ディスクロージャー誌「三井住友海上の現状 2008 」追補版（平成 20 年 7月31日訂正）

国内ネットワーク（平成 20 年7月31日現在）
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ディスクロージャー誌「三井住友海上の現状

2008」に一部誤りと記載漏れが判明し、本追補版を

作成いたしました。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
なお、一部誤りと記載漏れの内容は以下のとおりです。
＜一部誤りの内容＞
１．本誌 P. 189

２．本誌 P. 190

中部本部

愛知南支店

（誤）〒460-8635

名古屋市中区錦1 -2-1

三井住友海上名古屋ビル

（正）〒460-0003

名古屋市中区錦1 -4-6

三井生命名古屋ビル

（誤）安心ステーション
（正）事故受付センター

３．本誌 P. 192

中部損害サポート第二部

刈谷保険金お支払センター

（誤）〒448-085

刈谷市大手町 5-28

三井住友海上刈谷ビル

（正）〒448-0000

刈谷市大字刈谷字東日成 28-1

名鉄刈谷ビル

＜記載漏れの内容＞
本誌 P.190～ P. 193

記載漏れの保険金お支払センター（計 24 ヵ所）を追記。

店舗所在地一覧
北海道本部

札幌支店
北海道中央支店
北海道東支店
北海道南支店
北海道自動車営業部

1011-213-3955
10166-24-4349
10154-23-3030
10144-33-7565
1011-213-3343

〒060-8631
〒070-0032
〒085-0018
〒053-0022
〒060-8631

札幌市中央区北3条西2-6 札幌MTビル
旭川市二条通9-228-2 旭川道銀ビル
釧路市黒金町7-4-1 釧路太平洋興発ビル
苫小牧市表町2-1-14 王子不動産第三ビル
札幌市中央区北3条西2-6 札幌MTビル

東北本部

仙台支店
青森支店
岩手支店
秋田支店
山形支店
福島支店
仙台自動車営業部
福島自動車営業部

1022-214-1516
1017-734-7565
1019-654-7442
1018-865-0564
1023-624-1851
1024-932-0459
1022-221-3371
1024-933-2590

〒980-0811
〒030-0823
〒020-0021
〒010-0951
〒990-0047
〒963-8005
〒980-0811
〒963-8005

仙台市青葉区一番町2-5-27 三井住友海上仙台ビル
青森市橋本2-19-3 三井住友海上青森ビル
盛岡市中央通3-3-26 盛岡鹿島ビル
秋田市山王2-1-43 三井住友海上秋田ビル
山形市旅篭町3-2-10 三井住友海上山形ビル
郡山市清水台2-13-23 郡山第一ビル
仙台市青葉区一番町2-5-27 三井住友海上仙台ビル
郡山市清水台2-13-23 郡山第一ビル

関東甲信越本部

茨城支店
栃木支店
群馬支店
新潟支店
山梨支店
長野支店
茨城自動車営業部
栃木自動車営業部
群馬自動車営業部
新潟自動車営業部
長野自動車営業部

1029-224-1718
1028-636-7151
1027-223-6692
1025-244-0840
1055-235-2700
1026-225-5006
1029-224-7596
1028-634-1080
1027-323-4377
1025-244-0906
1026-225-5015

〒310-0011
〒320-0035
〒371-0023
〒950-0088
〒400-0858
〒380-0936
〒310-0062
〒320-0035
〒370-0045
〒950-0088
〒380-0936

水戸市三の丸1-1-24 三井住友海上水戸ビル
宇都宮市伝馬町1-9 宇都宮KSビル
前橋市本町2-10-4 三井住友海上前橋ビル
新潟市中央区万代4-4-8 COZMIXⅡビル
甲府市相生2-3-16 三井住友海上甲府ビル
長野市中御所岡田町173-8 三井住友海上長野ビル
水戸市大町3-2-5 三井住友海上水戸大町ビル
宇都宮市伝馬町1-9 宇都宮KSビル
高崎市東町80 群馬トヨタビル
新潟市中央区万代4-4-8 COZMIXⅡビル
長野市中御所岡田町173-8 三井住友海上長野ビル

千葉埼玉本部

埼玉支店
埼玉西支店
千葉支店
千葉北支店
埼玉自動車営業部
千葉自動車営業部

1048-644-5427
1049-246-9011
1043-225-2713
1047-437-0300
1048-647-7911
1043-225-1166

〒330-0841
〒350-1123
〒260-0013
〒273-0012
〒330-0841
〒260-8616

さいたま市大宮区東町2-20 三井住友海上大宮東町ビル
川越市脇田本町17-5 三井住友海上川越ビル
千葉市中央区中央4-7-4 三井住友海上千葉ビル
船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル
さいたま市大宮区東町2-20 三井住友海上大宮東町ビル
千葉市中央区中央3-9-9 三井住友海上千葉中央ビル

東京本部

東京中央支店
新宿支店
東京東支店
渋谷支店
東京西支店
東京プロエージェント部
東京法人部

103-6202-6611
103-3347-2888
103-3845-6322
103-3406-5243
1042-526-7222
103-6202-6625
103-6202-6628

〒103-0028
〒163-0242
〒111-0042
〒150-0002
〒190-0012
〒103-0028

中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル
新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル
台東区寿4-15-7 三井住友海上浅草寿町ビル
渋谷区渋谷1-7-7 住友不動産青山通ビル
立川市曙町2-35-2 A-ONEビル
中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル
同上

東京企業第一本部

総合営業第一部
総合営業第二部
総合営業第三部
総合営業第四部
総合営業第五部
総合営業第六部

103-3259-3143
103-3259-4248
103-3259-6638
103-3259-6642
103-3259-4244
103-3259-3088

〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
同上
同上
同上
同上
同上

東京企業第二本部

企業営業第一部
企業営業第二部
企業営業第三部
企業営業第四部
企業営業第五部
企業営業第六部
企業営業第七部
船舶営業部
航空旅行保険部

103-3259-6657
103-3259-3108
103-3259-3085
103-3259-6661
103-3259-6667
103-3259-6674
103-3259-6692
103-3259-3612
103-3259-3440

〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

東京自動車本部

自動車営業第一部
自動車営業第二部

103-5444-8225
103-3259-3264

〒108-0023 港区芝浦4-8-3 トヨタアドミニスタ芝浦ビル
〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル

金融公務営業推進
本部

金融法人第一部
金融法人第二部
公務第一部
公務第二部
日本郵政部

103-3259-6434
103-3259-7437
103-3259-6626
103-3259-3017
103-3259-6697

〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
同上
同上
同上
同上

自動車営業推進本部

自動車法人営業部

103-3259-3324

〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル

神奈川静岡本部

横浜支店
神奈川西支店
横浜法人部
静岡支店
浜松支店

1045-461-8206
1046-225-0221
1045-671-7211
1054-273-5131
1053-454-1536

〒221-0052
〒243-0018
〒231-0023
〒420-0031
〒430-0944



横浜市神奈川区栄町7-1 MYXビル
厚木市中町2-8-13 NBF厚木ビル
横浜市中区山下町70-3 三井住友海上横浜ビル
静岡市葵区呉服町1-2 三井住友海上静岡ビル
浜松市中区田町226-11 三井住友海上浜松ビル

神奈川静岡本部

神奈川自動車営業部
静岡自動車営業部

1045-461-8222
1054-273-5136

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町7-1 MYXビル
〒420-0031 静岡市葵区呉服町1-2 三井住友海上静岡ビル

北陸本部

金沢支店
富山支店
福井支店

1076-223-9910
1076-441-5570
10776-22-1793

〒920-0918 金沢市尾山町6-25 三井住友海上金沢ビル
〒930-0083 富山市総曲輪1-7-15 日本生命富山総曲輪ビル
〒910-0018 福井市田原1-5-21 三井住友海上福井ビル

中部本部

愛知北支店
愛知南支店
愛知東支店
岐阜支店
三重支店
岐阜自動車営業部
三重自動車営業部

1052-223-4171
1052-223-4161
10564-21-3996
1058-265-6499
1059-357-3100
1058-265-6473
1059-229-0965

〒460-8635
〒460-0003
〒444-0043
〒500-8842
〒510-0074
〒500-8540
〒514-0032

名古屋企業本部

名古屋企業営業第一部
名古屋企業営業第二部
名古屋企業営業第三部
名古屋自動車営業第一部
名古屋自動車営業第二部

1052-203-3061
1052-203-3553
1052-203-3431
1052-203-3071
1052-203-3074

〒460-8635 名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル
同上
同上
同上
同上

大阪中央支店
大阪南支店
大阪北支店
堺支店
大阪プロエージェント部
奈良支店
和歌山支店
滋賀支店
京都支店

106-6229-2601
106-6213-3735
106-6220-0007
1072-222-6531
106-6229-3201
10742-36-6019
1073-433-0125
1077-522-4148
1075-343-6101

〒540-8677
〒542-0076
〒540-8677
〒590-0952
〒540-8677
〒630-8115
〒640-8153
〒520-0043
〒600-8090

神戸支店
姫路支店
京都法人部

1078-331-8501
1079-289-2034
1075-343-6140

〒651-0171
〒670-0964
〒600-8090

神戸法人部

1078-331-8531

〒651-0171

大阪企業営業第一部
大阪企業営業第二部
大阪企業営業第三部
大阪企業営業第四部
大阪企業営業第五部
大阪企業営業第六部
大阪金融公務部

106-6233-1531
106-6233-1540
106-6220-2943
106-6233-1502
106-6233-1512
106-6233-1517
106-6233-0020

〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
同上
同上
同上
同上
同上
同上

関西本部

大阪企業本部

関西自動車本部

大阪自動車営業第一部 106-6229-2646
大阪自動車営業第二部 106-6229-2656
京都自動車営業部
1075-343-6161

名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル
名古屋市中区錦1-4-6 三井生命名古屋ビル
岡崎市唐沢町11-7 三井住友海上岡崎ビル
岐阜市金町7-11-1 三井住友海上岐阜ビル
四日市市鵜の森2-9-3 三井住友海上四日市ビル
岐阜市金町5-24 住友生命岐阜ビル
津市中央1-1 三重会館

大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル
大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
堺市堺区市之町東6-2-9 三井住友海上堺ビル
大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
奈良市大宮町3-4-29 大宮西田ビル
和歌山市三木町台所町7 三井住友海上和歌山ビル
大津市中央3-1-8 大津第一生命ビル
京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266
三井住友海上京都ビル
神戸市中央区栄町通1-1-18 三井住友海上神戸ビル
姫路市豊沢町61 朝日生命姫路南ビル
京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266
三井住友海上京都ビル
神戸市中央区栄町通1-1-18 三井住友海上神戸ビル

〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
同上
〒600-8090 京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266
三井住友海上京都ビル
〒651-0171 神戸市中央区栄町通1-1-18 三井住友海上神戸ビル

神戸自動車営業部

1078-391-5838

中国本部

広島支店
岡山支店
山陰支店
山口支店
広島法人部
広島自動車営業部
岡山自動車営業部
山口自動車営業部

1082-234-5863
1086-225-0413
10852-21-2898
10834-21-0223
1082-234-6367
1082-234-5804
1086-232-7254
10834-21-3821

