラザ

横浜中央支店 横浜支社 アイ．ビー．エス

横浜中央支店 横須賀支社 三和保険事務所

横浜中央支店 港南支社 株式会社　クレスト保険

神奈川支店 厚木支社 セイン

神奈川支店 厚木支社 イノベイト

神奈川支店 藤沢支社 保険代理店ロイド

神奈川支店 平塚支社 宮下保険サービス

埼玉中央支店 さいたま支社 安田イマージュ

埼玉中央支店 さいたま支社 ワイズ・プランニング

埼玉中央支店 越谷支社 ネクスライフ

埼玉中央支店 越谷支社 保険ドクター

埼玉中央支店 越谷支社 有限会社　トータルプランニング

埼玉支店 所沢支社 トクシン

埼玉支店 秩父支社 （株）ライフライン

千葉支店 千葉支社 ほけん株式会社

千葉支店 千葉支社 （有）　日総保険企画

千葉支店 千葉支社 船橋保険事務所

千葉支店 千葉中央支社 京葉エ－ジェンシ－

千葉支店 千葉中央支社 ＣＳネットワーク

千葉支店 木更津支社 渡保険センター

千葉支店 木更津支社 大鳥ほけん

千葉支店 木更津支社 ほけんの栄輝

千葉西支店 柏支社 アシスト

千葉西支店 成田支社 北総エージェンシー

千葉西支店 成田支社 ファーストジャパン

札幌支店 札幌北支社 小池保険事務所



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

札幌支店 札幌北支社 エリサポ未来

札幌支店 札幌東支社 ナベックス

北北海道支店 旭川支社 ａｉｍ

北北海道支店 稚内支社 ほけんのアルファ

北北海道支店 岩見沢支社 インベストほけん

東北海道支店 釧路支社 （株）　トマト保険企画

東北海道支店 北見支社 株式会社ジャパン保険企画

東北海道支店 北見支社 総合保険北見

東北海道支店 北見支社 有限会社みどり

東北海道支店 北見支社 ティーケーコーポレーション

東北海道支店 北見支社 （株）　プロフィット

南北海道支店 函館支社 （株）エヌ・エー・クラスト

南北海道支店 函館支社 （有）　アイ・エス・アイ

南北海道支店 苫小牧支社 株式会社ＩＮＴ

南北海道支店 苫小牧支社 ほけんＧＵＩＤＥ

青森支店 青森支社 ＳＯＧＯ保険

青森支店 弘前支社 有限会社ＭＪ

青森支店 弘前支社 ひろさき損保

青森支店 弘前支社（五所川原営業所） 株式会社ミライズ

青森支店 弘前支社（五所川原営業所） あっぷる保険事務所

青森支店 八戸支社 株式会社フィールズ

岩手支店 盛岡支社 エイアンドビーアシスト

岩手支店 盛岡支社 トラスト保険盛岡

秋田支店 秋田支社 ジャパンファミリー

秋田支店 秋田支社 安田保険プランナー

秋田支店 大館支社 安田保険システム

秋田支店 横手支社 おおもり保険

秋田支店 横手支社 Ｋ．カスガ保険

秋田支店 横手支社 秋南保険

仙台支店 仙台支社 Ｓ　ｓｕｐｐｏｒｔ

仙台支店 仙台中央支社 ほけん相談室ウィル

仙台支店 仙台中央支社 トラストプラス

仙台支店 古川支社 ぷらっとライフ

仙台支店 気仙沼支社 （株）東北安田

山形支店 山形支社 ライフバンク保険やまがた

山形支店 山形支社 ジャパン保険企画

山形支店 山形支社 ライフライン保険

山形支店 山形支社 （有）コマツコーポレーション

山形支店 米沢支社 ジャパントップエージェント

山形支店 庄内支社 トータル保険

山形支店 庄内支社 （有）　荘内保険

福島支店 郡山支社 ジャパンライフプランナーズ

福島支店 郡山支社 ライフステーション



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

福島支店 郡山支社 ファーストアベニュー株式会社

福島支店 郡山支社 チェリーほけん

福島支店 会津支社 石崎保険事務所

福島支店 会津支社 スマイル保険企画

福島支店 いわき支社 いわき保険センター

福島支店 いわき支社 シンヤ

