
自賠責に加入しないで
運転すると…

日本損害保険協会・外国損害保険協会・JA共済 ［後援］   国土交通省
こくみん共済 coop〈全労済〉・全自共・交協連

自賠責保険・共済取扱い損保会社
および共済組合の連絡先一覧は、
左記QRコードをご確認ください。

入ってますか?入ってますか?

切れてませんか！？ あなたのバイク

自賠責は、損保会社・共済組合やバイクの販売店などの
代理店でも加入できます。また、一部のコンビニや郵便
局、インターネットでも加入できる場合があります。

死亡 3,000万円
傷害 120万円
後遺障害 75～4,000万円
（等級による）

  自賠責とは？
　交通事故は年間約31万件発生しています。交通事故による死傷者は約36万人に
のぼり、1日に約990人の方が死傷していることになります。万一の交通事故の際の
基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に、自動車損害
賠償責任保険・共済（自賠責）への加入が法律で義務付けられています。
　また、フォークリフトなどの小型特殊自動車（農耕作業用を除く）についても、公道を
一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

  補償内容は？
　被害者1名についての支払限度額は
右のとおりです。
　自賠責は、他人を死傷させた際の対
人賠償についてのみ補償する保険です。
対物賠償や運転者自身のケガ等は補
償されませんのでご注意ください。

  保険料・共済掛金は？
　継続漏れを防ぐためにも、なるべく長い契約期間をお選びください。

2022年7月現在

1年以下の懲役 または
50万円以下の罰金

（自賠法第86条の3）

違反点数6点 ▶ 免許停止 処分等
（道路交通法第103条、第108条の33） 

自  賠  責

年

7月

4

有効期限は
ステッカーで
確認！　

◎ステッカーは、満期年ごとに色が異なります。
◎250cc以下のバイク（原動機付自転車を含む）は
　ステッカーの貼付が義務付けられています。

早めの継続
手続きを！

手続きはカンタン
です 　 ！わんっ

満 期 年 月

13,980円

12,300円

10,590円

8,850円

7,070円

60か月

48か月

36か月

24か月

12か月

5,710円

5,620円

5,530円

5,440円

5,350円

5,710円

5,620円

5,530円

5,440円

5,350円

5,710円

5,620円

5,530円

5,440円

5,350円

本　土 本土離島

原動機付自転車（125cc 以下）

沖縄本島 沖縄離島契約期間

車種

注） 原動機付自転車以外の車種の保険料・共済掛金については、損害保険会社・
共済協同組合にお問い合わせください。

にに自賠責
自  賠  責

年

7月
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
茨城支店

〒310-0803
茨城県水戸市城南3-11-14
TEL：029-224-2402
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
茨城支店

〒310-0805
茨城県水戸市中央2-6-29（富士火災水戸ビル）
TEL：029-224-5505
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
東関東支店 水戸支社

〒310-0803
茨城県水戸市城南2-12-8（水戸共栄火災ビル5階）
TEL：029-224-3669
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
水戸支社

〒310-0062
茨城県水戸市大町1-2-40（朝日生命水戸ビル2階）
TEL：029-221-5828
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
茨城支店

〒310-0015
茨城県水戸市宮町1-3-41（水戸ノースフロント8階）
TEL：029-233-9200
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
水戸サービス支店

〒310-0805
茨城県水戸市中央1-1-7（日新火災水戸ビル2階）
TEL：029-221-9125
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
東京支店

〒141-8679
東京都品川区北品川6-7-29（ガーデンシティ品川御殿山）
TEL：03-6364-7070
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 茨城県支部

〒310-0801
茨城県水戸市桜川2-2-35（茨城県火災共済協同組合内）
TEL：029-226-5191
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
関東交通共済協同組合

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-20
TEL：03-5337-1750
URL：http://www.kankokyo.or.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 茨城県版



楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
北関東支店

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5（ソニックシティビル）
TEL：048-644-1233
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/　

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 栃木県支部

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り3-1-17（大津屋ビル5階）
TEL：028-639-2441
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
関東交通共済協同組合