〒730-0806
〒700-8660
〒690-0003
〒745-0073
〒730-0806

四国本部

高松支店
徳島支店
愛媛支店
高知支店

1087-825-2604
1088-622-1725
1089-941-0590
1088-824-5397

〒760-8560
〒770-0856
〒790-0878
〒780-0053

高松市古新町2-3 三井住友海上高松ビル
徳島市中洲町2-6 三井住友海上徳島ビル
松山市勝山町2-12-7 三井住友海上松山ビル
高知市駅前町4-15 西山ビル

九州本部

福岡支店
北九州支店
佐賀支店
長崎支店
熊本支店
大分支店
宮崎支店
鹿児島支店
沖縄支店
福岡法人部
福岡自動車営業部

1092-722-6913
1093-541-1338
10952-24-9138
1095-825-3125
1096-366-5644
1097-534-8181
10985-24-3300
1099-226-8064
1098-866-4805
1092-722-6894
1092-722-6577

〒810-8683
〒802-0004
〒840-0801
〒850-0036
〒862-8666
〒870-0029
〒880-0818
〒892-0846
〒900-0015
〒810-8683

福岡市中央区赤坂1-16-14 三井住友海上福岡赤坂ビル
北九州市小倉北区鍛冶町2-5-7 三井住友海上小倉ビル
佐賀市駅前中央1-9-45 三井生命佐賀駅前ビル
長崎市五島町3-25 松藤ビル
熊本市新屋敷1-5-1 三井住友海上・西日本新聞熊本ビル
大分市高砂町2-50 オアシスひろば21
宮崎市錦本町1-2 宮日商事ビル
鹿児島市加治屋町18-8 三井生命鹿児島ビル
那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル
福岡市中央区赤坂1-16-14 三井住友海上福岡赤坂ビル
同上

103-3297-1111

〒104-8252 中央区新川2-27-2 三井住友海上新川ビル

本社ビル

広島市中区西十日市町9-9 広電三井住友海上ビル
岡山市幸町8-22 三井住友海上岡山ビル
松江市朝日町589-2 マルヂビル
周南市代々木通2-48 三井住友海上徳山ビル
広島市中区西十日市町9-9 広電三井住友海上ビル
同上
〒700-8531 岡山市柳町1-12-1 三井住友海上岡山柳町ビル
〒745-0073 周南市代々木通2-48 三井住友海上徳山ビル



保険金お支払センター 所在地一覧
事故受付センター

自動車事故受付
火災・新種事故受付

10120-258-365
10120-258-189

北海道
損害サポート部

札幌自動車第一保険金お支払センター
札幌自動車第二保険金お支払センター
札幌自動車第三保険金お支払センター
札幌自動車第四保険金お支払センター
旭川保険金お支払センター
北見保険金お支払センター
釧路保険金お支払センター
帯広保険金お支払センター
苫小牧保険金お支払センター
室蘭保険金お支払センター
函館保険金お支払センター
札幌火災新種保険金お支払センター

1011-213-3321
1011-213-3322
1011-213-3323
1011-213-3324
10166-24-4135
10157-24-2801
10154-23-3033
10155-25-8694
10144-33-7237
10143-43-5505
10138-55-7130
1011-213-3327

〒060-8631 札幌市中央区北3条西2-6 札幌MTビル
同上
同上
同上
〒070-0032 旭川市二条通9-228-2 旭川道銀ビル
〒090-0024 北見市北四条東7-1-6 SKビル
〒085-0018 釧路市黒金町7-4-1 釧路太平洋興発ビル
〒080-0011 帯広市西1条南19丁目2番地
〒053-0022 苫小牧市表町2-1-14 王子不動産第三ビル
〒050-0074 室蘭市中島町2-24-1 栗林中島第2ビル
〒040-0015 函館市梁川町5-8 三井生命函館ビル
〒060-8631 札幌市中央区北3条西2-6 札幌MTビル

東北
損害サポート部

仙台自動車第一保険金お支払センター
仙台自動車第二保険金お支払センター
仙台自動車第三保険金お支払センター
古川保険金お支払センター
石巻保険金お支払センター
青森保険金お支払センター
弘前保険金お支払センター
八戸保険金お支払センター
盛岡保険金お支払センター
北上保険金お支払センター
秋田保険金お支払センター
横手保険金お支払センター
山形保険金お支払センター
酒田保険金お支払センター
郡山保険金お支払センター
会津保険金お支払センター
福島保険金お支払センター
いわき保険金お支払センター
仙台火災新種保険金お支払センター

1022-266-4711
1022-221-8895
1022-221-8563
10229-23-7182
10225-94-7011
1017-773-6611
10172-37-6353
10178-24-5288
1019-624-3455
10197-65-6263
1018-865-0566
10182-33-3315
1023-624-1830
10234-26-0609
1024-923-3335
10242-24-8361
1024-523-0320
10246-22-2771
1022-221-8809

〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-5-27 三井住友海上仙台ビル
同上
同上
〒989-6162 大崎市古川駅前大通3-3-19 明治安田生命古川ビル
〒986-0824 石巻市立町1-4-15 石巻ビルディング
〒030-0823 青森市橋本2-19-3 三井住友海上青森ビル
〒036-8001 弘前市大字代官町48 三ツ矢代官町ビル
〒031-0801 八戸市江陽2-9-46
〒020-0021 盛岡市中央通3-3-26 盛岡鹿島ビル
〒024-0061 北上市大通り2-3-10 北上フコク生命ビル
〒010-0951 秋田市山王2-1-43 三井住友海上秋田ビル
〒013-0037 横手市前郷二番町4-17 子野日ビル
〒990-0047 山形市旅篭町3-2-10 三井住友海上山形ビル
〒998-0853 酒田市みずほ2-20-6 山銀みずほビル
〒963-8005 郡山市清水台1-6-21 山相郡山ビル
〒965-0042 会津若松市大町1-7-21 市橋中央ビル
〒960-8031 福島市栄町7-33 福島トヨタビル
〒970-8026 いわき市平字大町7-1 平セントラルビル
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-5-27 三井住友海上仙台ビル