茨城支店 水戸第二支社 おおぞら保険

茨城支店 水戸第二支社 株式会社　ハートフルライフ

茨城支店 鹿島支社 ウィズアイ保険

茨城支店 鹿島支社 ほけんのひまわり

茨城南支店 つくば支社 ほけんサポートつくば

茨城南支店 つくば支社 オレンジほけん

茨城南支店 つくば支社 保険のみらい

茨城南支店 土浦支社 ひまわり保険事務所

茨城南支店 土浦支社 ほけんプラザ県南

茨城南支店 土浦支社 昭和総合保険

茨城南支店 県西支社 並木保険企画

茨城南支店 県西支社 三友企画

栃木支店 宇都宮中央支社 ＳＯＭＰＯベストパーク

栃木支店 宇都宮中央支社（大田原営業所） ＰＥＡＣＥ保険

栃木支店 宇都宮中央支社（大田原営業所） 株式会社保険サポート

栃木支店 足利支社 株式会社両毛保険企画

栃木支店 足利支社 共立保険　株式会社

群馬支店 前橋支社 株式会社ライフプラネット

群馬支店 前橋支社 有限会社　寿々沢

群馬支店 前橋中央支社 Ｗ総合保険

群馬支店 前橋中央支社 株式会社　中央ビジネス

群馬支店 高崎支社 光保険サービス株式会社

群馬支店 高崎支社 株式会社ボルテックスピース

群馬支店 太田支社 ＴＫ保険サービス

群馬支店 太田支社 コアライフイノベーション

新潟支店 新潟中央支社 株式会社ＮｅＷＳ

長岡支店 長岡支社 ファイナンシャルエキスパート

長岡支店 魚沼支社 十日町保険センター

長岡支店 魚沼支社 魚沼総合保険サービス

長岡支店 上越支社 保険のブレインズ

長岡支店 上越支社 高田寺町

長岡支店 上越支社 株式会社エムプラス

長野支店 長野支社 株式会社　イフ・ジャパン

長野支店 松本支社 アライブ

長野支店 松本支社 ジュネス

長野支店 上田佐久支社 アカハネ保険事務所

長野支店 諏訪支社 アストのほけん



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

長野支店 諏訪支社 クレバ－保険企画

長野支店 諏訪支社 保険未来２１

山梨支店 法人支社 マネ－ジメント企画

山梨支店 法人支社 株式会社サンワライフ保険

山梨支店 甲府支社 保険ガイド

山梨支店 甲府支社 株式会社　保険ドリーム

山梨支店 富士吉田支社 河野保険事務所

山梨支店 富士吉田支社 丸久

山梨支店 富士吉田支社 株式会社　大信ベスト

金沢支店 金沢第一支社 トップ保険

金沢支店 小松支社 プロサポート

富山支店 富山支社 大洋保険サ－ビス

富山支店 高岡支社 株式会社　中島保険事務所

富山支店 魚津支社 （株）佐々木総合保険

福井支店 福井支社 保険のたけうち

福井支店 福井支社 株式会社ケーユー

福井支店 武生支社 （株）マネジメント東信

福井支店 武生支社 （有）　サカシタ保険

福井支店 武生支社 （有）　浜野総合保険

福井支店 武生支社 スカイ総合保険株式会社

福井支店 敦賀支社 ファースト保険企画

静岡支店 東部第一支社 株式会社みらいほけん

静岡支店 清水支社 ナカタニ

浜松支店 浜松支社 （株）石野リスクコンサルタント

浜松支店 浜松中央支社 ファミリーハーツ

浜松支店 磐田支社 （株）保険パートナー

名古屋支店 名古屋南支社 Ｊ保険プランニング

名古屋支店 名古屋南支社 俊博保険企画

名古屋支店 名古屋南支社 タイセイ

名古屋支店 名古屋南支社 大起商事

名古屋支店 名古屋東支社 株式会社ＲＣＪ

名古屋支店 一宮支社 三和コンサルティング

名古屋支店 一宮支社 中央ジャパン

名古屋支店 一宮支社 一宮保険企画

名古屋支店 春日井支社 ネクサ　株式会社

名古屋支店 半田支社 （株）マルゼングループ

愛知東支店 豊橋支社 フレイズ

愛知東支店 豊橋支社 保険代理店ＬＩＢ

愛知東支店 安城支社 株式会社アシスト

岐阜支店 高山支社 国府ＪＡＰＡＮ株式会社