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-20
TEL：03-5337-1750
URL：http://www.kankokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
栃木支店

〒320-0821
栃木県宇都宮市一条3-1-19
TEL：028-635-6601
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
宇都宮支店

〒320-0807
栃木県宇都宮市松が峰1-3-15（富士火災宇都宮ビル）
TEL：028-346-4100
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中央支店 宇都宮支社

〒320-0027
栃木県宇都宮市塙田4-2-15（JA共済連栃木ビル1階）
TEL：028-616-1223
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
宇都宮支社

〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り2-2-3（明治安田生命宇都宮大工町ビル2階）
TEL：028-633-3254
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
栃木支店

〒320-8511
栃木県宇都宮市馬場通り4-1-1（うつのみや表参道スクエア8階）
TEL：028-600-7121
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
宇都宮サービス支店

〒320-0815
栃木県宇都宮市中河原町1-24（日新火災宇都宮ビル2階）
TEL：028-635-1571
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 栃木県版



あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
群馬支店

〒370-0071
群馬県高崎市小八木町895
TEL：027-361-3621
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
群馬支店

〒371-0805
群馬県前橋市南町3-9-5（大同生命前橋ビル）
TEL：027-223-5771
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中央支店 前橋支社

〒379-2147
群馬県前橋市亀里町1310（JAビル8階）
TEL：027-265-7180
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
桐生支社

〒376-0021
群馬県桐生市巴町2-1890-18（サンフィールド巴町ビル1階）
TEL：0277-43-6100
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
群馬支店

〒371-0023
群馬県前橋市本町2-13-11（前橋センタービル2階）
TEL：027-235-7711
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
群馬サービス支店

〒371-0023
群馬県前橋市本町2-4-3（日新火災前橋ビル3階）
TEL：027-224-3622
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
北関東支店

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5（ソニックシティビル）
TEL：048-644-1233
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 群馬県支部

〒371-0841
群馬県前橋市石倉町4-9-10 （ぐんま共済協同組合内）
TEL：027-254-3425
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
関東交通共済協同組合

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-20
TEL：03-5337-1750
URL：http://www.kankokyo.or.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 群馬県版



あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
埼玉支店

〒338-8557
埼玉県さいたま市中央区上落合1-12-16
TEL：048-855-5916
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
埼玉支店

〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町3-54（富士火災大宮ビル）
TEL：048-641-4050
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
中央支店 さいたま第一支社

〒330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2（JA共済埼玉ビル8階）
TEL：048-649-3296
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
西関東支店

〒330-0801
埼玉県さいたま市大宮区土手町2-15-1（小島MNビル7階）
TEL：048-642-4103
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
埼玉中央支店 さいたま支社

〒330-9515
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17（シーノ大宮サウスウイング10階）
TEL：048-650-8378
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
埼玉中央サービス支店

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6（大宮センタービル7階）
TEL：048-633-0070
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
北関東支店

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5（ソニックシティビル）
TEL：048-644-1233
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 埼玉県支部

〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-24（大宮GSビル2階）
TEL：048-641-8204
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
関東交通共済協同組合

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-20
TEL：03-5337-1750
URL：http://www.kankokyo.or.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 埼玉県版



あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
千葉支店

〒260-0032
千葉県千葉市中央区登戸1-21-8
TEL：043-245-6103
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
千葉支店

〒261-7120
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1（ワールドビジネスガーデン マリブイースト）
TEL：043-350-3170
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
東関東支店 千葉支社

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町18-10（千葉第一生命ビル7階）
TEL：043-244-2651
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
東関東支店

〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港14-2（セコム千葉ビル3階）
TEL：043-302-0821
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
千葉支店

〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉1-4-3（WESTRIO千葉フコク生命ビル11階）
TEL：043-301-7710
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
千葉サービス支店

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町24-9（千葉ウエストビル7階）
TEL：043-244-0521
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
東京支店

〒141-8679
東京都品川区北品川6-7-29（ガーデンシティ品川御殿山）
TEL：03-6364-7070
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 千葉県支部

〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-22-2（千葉中央駅前ビル6階）
TEL：043-224-5222
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
関東交通共済協同組合

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-20
TEL：03-5337-1750
URL：http://www.kankokyo.or.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 千葉県版



楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
東京支店

〒141-8679
東京都品川区北品川6-7-29（ガーデンシティ品川御殿山）
TEL：03-6364-7070
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 東京事業本部

〒135-0063
東京都江東区有明3-5-7（TOC有明イーストタワー7階）
TEL：03-5962-4300
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
関東交通共済協同組合

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-21-20
TEL：03-5337-1750
URL：http://www.kankokyo.or.jp/

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
（カスタマーセンター）

〒150-8488
東京都渋谷区恵比寿1-28-1
フリーダイヤル：0120-395-101
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
東京中央支店

〒163-0814
東京都新宿区西新宿2-4-1（新宿NSビル）
TEL：03-6894-6010
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
京浜支店 新橋支社

〒105-8604
東京都港区新橋1-18-6
TEL：03-3504-1431
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
本店

〒102-8645
東京都千代田区平河町2-6-2（セコム損保ビル）
TEL：03-5216-6111
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
本店

〒100-8050
東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー )
TEL：03-3212-6211
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
東京中央支店

〒101-8329
東京都千代田区神田駿河台2-3
TEL：03-5282-5550
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 東京都版



あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
横浜支店

〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町5-48
TEL：045-662-8845
URL：https://www.aioinissaydowa.co.jp/

AIG損害保険株式会社 
横浜支店

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19（富士火災横浜ビル）
TEL：045-471-7541
URL：https://www.aig.co.jp/sonpo

共栄火災海上保険株式会社 
京浜支店 横浜支社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-19（プライム新横浜ビル5階）
TEL：045-475-0353
URL：https://www.kyoeikasai.co.jp/

セコム損害保険株式会社 
神奈川支店

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-39（日総第5ビル5階）
TEL：045-412-5850
URL：https://www.secom-sonpo.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社 
本社

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL：03-3349-3111
URL：https://www.sompo-japan.co.jp/

東京海上日動火災保険株式会社 
横浜中央支店

〒220-8565
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-4（みなとみらいビジネススクエア6階）
TEL：045-224-3500
URL：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

日新火災海上保険株式会社 
横浜サービス支店

〒231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通5-72（日新火災横浜ビル4階）
TEL：045-633-5291
URL：https://www.nisshinfire.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 
お客さまデスク

〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台 （三井住友海上 駿河台ビル）
フリーダイヤル：0120-632-277

楽天損害保険株式会社 
自賠責事務オフィス

〒790-0003
愛媛県松山市三番町4-7-2（グランディア三番町ビル）
フリーダイヤル：0120-695-605
URL：https://www.rakuten-sonpo.co.jp/

Chubb損害保険株式会社 
神奈川支店

〒220-8144
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）
TEL：045-683-3600
URL：https://www.chubb.com/jp

ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド 
東京支店

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1（エステック情報ビル22階）
TEL：03-5326-7234
URL：https://www.newindia.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会（JA共済連） 
全国本部

〒102-8630
東京都千代田区平河町2-7-9（JA共済ビル）
フリーダイヤル：0120-536-093
URL：https://www.ja-kyosai.or.jp/

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop） 
本部

〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL：03-3320-6855
URL：https://www.zenrosai.coop/

全国自動車共済協同組合連合会（全自共） 
関東自動車共済協同組合 神奈川県支部

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20（パシフィックマークス新横浜3階）
TEL：045-474-2700
URL：http://www.zenjikyo.or.jp/

全国トラック交通共済協同組合連合会（交協連） 
神奈川県自動車交通共済協同組合

〒222-8582
神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-4
TEL：045-475-2007
URL：http://shinkokyo.or.jp/

（2022年7月現在）

連絡先一覧
自賠責保険・共済 取扱い損保会社 および 共済組合 の 神奈川県版