関東甲信越損害
サポート第一部

水戸第一保険金お支払センター
水戸第二保険金お支払センター
土浦第一保険金お支払センター
土浦第二保険金お支払センター
下館保険金お支払センター
鹿島保険金お支払センター
宇都宮第一保険金お支払センター
那須野保険金お支払センター
宇都宮第二保険金お支払センター
足利保険金お支払センター
小山保険金お支払センター
甲府第一保険金お支払センター
甲府第二保険金お支払センター
火災新種保険金お支払センター

1029-226-0037
1029-226-1050
1029-822-4761
1029-824-6581
10296-24-7970
10299-82-4451
1028-635-5871
10287-38-2571
1028-635-5857
10284-42-4212
10285-23-3251
1055-235-2785
1055-228-6781
103-3297-6779

〒310-0062 水戸市大町3-2-5 三井住友海上水戸大町ビル
同上
〒300-0037 土浦市桜町4-3-20 三井生命土浦ビル
同上
〒308-0021 筑西市甲29 トワベールビル
〒314-0031 鹿嶋市宮中2-6-22 田口商事ビル
〒320-0035 宇都宮市伝馬町1-9 宇都宮KSビル
〒329-2726 那須塩原市扇町1-28 西那須野ステーションビル
〒320-0035 宇都宮市伝馬町1-9 宇都宮KSビル
〒326-0054 足利市伊勢南町1-2 住友生命足利ビル
〒323-0025 小山市城山町3-7-1 高島屋第二ビル
〒400-0858 甲府市相生2-3-16 三井住友海上甲府ビル
同上
〒104-8252 中央区新川2-27-2 三井住友海上新川ビル

関東甲信越損害
サポート第二部

前橋自動車第一保険金お支払センター
前橋自動車第二保険金お支払センター
高崎保険金お支払センター
伊勢崎保険金お支払センター
太田保険金お支払センター
新潟第一保険金お支払センター
新潟第二保険金お支払センター
長岡保険金お支払センター
上越保険金お支払センター
長野保険金お支払センター
上田保険金お支払センター
松本保険金お支払センター
諏訪保険金お支払センター
伊那駒ケ根保険金お支払センター
前橋火災新種保険金お支払センター

1027-221-1641
1027-221-1675
1027-326-7501
10270-23-6351
10276-46-7241
1025-241-0788
1025-241-0710
10258-35-2957
1025-525-8091
1026-225-5010
10268-27-0640
10263-35-2332
10266-58-5612
10265-76-0334
1027-221-1645

〒371-0023 前橋市本町2-10-4 三井住友海上前橋ビル
同上
〒370-0045 高崎市東町80 群馬トヨタビル
〒372-0042 伊勢崎市中央町21-14 三井住友海上伊勢崎ビル
〒373-0851 太田市飯田町215-4 三井住友海上太田ビル
〒950-0088 新潟市中央区万代4-4-8 COZMIXⅡビル
同上
〒940-0033 長岡市今朝白1-8-18 長岡DNビル
〒943-0824 上越市北城町3-1-21 高助北城ビル
〒380-0936 長野市中御所岡田町173-8 三井住友海上長野ビル
〒386-0012 上田市中央2-8-11 伊藤ビル
〒390-0815 松本市深志1-2-11 昭和ビル
〒392-0004 諏訪市諏訪2-2-7 三井住友海上諏訪ビル
〒396-0021 伊那市大字伊那4984-1 西町ビル
〒371-0023 前橋市本町2-10-4 三井住友海上前橋ビル



大宮自動車第一保険金お支払センター 1048-644-5421

〒330-0841 さいたま市大宮区東町2-20
三井住友海上大宮東町ビル
同上
同上
〒332-0012 川口市本町4-1-8 川口センタービル
〒343-0845 越谷市南越谷1-20-10 三井生命南越谷ビル
〒350-1123 川越市脇田本町17-5 三井住友海上川越ビル
〒360-0037 熊谷市筑波2-15 三井生命熊谷ビル
〒359-0037 所沢市くすのき台3-4-1 関根ビル
〒330-0841 さいたま市大宮区東町2-20
三井住友海上大宮東町ビル

大宮自動車第二保険金お支払センター
大宮自動車第三保険金お支払センター
川口保険金お支払センター
越谷保険金お支払センター
川越保険金お支払センター
熊谷保険金お支払センター
所沢保険金お支払センター
大宮火災新種保険金お支払センター

1048-644-8090
1048-644-8920
1048-226-5311
1048-986-1801
1049-244-5115
1048-521-6526
104-2992-0022
1048-641-1983

千葉
損害サポート部

千葉自動車第一保険金お支払センター
千葉自動車第二保険金お支払センター
千葉自動車第三保険金お支払センター
千葉自動車第四保険金お支払センター
銚子保険金お支払センター
木更津保険金お支払センター
船橋保険金お支払センター
船橋南保険金お支払センター
成田保険金お支払センター
柏保険金お支払センター
東葛保険金お支払センター
茂原保険金お支払センター
千葉火災新種保険金お支払センター

