窓口一覧
（2018年4月現在）
窓口名

電話番号

住所

第一生命ほけんショップ札幌駅前店

011-209-0608

北海道札幌市中央区北三条西4-1-4 札幌第一生命ビルディング6階

第一生命ほけんショップ帯広店(帯広支社内)

0155-22-7211

北海道帯広市西1条南10-18 帯広第一生命ビル1階

第一生命ほけんショップ旭川店(旭川支社内)

0166-26-0101

北海道旭川市宮下通7-3897-12 旭川第一生命ビル7階

苫小牧営業支社

0144-34-4647

北海道苫小牧市表町5-4-7 苫小牧海晃第一ビルディング5階

第一生命ほけんショップ函館店(函館支社内)

0138-55-1131

北海道函館市本町6-7 函館第一ビルディング7階

第一生命ほけんショップ青森店(青森支社内)

017-734-3191

青森県青森市中央1-22-8 青森第一生命ビル7階

第一生命ほけんショップ盛岡店(盛岡支社内)

019-653-1266

岩手県盛岡市中央通3ｰ1ｰ2 盛岡第一生命ビル7階

第一生命ほけんショップ仙台店(仙台総合支社内)

022-227-2521

宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 仙台第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ秋田店(秋田支社内)

018-865-1111

秋田県秋田市大町2-4-44 秋田第一ビル7階

第一生命ほけんショップ山形店(山形支社内)

023-631-5711

山形県山形市十日町1-1-34 山形駅前通ビル1階

第一生命ほけんショップ郡山店(福島支社内)

024-922-7190

福島県郡山市虎丸町2-11 郡山虎丸町第一生命ビルディング4階

第一生命ほけんショップ水戸店(水戸支社内)

029-226-9511

茨城県水戸市泉町1-2-4 水戸泉町第一生命ビル9階

第一生命ほけんショップ宇都宮店(栃木支社内)

028-621-1400

栃木県宇都宮市泉町1-29 第一生命ビル2階

第一生命ほけんショップ前橋店(群馬支社内)

027-224-6227

群馬県前橋市表町2-2-6 前橋ファーストビルディング3階

第一生命ほけんショップ太田店(太田支社内)

0276-45-0211

群馬県太田市飯田町878 太田第一生命館2階

第一生命ほけんショップ大宮店

050-3780-1815(☆)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 シーノ大宮ノースウィング9階

第一生命ほけんショップ熊谷店(熊谷支社内)

048-524-7341

埼玉県熊谷市本町2-48 熊谷第一生命ビル2階

第一生命ほけんショップ川越店(川越支社内)

049-246-0521

埼玉県川越市脇田本町13-5 川越第一生命ビル7階

第一生命ほけんショップ越谷店(埼玉東部支社内)

048-988-5181

埼玉県越谷市南越谷1-16-12 新越谷第一生命ビルディング6階

第一生命ほけんショップ船橋店

050-3780-1817(☆)

千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル3階

第一生命ほけんショップ千葉店(千葉総合支社内)

043-224-3741

千葉県千葉市中央区中央3ｰ3ｰ1 フジモト第一生命ビル4階

第一生命ほけんショップ成田店(成田支社内)

0476-22-1043

千葉県成田市花崎町801-1 成田ＴＴビル2階

04-7144-0136

千葉県柏市末広町7-3 柏第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ柏店(柏支社内)
第一生命ほけんショップ日比谷本店

050-3780-1004(☆)

東京都千代田区有楽町1-13-1 DNタワー21（第一農中ビル）2階

第一生命ほけんショップ池袋店

050-3780-1317(☆)

東京都豊島区南池袋2-30-11 池袋第一生命ビルディング1階

第一生命ほけんショップ新宿店

050-3780-1321(☆)

東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル3階

第一生命ほけんショップ渋谷店

050-3780-1647(☆)

東京都渋谷区渋谷1-17-2 ヒューリック渋谷宮下公園ビル9階

第一生命ほけんショップ立川店

050-3780-1604(☆)

東京都立川市曙町2-4-3 ＴＩＳビル1階

第一生命ほけんショップ町田駅前店

050-3780-1337(☆)

東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル1階

第一生命ほけんショップ武蔵小杉店

050-3780-1641(☆)

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉ＳＴＭビル6階

第一生命ほけんショップ横浜駅前店

045-328-1438

神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル17階

第一生命ほけんショップ藤沢店(湘南支社内)

0466-25-1000

神奈川県藤沢市藤沢109-6 湘南ＮＤビル9階

第一生命ほけんショップ新潟店(新潟支社内)

025-290-5192

新潟県新潟市中央区東万代町1-30 新潟第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ長岡店(長岡支社内)

0258-39-5310

新潟県長岡市城内町1-2-3 長岡第一生命ビル4階

第一生命ほけんショップ富山店(富山支社内)

076-432-6181

富山県富山市安住町7-14 富山安住町第一生命ビル6階

第一生命ほけんショップ金沢店

050-3781-8739(☆)

石川県金沢市本町1-5-3 リファーレ商業棟2階

第一生命ほけんショップ福井店(福井支社内)

0776-22-5630

福井県福井市大手3-12-20 冨田第一生命ビル4階

第一生命ほけんショップ岐阜店(岐阜支社内)

058-263-7151

岐阜県岐阜市金宝町1-3 岐阜第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ甲府店(甲府支社内)

055-228-5121

山梨県甲府市丸の内2-30-2 甲府第一生命ビル7階

第一生命ほけんショップ長野店(長野支社内)