岐阜支店 高山支社 Ｍｉｒａｉ　Ｐｏｒｔ　株式会社

岐阜支店 高山支社 保険タイム株式会社

岐阜支店 美濃加茂支社 保険あらいぶ



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

岐阜中央支店 岐阜第一支社 ミット総合保険

岐阜中央支店 岐阜第一支社 ジャパン保険相談センタ－

岐阜中央支店 大垣支社 アイ．エーファイン

岐阜中央支店 大垣支社 株式会社　あんしん保険事務所

三重支店 四日市支社 保険のミライト

三重支店 四日市支社 株式会社　ライラック

三重支店 津支社 伊賀安田

三重支店 松阪支社（伊勢営業所） （株）神都ＬＩＦＥパートナーズ

三重支店 鈴鹿支社 オールマイティープランニング

大阪北支店 本町支社 株式会社Ｍ・Ｉ・Ｇ

大阪北支店 本町支社 ライフガードジャパン

大阪北支店 本町支社 モストコンサルティング

大阪北支店 千里支社 シーアンドエム

大阪北支店 千里支社 有限会社ブレインズ

大阪北支店 京阪支社（枚方営業所） 株式会社イデアルハーモニー

大阪南支店 難波支社 保険ラボ

大阪南支店 難波支社 株式会社　創志保険

大阪南支店 堺支社 みんなの保険社

大阪南支店 堺支社 さくら総合保険株式会社

大阪南支店 堺中央支社 株式会社　豊総合保険事務所

大阪南支店 堺中央支社 株式会社　保険グルーヴ

大阪南支店 藤井寺支社 ひまわり保険企画

大阪南支店 藤井寺支社 株式会社クローバー

大阪南支店 岸和田支社 寺尾総合保険事務所

大阪南支店 岸和田支社 プラス企画

大阪南支店 岸和田支社 （株）泉州保険

兵庫支店 姫路支社 あぶらだ保険

兵庫支店 明石支社 株式会社ハマソー保険

兵庫支店 中兵庫支社 保険の夢工房

京都支店 京都支社 みらいふ

京都支店 京都南支社 株式会社ＴＳコンサルティング

滋賀支店 滋賀支社 株式会社ほけん屋ｍｙｄｏ

滋賀支店 滋賀支社 アペックスグロウ株式会社

滋賀支店 彦根支社 （有）山田保険事務所

奈良支店 橿原支社 株式会社　ライフコート

奈良支店 橿原支社 株式会社　清光

和歌山支店 和歌山支社 ほけんのエミノワ

和歌山支店 和歌山支社 有限会社　アイニス

和歌山支店 田辺支社 グッドワン保険

広島支店 広島第一支社 ワイズ

広島支店 広島第二支社 オフィス・サンリバー

広島支店 福山支社 アルファ保険サービス

広島支店 福山支社 北川保険センタ－



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

広島支店 福山支社 ほけんＴｅａｍ未来

広島支店 福山中央支社 株式会社　サンエム

広島支店 尾道支社 株式会社　トラスト

山陰支店 松江支社 アップル保険

山陰支店 松江支社 藤田総合保険事務所

山陰支店 松江支社（浜田営業所） 保険ショップ

山陰支店 米子支社 プラスサポート

山口支店 山口支社 ㈱ピース・プランニング

山口支店 山口支社 総合保険センター

山口支店 下関支社 トータル保険サポート

山口支店 下関支社 みらいリンク

山口支店 宇部支社 （有）ネクスト保険企画

山口支店 徳山支社 きらりほけん

岡山支店 法人支社 笠原損害保険

岡山支店 岡山支社 やまもと総合保険事務所

岡山支店 岡山支社 マイルストーン株式会社

岡山支店 岡山中央支社 ＳＪサンヨー

岡山支店 倉敷支社 保険のアイビー株式会社

岡山支店 倉敷支社 （株）ランクアップジャパン

岡山支店 倉敷支社 ほけんのアス・ガード

岡山支店 倉敷支社 ファイン

岡山支店 倉敷中央支社 プログレス

高松支店 高松第一支社 サンプライズ

高松支店 丸亀支社 リリーブユウ（株）

徳島支店 徳島支社 トータルジャパン

愛媛支店 松山支社 株式会社　保険のトップライン

愛媛支店 松山支社（今治中央営業所） 有限会社フレンズ保険事務所