1043-225-2711
1043-225-1162
1043-225-1650
1043-225-2737
10479-24-9661
10438-22-2325
1047-434-9521
1047-434-1166
10476-24-3551
104-7166-6171
104-7166-6031
10475-22-5647
1043-225-6750

〒260-0013 千葉市中央区中央4-7-4 三井住友海上千葉ビル
〒260-8616 千葉市中央区中央3-9-9 三井住友海上千葉中央ビル
同上
〒260-0013 千葉市中央区中央4-7-4 三井住友海上千葉ビル
〒288-0802 銚子市松本町2-907-1 三井住友海上銚子ビル
〒292-0057 木更津市東中央3-6-1 三井住友海上木更津ビル
〒273-0012 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル
同上
〒286-0033 成田市花崎町959 京成成田東口森田ビル
〒277-0005 柏市柏4-2-1 三井生命柏ビル
同上
〒297-0029 茂原市高師703-5 ピットイン茂原ビル
〒260-0013 千葉市中央区中央4-7-4 三井住友海上千葉ビル

東京
損害サポート部

日本橋第一保険金お支払センター
日本橋第二保険金お支払センター
新宿保険金お支払センター
池袋保険金お支払センター
浅草第一保険金お支払センター
浅草第二保険金お支払センター
渋谷保険金お支払センター
蒲田保険金お支払センター
立川第一保険金お支払センター
立川第二保険金お支払センター
火災新種第一保険金お支払センター
火災新種第二保険金お支払センター

103-6202-6621
103-6202-6622
103-3347-2811
103-3982-8909
103-3843-0631
103-3843-0658
103-3406-6622
103-3731-5251
1042-525-6855
1042-526-7233
103-6202-6623
103-6202-6624

〒103-0028 中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル
同上
〒163-0437 新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング
〒171-0021 豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル
〒111-0042 台東区寿4-15-7 三井住友海上浅草寿町ビル
同上
〒150-0002 渋谷区渋谷1-7-7 住友不動産青山通ビル
〒144-0052 大田区蒲田5-40-3 月村ビル
〒190-0012 立川市曙町2-35-2 A-ONEビル
同上
〒103-0028 中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル
同上

企業自動車損害
サポート第一部

第一保険金お支払センター
第二保険金お支払センター
第三保険金お支払センター
第四保険金お支払センター
第五保険金お支払センター
第六保険金お支払センター

103-3259-3248 〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
同上
103-3259-8777
同上
103-3259-6703
同上
103-3259-6735
同上
103-3259-3168
同上
103-3259-6740

企業自動車損害
サポート第二部

駿河台第一保険金お支払センター
駿河台第二保険金お支払センター
駿河台第三保険金お支払センター
駿河台第四保険金お支払センター
駿河台第五保険金お支払センター
自賠責保険金お支払センター

103-3259-3228 〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
同上
103-3259-4333
同上
103-3259-8782
同上
103-3259-6745
同上
103-3259-8748
103-3259-3560 〒101-0052 千代田区神田小川町2-8 三井住友海上小川町ビル

神奈川
損害サポート部

横浜自動車第一保険金お支払センター
横浜自動車第二保険金お支払センター
横浜自動車第三保険金お支払センター
横浜自動車第四保険金お支払センター
川崎保険金お支払センター
湘南保険金お支払センター
厚木保険金お支払センター
町田保険金お支払センター
小田原保険金お支払センター
横浜火災新種保険金お支払センター

1045-461-8251
1045-671-7034
1045-461-8231
1045-671-1577
1044-246-1510
10466-26-3369
1046-225-0245
1042-726-1134
10465-23-3146
1045-671-1501

〒221-0052
〒231-0023
〒221-0052
〒231-0023
〒210-0007
〒251-0055
〒243-0018
〒194-0021
〒250-0011
〒231-0023

静岡
損害サポート部

静岡自動車第一保険金お支払センター
静岡自動車第二保険金お支払センター
沼津第一保険金お支払センター
沼津第二保険金お支払センター
浜松第一保険金お支払センター
浜松第二保険金お支払センター
静岡火災新種保険金お支払センター
浜松火災新種保険金お支払センター

1054-273-5137
1054-273-5040
1055-962-3093
1055-962-9220
1053-450-5211
1053-450-5560
1054-273-5138
1053-450-5562

〒420-0031 静岡市葵区呉服町1-2 三井住友海上静岡ビル
同上
〒410-0801 沼津市大手町3-5-15 三井住友海上沼津ビル
同上
〒430-0944 浜松市中区田町330-5 遠鉄田町ビル
同上
〒420-0031 静岡市葵区呉服町1-2 三井住友海上静岡ビル
〒430-0944 浜松市中区田町330-5 遠鉄田町ビル

埼玉
損害サポート部



横浜市神奈川区栄町7-1 MYXビル
横浜市中区山下町70-3 三井住友海上横浜ビル
横浜市神奈川区栄町7-1 MYXビル
横浜市中区山下町70-3 三井住友海上横浜ビル
川崎市川崎区駅前本町11-3 大手町建物川崎ビル
藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル
厚木市中町2-8-13 NBF厚木ビル
町田市中町1-2-4 日新町田ビル
小田原市栄町1-6-4 勝俣組ビル
横浜市中区山下町70-3 三井住友海上横浜ビル

北陸
損害サポート部

金沢自動車第一保険金お支払センター
金沢自動車第二保険金お支払センター
小松保険金お支払センター
富山保険金お支払センター
高岡保険金お支払センター
福井保険金お支払センター
金沢火災新種保険金お支払センター

1076-223-9930
1076-223-9963
10761-22-0127
1076-441-9469
10766-24-0529
10776-22-7870
1076-223-9928