026-227-2111

長野県長野市中御所219-1 長野第一生命ビル4階

第一生命ほけんショップ松本店(松本支社内)

0263-35-1212

長野県松本市深志2-5-26 松本第一ビル6階

第一生命ほけんショップ沼津店(沼津支社内)

055-963-2511

静岡県沼津市大手町2-4-1 沼津第一生命ビル4階

第一生命ほけんショップ静岡店(静岡支社内)

054-254-3331

静岡県静岡市葵区日出町2-1 田中産商・第一生命共同ビル3階

第一生命ほけんショップ浜松店(浜松支社内)

053-454-2331

静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー16階

第一生命ほけんショップ名古屋駅前店

050-3780-1324(☆)

愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング5階

第一生命ほけんショップ岡崎店(岡崎支社内)

0564-22-5511

愛知県岡崎市唐沢町11-5 第一生命・三井住友海上岡崎ビル6階

第一生命ほけんショップ豊田店(豊田支社内)

0565-32-2325

愛知県豊田市喜多町1-140 ギャザ7階
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第一生命ほけんショップ津店(三重支社内)

059-227-1234

三重県津市栄町2丁目312 津第一生命ビル1階

第一生命ほけんショップ大津店(滋賀支社内)

077-522-2644

滋賀県大津市中央3-1-8 大津第一生命ビルディング5階

第一生命ほけんショップ京都店(京都総合支社内)

075-221-7951

京都府京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビル9階

第一生命ほけんショップ大阪駅前店

050-3780-1064

大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビルディング18階

第一生命ほけんショップ難波店(大阪南支社内)

06-6214-6210

大阪府大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル5階

第一生命ほけんショップ神戸店(神戸総合支社内)

078-332-6551

兵庫県神戸市中央区京町69 三宮第一生命ビル4階

第一生命ほけんショップ姫路店(姫路支社内)

079-222-1733

兵庫県姫路市白銀町24 みなと銀行・第一生命共同ビルディング7階

第一生命ほけんショップ奈良店(奈良支社内)

0742-26-2821

奈良県奈良市角振町18 奈良第一生命ビル2階

第一生命ほけんショップ和歌山店(和歌山支社内)

073-423-1261

和歌山県和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル7階

第一生命ほけんショップ鳥取店(鳥取支社内)

0857-23-7151

鳥取県鳥取市扇町115-1 鳥取駅前第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ松江店(島根支社内)

0852-26-2200

島根県松江市朝日町498 松江駅前第一生命ビル6階

第一生命ほけんショップイオンモール岡山店

050-3781-8768（☆）

岡山県岡山市北区下石井1-2-1-3065 イオンモール岡山3階

第一生命ほけんショップ広島店(広島総合支社内)

082-262-0271

広島県広島市南区的場町1-2-21 広島第一生命ＯＳビル10階

福山営業支社

084-924-5211

広島県福山市紅葉町2-36 福山ＤＳビル8階

第一生命ほけんショップ下関店(山口支社内)

083-223-0311

山口県下関市細江町1-2-10 エストラスト第2ビル6階

山口支社（徳山分室）

0834-31-2111

山口県周南市岐山通2-1-3 徳山分室1階

徳島営業支社

088-622-3034

徳島県徳島市新町橋2-10-1 徳島眉山第一生命ビル6階

第一生命ほけんショップ高松店(東四国支社内)

087-851-0101

香川県高松市寿町2-1-1 高松第一生命ビル新館9階

第一生命ほけんショップ松山店(松山支社内)

089-941-0147

愛媛県松山市二番町3-5-5 松山二番町第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ高知店(高知支社内)

088-823-2555

高知県高知市南はりまや町1-2-2 高知第一生命ビル2階

第一生命ほけんショップ福岡天神店

092-733-3601

福岡県福岡市中央区天神2-8-30 天神西通りビジネスセンター6階

第一生命ほけんショップ小倉店(北九州総合支社内)

093-541-3281

福岡県北九州市小倉北区米町2-1-2 小倉第一生命ビル7階

第一生命ほけんショップ久留米店(久留米支社内)

0942-39-7111

福岡県久留米市六ツ門町15-1 久留米第一生命ビル1階

第一生命ほけんショップ佐賀店(佐賀支社内)

0952-22-2161

佐賀県佐賀市水ヶ江1-2-28 佐賀第一生命ビルディング1階

第一生命ほけんショップ長崎店(長崎支社内)

095-823-8111

長崎県長崎市西坂町2-3 第一生命ビル4階

佐世保営業支社

0956-23-5311

長崎県佐世保市常盤町1-3 佐世保第一生命館2階

第一生命ほけんショップ熊本店(熊本支社内)

096-325-6311

熊本県熊本市中央区新市街11-18 熊本第一生命ビルディング5階

第一生命ほけんショップ大分店(大分支社内)

097-534-0241

大分県大分市中央町1-1-5 大分第一生命ビル5階

第一生命ほけんショップ宮崎店(宮崎支社内)

0985-28-3111

宮崎県宮崎市広島1-18-13 宮崎第一生命ビルディング新館8階

第一生命ほけんショップ鹿児島店(鹿児島支社内)

099-224-8200

鹿児島県鹿児島市西千石町1-1 西千石第一生命ビル6階

第一生命ほけんショップ那覇店(那覇支社内)

098-867-7333

沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビル6階

窓口をご利用の際は、事前にお電話をお願いいたします。
☆「050」からおかけください。
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