愛媛支店 松山支社（今治中央営業所） 有限会社　今井保険事務所

愛媛支店 松山中央支社 愛媛ライフ保険

愛媛支店 松山中央支社（宇和島営業所） ライフパートナー　Ｌｏｇｉｃ

愛媛支店 松山中央支社（宇和島営業所） Ｋプランニング

愛媛支店 新居浜支社 有）エリア・サポート・プロ愛媛

愛媛支店 新居浜支社 ＵＰ総合保険

高知支店 高知支社 リスクマネージメント

福岡中央支店 福岡第一支社 （株）三友アンブレラ

福岡中央支店 福岡第一支社 株式会社クローバー保険

福岡中央支店 福岡第一支社 （株）西日本総合保険

福岡中央支店 福岡第一支社 （有）　大石保険事務所

福岡中央支店 福岡第一支社 リスコン

福岡中央支店 福岡第二支社 あおぞら保険

福岡中央支店 福岡第二支社 ひまわり保険サービス

福岡中央支店 福岡第二支社 有限会社Ｊトップ大和

福岡中央支店 福岡第二支社 （有）大神・榎田保険事務所



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

北九州支店 小倉支社 コレクトジャパン

北九州支店 小倉支社 総合保険プランニング

北九州支店 小倉支社 総合保険グッドライフ

北九州支店 小倉支社 株式会社　Ｂ．Ｉ．Ｃ．

北九州支店 八幡支社 おひらき保険センター

北九州支店 八幡支社 （株）フレンド・シップ

北九州支店 八幡支社 株式会社総和

北九州支店 八幡支社 株式会社　タスク

北九州支店 八幡支社 有限会社　わいど保険

北九州支店 八幡支社 保険のフジコウ

北九州支店 飯塚支社 ライヴ

北九州支店 飯塚支社 松山保険事務所

北九州支店 飯塚支社 保険ショップあんしん

北九州支店 飯塚支社 株式会社　三協保険

久留米支店 久留米支社 樋口保険本社

久留米支店 久留米中央支社 株式会社アイ・ソリューション

久留米支店 大牟田支社 セイワ保険

佐賀支店 佐賀支社 ライフネクスト

佐賀支店 佐賀支社 ＭＫオフィス（株）

長崎支店 佐世保支社 プライアント保険

長崎支店 佐世保支社 Ｂ・Ｉ・Ｓ

長崎支店 諌早支社 株式会社　未来

長崎支店 諌早支社 株式会社　上田保険ＮＳＰ

長崎支店 諌早支社 ライズワン

熊本支店 熊本第一支社 やまが総合保険株式会社

熊本支店 熊本第二支社 有限会社ひまわり総合保険企画

熊本支店 熊本第三支社 株式会社サンエス

大分支店 大分支社 オリエント保険サ－ビス

大分支店 大分支社 株式会社ビサイド

大分支店 大分支社 （株）　ユニライズ

大分支店 別大支社 株式会社トータルライフサポート

大分支店 中津支社 原田保険事務所

宮崎支店 宮崎支社 アトス

宮崎支店 宮崎支社 サンエイ保険

宮崎支店 宮崎支社 ＧＩＧＡ

宮崎支店 宮崎支社 アシスト

宮崎支店 都城支社 ジパング

宮崎支店 都城支社 エフピーエム

宮崎支店 都城支社 ライフガード

宮崎支店 延岡支社 太陽保険サ－ビス

宮崎支店 延岡支社 トライデント

宮崎支店 延岡支社 ファイブスター

宮崎支店 延岡支社 みやざき保険



【ＪＳＡ中核会】 ＭＶＰ ２０２１ 入賞代理店

部店 担当店 代理店名

鹿児島支店 鹿児島支社 プログレス

鹿児島支店 鹿児島支社 おさい損保

鹿児島支店 鹿児島支社 スクラム

鹿児島支店 鹿児島支社 絆ジャパン鹿児島

鹿児島支店 鹿児島支社 サザンリンク株式会社

鹿児島支店 薩摩川内支社 株式会社ＩＧＫほけん

鹿児島支店 薩摩川内支社 ミクライフ

鹿児島支店 薩摩川内支社 （株）プロ保険サツマ

鹿児島支店 薩摩川内支社 さつま

鹿児島支店 鹿屋支社 鹿児島総合

鹿児島支店 鹿屋支社 有限会社　福永保険事務所

鹿児島支店 奄美大島支社 マークミリオン

沖縄支店 那覇支社 総合保険ジャスト

沖縄支店 那覇支社 ソンポコンサルタントジャパン