〒920-0918 金沢市尾山町6-25 三井住友海上金沢ビル
同上
〒923-0801 小松市園町ハ59 第2かぶとビル
〒930-0083 富山市総曲輪1-7-15 日本生命富山総曲輪ビル
〒933-0023 高岡市末広町1-8 ウイング・ウイング高岡
〒910-0018 福井市田原1-5-21 三井住友海上福井ビル
〒920-0918 金沢市尾山町6-25 三井住友海上金沢ビル

中部損害
サポート第一部

名古屋北第一保険金お支払センター
名古屋北第二保険金お支払センター
名古屋南第一保険金お支払センター
名古屋南第二保険金お支払センター
一宮保険金お支払センター
春日井保険金お支払センター
愛知火災新種保険金お支払センター

1052-223-4221
1052-223-4212
1052-223-4213
1052-223-4133
10586-71-1361
10568-83-5868
1052-223-4134

〒460-8635 名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル
同上
〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6 三井生命名古屋ビル
同上
〒491-0859 一宮市本町4-6-2 三井住友海上一宮ビル
〒486-0844 春日井市鳥居松町4-122 王子不動産名古屋ビル
〒460-8635 名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル

10564-24-6324
10532-54-5365
10566-22-9445
1058-265-0331
1058-265-6510
10584-78-3344
10574-26-9137
1059-225-3088
1059-351-1380
1059-379-5795
1052-223-4121

〒444-0043
〒440-0882
〒448-0000
〒500-8540

中部損害
サポート第二部

岡崎保険金お支払センター
豊橋保険金お支払センター
刈谷保険金お支払センター
岐阜第一保険金お支払センター
岐阜第二保険金お支払センター
大垣保険金お支払センター
美濃加茂保険金お支払センター
津保険金お支払センター
四日市保険金お支払センター
鈴鹿保険金お支払センター
中部火災新種保険金お支払センター

名古屋企業
損害サポート部

第一保険金お支払センター
第二保険金お支払センター
第三保険金お支払センター
第四保険金お支払センター
東三河保険金お支払センター
刈谷中央第一保険金お支払センター
刈谷中央第二保険金お支払センター
豊田第一保険金お支払センター
豊田第二保険金お支払センター
名古屋火災新種保険金お支払センター
豊田火災新種保険金お支払センター
刈谷火災新種保険金お支払センター

1052-203-3161
1052-203-3428
1052-203-3171
1052-203-3903
10532-54-5425
10566-22-9351
10566-62-6215
10565-27-1545
10565-26-1400
1052-203-3531
10565-27-0544
10566-22-6365

〒460-8635 名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル
同上
同上
同上
〒440-0884 豊橋市大国町72 三井住友海上豊橋ビル
〒448-0000 刈谷市大字刈谷字東日成28-1 名鉄刈谷ビル
同上
〒471-8536 豊田市山之手4-46 三井住友海上豊田ビル
同上
〒460-8635 名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル
〒471-8536 豊田市山之手4-46 三井住友海上豊田ビル
〒448-0000 刈谷市大字刈谷字東日成28-1 名鉄刈谷ビル

関西損害
サポート第一部

淀屋橋第一保険金お支払センター
淀屋橋第二保険金お支払センター
淀屋橋第三保険金お支払センター
枚方保険金お支払センター
難波保険金お支払センター
東大阪保険金お支払センター
梅田保険金お支払センター
千里保険金お支払センター
堺第一保険金お支払センター
堺第二保険金お支払センター
岸和田保険金お支払センター
奈良保険金お支払センター
橿原保険金お支払センター
和歌山保険金お支払センター
田辺保険金お支払センター
関西火災新種第一保険金お支払センター
関西火災新種第二保険金お支払センター

106-6229-3608
106-6229-2642
106-6229-2741
1072-846-5792
106-6213-3311
106-6720-6715
106-6373-3119
106-6873-3150
1072-221-0241
1072-223-4550
1072-438-6685
10742-36-6575
10744-23-5720
1073-431-5366
10739-24-8101
106-6229-2628
106-6229-2630

〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
同上
同上
〒573-1191 枚方市新町1-12-1 太陽生命枚方ビル
〒542-0076 大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル
〒577-0841 東大阪市足代2-2-23 岡島ビル
〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
〒560-8585 豊中市新千里西町1-2-14 三井住友海上千里ビル
〒590-0952 堺市堺区市之町東6-2-9 三井住友海上堺ビル
同上
〒596-0054 岸和田市宮本町41-1 三井住友海上岸和田宮本町ビル
〒630-8115 奈良市大宮町3-4-29 大宮西田ビル
〒634-0078 橿原市八木町1-6-1 草楽ビル
〒640-8153 和歌山市三木町台所町7 三井住友海上和歌山ビル
〒646-0032 田辺市下屋敷町1 東ビル
〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
同上

大津保険金お支払センター
1077-522-1790
彦根保険金お支払センター
10749-23-2906
京都自動車第一保険金お支払センター 1075-343-6107

〒520-0043 大津市中央3-1-8 大津第一生命ビル
〒522-0075 彦根市佐和町11-30 アイ・シー・ビル
〒600-8090 京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266
三井住友海上京都ビル
同上
同上
〒624-0854 舞鶴市字円満寺小字八丁131 まいづる土井ビル
〒620-0045 福知山市駅前町251-5 天狗堂BLD
〒651-0171 神戸市中央区栄町通1-1-18 三井住友海上神戸ビル
同上
〒660-0892 尼崎市東難波町5-17-23 第一住建尼崎ビル
〒673-0891 明石市大明石町1-5-4 三井住友銀行明石ビル
〒670-0964 姫路市豊沢町61 朝日生命姫路南ビル
同上
〒600-8090 京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266
三井住友海上京都ビル
〒651-0171 神戸市中央区栄町通1-1-18 三井住友海上神戸ビル

関西損害
サポート第二部

京都自動車第二保険金お支払センター
京都自動車第三保険金お支払センター
舞鶴保険金お支払センター
北近畿保険金お支払センター
神戸自動車第一保険金お支払センター
神戸自動車第二保険金お支払センター
阪神保険金お支払センター
明石保険金お支払センター
姫路第一保険金お支払センター
姫路第二保険金お支払センター
京都火災新種保険金お支払センター

1075-343-6170
1075-343-6213
10773-75-5104
10773-24-6181
1078-331-8509
1078-331-8550
106-6488-5900
1078-912-1373
1079-288-3520
1079-289-2720
1075-343-6217

神戸火災新種保険金お支払センター

1078-331-8500



〒503-0015
〒505-0041
〒514-0032
〒510-0074
〒513-0806
〒460-8635

岡崎市唐沢町11-7 三井住友海上岡崎ビル
豊橋市神明町74 明治安田生命豊橋ビル
刈谷市大字刈谷字東日成28-1 名鉄刈谷ビル
岐阜市金町5-24 住友生命岐阜ビル
同上
大垣市林町5-18 光和ビル
美濃加茂市太田町1752-1 則竹ビル
津市中央4-19 LTS中央ビル
四日市市鵜の森2-9-3 三井住友海上四日市ビル
鈴鹿市算所3-16-30 ハヤカワビル
名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル

大阪第一保険金お支払センター
大阪第二保険金お支払センター
大阪第三保険金お支払センター
大阪第四保険金お支払センター
大阪第五保険金お支払センター
大阪第六保険金お支払センター
大阪火災新種第一保険金お支払センター
大阪火災新種第二保険金お支払センター
大阪火災新種第三保険金お支払センター

106-6233-1552 〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
106-6233-0052
同上
106-6233-0067
同上
106-6233-1523
同上
106-6233-1524
同上
106-6233-1607
同上
106-6233-0116
同上
106-6233-0108
同上
106-6233-1525
同上

中之島第一保険金お支払センター
中之島第二保険金お支払センター
中之島第三保険金お支払センター
中之島第四保険金お支払センター
中之島第五保険金お支払センター
烏丸保険金お支払センター

106-6229-2664 〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
106-6229-2667
同上
106-6229-2669
同上
106-6229-2760
同上
106-6220-0176
同上
1075-343-6171 〒600-8090 京都市下京区綾小路通烏丸東入竹屋之町266

神戸元町保険金お支払センター

1078-391-3675 〒651-0171 神戸市中央区栄町通1-1-18 三井住友海上神戸ビル

中国損害
サポート第一部

広島自動車第一保険金お支払センター
呉保険金お支払センター
広島自動車第二保険金お支払センター
広島自動車第三保険金お支払センター
福山保険金お支払センター
徳山保険金お支払センター
山口保険金お支払センター
宇部保険金お支払センター
下関保険金お支払センター
広島火災新種保険金お支払センター

1082-234-6797
10823-21-6488
1082-234-5853
1082-234-7282
1084-922-6401
10834-21-3471
1083-924-5944
10836-31-1573
1083-235-6868
1082-234-5843

〒730-0806 広島市中区西十日市町9-9 広電三井住友海上ビル
〒737-0051 呉市中央1-4-24 リベラビル
〒730-0806 広島市中区西十日市町9-9 広電三井住友海上ビル
同上
〒720-0812 福山市霞町1-8-14 三井住友海上福山霞町ビル
〒745-0034 周南市御幸通1-10 日本生命徳山ビル
〒753-0074 山口市中央5-2-34 セントラルビル
〒755-0031 宇部市常盤町2-1-12 三井住友海上宇部ビル
〒750-0018 下関市豊前田町3-3-1 海峡メッセ下関
〒730-0806 広島市中区西十日市町9-9 広電三井住友海上ビル

中国損害
サポート第二部

岡山自動車第一保険金お支払センター
津山保険金お支払センター
岡山自動車第二保険金お支払センター
岡山自動車第三保険金お支払センター
倉敷第一保険金お支払センター
倉敷第二保険金お支払センター
鳥取保険金お支払センター
島根保険金お支払センター
米子保険金お支払センター
浜田保険金お支払センター
岡山火災新種保険金お支払センター

1086-225-0412
10868-23-0974
1086-225-0257
1086-232-7252
1086-422-4505
1086-422-1035
10857-24-7244
10852-21-4410
10859-31-0296
10855-23-2854
1086-225-9002

〒700-8660
〒708-0006
〒700-8660
〒700-8531
〒710-0057
〒680-0846
〒690-0003
〒683-0067
〒697-0024
〒700-8660

岡山市幸町8-22 三井住友海上岡山ビル
津山市小田中274-1 小田中ビル
岡山市幸町8-22 三井住友海上岡山ビル
岡山市柳町1-12-1 三井住友海上岡山柳町ビル
倉敷市昭和2-1-3 コスモビル
同上
鳥取市扇町3 東栄ビル
松江市朝日町589-2 マルヂビル
米子市東町171 米子第一生命ビル
浜田市黒川町97-4 ラ・ミューズ浜田
岡山市幸町8-22 三井住友海上岡山ビル

四国
損害サポート部

高松自動車保険金お支払センター
丸亀保険金お支払センター
徳島保険金お支払センター
松山保険金お支払センター
大洲保険金お支払センター
新居浜保険金お支払センター
今治保険金お支払センター
高知保険金お支払センター
高松火災新種保険金お支払センター

1087-825-2620
10877-25-2744
1088-622-1471
1089-945-0501
10893-24-2561
10897-33-3182
10898-22-9694
1088-824-5715
1087-825-2147

〒760-8560
〒763-0032
〒770-0856
〒790-0878
〒795-0054
〒792-0004
〒794-0043
〒780-0053
〒760-8560

高松市古新町2-3 三井住友海上高松ビル
丸亀市城西町2-4-24 三井住友海上丸亀ビル
徳島市中洲町2-6 三井住友海上徳島ビル
松山市勝山町2-12-7 三井住友海上松山ビル
大洲市中村649-1 松村ビル
新居浜市北新町9-11 三井住友海上新居浜ビル
今治市南宝来町2-1-30 三井住友海上今治ビル
高知市駅前町4-15 西山ビル
高松市古新町2-3 三井住友海上高松ビル

九州損害
サポート第一部

福岡自動車第一保険金お支払センター
福岡自動車第二保険金お支払センター
福岡自動車第三保険金お支払センター
福岡自動車第四保険金お支払センター
久留米保険金お支払センター
大牟田保険金お支払センター
北九州保険金お支払センター
八幡保険金お支払センター
飯塚保険金お支払センター
佐賀保険金お支払センター
長崎保険金お支払センター
佐世保保険金お支払センター
福岡火災新種保険金お支払センター

1092-722-6475
1092-722-6920
1092-722-6924
1092-722-6193
10942-33-1935
10944-53-2610
1093-511-4911
1093-642-8902
10948-25-4334
10952-29-2683
1095-825-3145
10956-24-4253
1092-722-6453

〒810-8683 福岡市中央区赤坂1-16-14 三井住友海上福岡赤坂ビル
同上
同上
同上
〒830-0032 久留米市東町1-21 三井住友海上久留米ビル
〒836-0843 大牟田市不知火町2-7-5 フォレスト第二ビル
〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-5-7 三井住友海上小倉ビル
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-24 ニッセイ新黒崎ビル
〒820-0005 飯塚市新飯塚19-7 第二遠賀ビル
〒840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45 三井生命佐賀駅前ビル
〒850-0036 長崎市五島町3-25 松藤ビル
〒857-0864 佐世保市戸尾町3-5 太陽生命佐世保ビル
〒810-8683 福岡市中央区赤坂1-16-14 三井住友海上福岡赤坂ビル

九州損害
サポート第二部

熊本第一保険金お支払センター
熊本第二保険金お支払センター
大分保険金お支払センター
宮崎保険金お支払センター
都城保険金お支払センター
延岡保険金お支払センター
鹿児島保険金お支払センター
鹿屋保険金お支払センター
沖縄保険金お支払センター
南九州火災新種保険金お支払センター

1096-366-5511
1096-366-5535
1097-532-5131
10985-29-3414
10986-23-1735
10982-35-7965
1099-223-7370
10994-44-7734
1098-862-1911
1092-722-6187

〒862-8666 熊本市新屋敷1-5-1 三井住友海上・西日本新聞熊本ビル
同上
〒870-0029 大分市高砂町2-50 オアシスひろば21
〒880-0818 宮崎市錦本町1-2 宮日商事ビル
〒885-0025 都城市前田町7-23 松栄ビル
〒882-0823 延岡市中町2-1-10 MABARAビル
〒892-0846 鹿児島市加治屋町18-8 三井生命鹿児島ビル
〒893-0015 鹿屋市新川町600 鹿屋商工会議所会館
〒900-0015 那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル
〒810-8683 福岡市中央区赤坂1-16-14 三井住友海上福岡赤坂ビル

大阪企業
損害サポート部

関西自動車
損害サポート部

三井住友海上京都ビル



企業火災新種
損害サポート部

第一保険金お支払センター
第二保険金お支払センター
第三保険金お支払センター
国際保険金お支払センター
住宅ローン債権管理室

103-3259-6727 〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
103-3259-3506
同上
103-3259-3509
同上
103-3259-3518
同上
103-3259-3497
同上

傷害疾病
損害サポート部

疾病第一保険金お支払センター
疾病第二保険金お支払センター
疾病第三保険金お支払センター
長期医療保険金お支払センター
海外旅行保険金お支払センター

103-3259-3516 〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
103-3259-8107
同上
103-3259-8108
同上
103-3259-6995
同上
103-3259-8775
同上

海損部

国内貨物保険金お支払センター
輸入貨物保険金お支払センター
輸出貨物保険金お支払センター
物流安全サービスグループ
船舶保険金お支払センター
名古屋海損保険金お支払センター
大阪海損保険金お支払センター
総合物流保険金お支払センター
中国海損保険金お支払センター
四国海損保険金お支払センター
九州海損保険金お支払センター

103-3259-3598
103-3259-6731
103-3259-3604
103-3259-6732
103-3259-3593
1052-203-3151
106-6233-0041
106-6233-0232
1082-234-5840
10898-33-1141
1092-722-6448



〒101-8011 千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上駿河台ビル
同上
同上
同上
同上
〒460-8635 名古屋市中区錦1-2-1 三井住友海上名古屋ビル
〒540-8677 大阪市中央区北浜4-3-1 三井住友海上大阪淀屋橋ビル
同上
〒730-0806 広島市中区西十日市町9-9 広電三井住友海上ビル
〒794-0043 今治市南宝来町2-1-30 三井住友海上今治ビル
〒810-8683 福岡市中央区赤坂1-16-14 三井住友海上福岡赤坂ビル

