少額短期保険業者登録一覧
平成29年11月6日現在
【注意事項】
登録状況の詳細については、登録先の財務局等へお問い合わせください。
新規登録業者については、営業開始後を目途に掲載いたします。
【全業者数：95】
所管

登録番号

北海道財務局
【計2者】

北海道財務局長
(少額短期保険)第1号
北海道財務局長
(少額短期保険)第2号
東北財務局長
(少額短期保険)第1号
東北財務局長
(少額短期保険)第2号
東北財務局長
(少額短期保険)第3号
東北財務局長
(少額短期保険)第6号
東北財務局長
(少額短期保険)第7号
関東財務局長
(少額短期保険)第1号
関東財務局長
(少額短期保険)第2号
関東財務局長
(少額短期保険)第3号
関東財務局長
(少額短期保険)第5号
関東財務局長
(少額短期保険)第6号
関東財務局長
(少額短期保険)第8号
関東財務局長
(少額短期保険)第10号
関東財務局長
(少額短期保険)第11号
関東財務局長
(少額短期保険)第12号
関東財務局長
(少額短期保険)第14号
関東財務局長
(少額短期保険)第15号
関東財務局長
(少額短期保険)第16号
関東財務局長
(少額短期保険)第17号
関東財務局長
(少額短期保険)第18号
関東財務局長
(少額短期保険)第19号
関東財務局長
(少額短期保険)第21号
関東財務局長
(少額短期保険)第22号
関東財務局長
(少額短期保険)第23号
関東財務局長
(少額短期保険)第24号
関東財務局長
(少額短期保険)第25号
関東財務局長
(少額短期保険)第26号
関東財務局長
(少額短期保険)第27号
関東財務局長
(少額短期保険)第28号
関東財務局長
(少額短期保険)第29号
関東財務局長
(少額短期保険)第30号
関東財務局長
(少額短期保険)第31号
関東財務局長
(少額短期保険)第33号
関東財務局長
(少額短期保険)第34号
関東財務局長
(少額短期保険)第35号
関東財務局長
(少額短期保険)第36号
関東財務局長
(少額短期保険)第37号
関東財務局長
(少額短期保険)第38号
関東財務局長
(少額短期保険)第39号
関東財務局長
(少額短期保険)第40号
関東財務局長
(少額短期保険)第41号
関東財務局長
(少額短期保険)第43号
関東財務局長
(少額短期保険)第44号
関東財務局長
(少額短期保険)第46号
関東財務局長
(少額短期保険)第47号
関東財務局長
(少額短期保険)第49号
関東財務局長
(少額短期保険)第50号
関東財務局長
(少額短期保険)第51号

東北財務局
【計5者】

関東財務局
【計70者】

登録年月日

少額短期保険業者名

法人番号

郵便番号

本店等所在地

代表等電話番号

平成20年5月30日 常口セーフティ少額短期保険株式会社

6430001030385

060-0042 北海道札幌市中央区大通西５−１−２

011-271-8816

平成28年4月26日 アイアイ少額短期保険株式会社※1

7012301008508

060-0042 北海道札幌市中央区大通西１７−１−５

011-611-2751

平成20年1月31日 日本アニマル倶楽部株式会社

8370001012586

983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡３−６−２２

022-205-3373

平成20年3月31日 フローラル共済株式会社

9370001016545

981-0962 宮城県仙台市青葉区水の森３−４１−１５

022-303-0701

平成20年6月5日

東日本少額短期保険株式会社

7370001016448

980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉３−３−９

022-711-2166

平成26年1月7日

ユーミーＬＡ少額短期保険株式会社

9370601003042

980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町３−１１−９

022-796-3217

平成27年12月1日 ネットライフ火災少額短期保険株式会社

5370001025608

980-0014 宮城県仙台市青葉区本町１−１１−１

022-224-5373

平成18年10月27日 ＳＢＩリスタ少額短期保険株式会社

6011101050885

106-6015 東京都港区六本木１−６−１

03-6229-1014

ペット＆ファミリー少額短期保険株式会
平成18年11月29日
社

2010001106248

113-0033 東京都文京区本郷３−３４−３

03-5844-1120

平成19年6月21日 エクセルエイド少額短期保険株式会社

9010001102686

162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５３４

03-6233-2371

平成19年10月25日 ジャパン少額短期保険株式会社

7010001121564

100-0004 東京都千代田区大手町２−１−１

03-3516-8555

平成19年11月14日 イオン少額短期保険株式会社

2010001137318

101-0054 東京都千代田区神田錦町３−２２

03-6895-0950

平成19年11月22日 ＳＢＩいきいき少額短期保険株式会社

9011101046229

106-6015 東京都港区六本木１−６−１

03-6856-4531

平成19年12月10日 東京海上ミレア少額短期保険株式会社

9020001046288

220-8135 神奈川県横浜市西区みなとみらい２−２−１−１

045-225-0031

平成19年12月28日 株式会社あそしあ少額短期保険

1010001107164

102-0073 東京都千代田区九段北３−２−５

03-3265-9290

平成20年2月4日

株式会社宅建ファミリー共済

1010001108154

102-0073 東京都千代田区九段北３−２−１１

03-3234-1151

平成20年2月5日

ぜんち共済株式会社

8010001104956

101-0032 東京都千代田区岩本町３−５−８

03-5835-2571

平成20年3月17日 アスモ少額短期保険株式会社

8011001067045

151-0053 東京都渋谷区代々木３−２８−６

03-6300-6240

平成20年3月17日 株式会社全管協共済会

5010001113209

100-0004 東京都千代田区大手町２−６−１

03-3272-3366

平成20年3月19日 さくら少額短期保険株式会社

4013301030165

171-0014 東京都豊島区池袋２−１６−１３

03-5951-1090

平成20年3月19日 株式会社メモリード・ライフ

3010001115264

101-0064 東京都千代田区猿楽町２−８−１６

03-3233-0211

平成20年3月19日 ＮＰ少額短期保険株式会社

9010001116430

101-0032 東京都千代田区岩本町２−１３−６

03-5829-4661

平成20年3月21日 富士少額短期保険株式会社

2090001006572

400-0031 山梨県甲府市丸の内１−１７−１０

055-222-9119

平成20年3月21日 Ａライフ株式会社

5013301024281

170-0013 東京都豊島区東池袋１−１５−１２

03-5960-8211

平成20年3月25日 Chubb少額短期保険株式会社

5011001056001

141-0001 東京都品川区北品川６−７−２９

03-6364-7300

平成20年3月26日 ペットメディカルサポート株式会社

7011001052023

151-0053 東京都渋谷区代々木２−２７−１５

03-5309-2885

平成20年3月31日 もっとぎゅっと少額短期保険株式会社

1010401068139

105-0003 東京都港区西新橋３−２４−１０

03-5400-5808

平成20年3月31日 あすか少額短期保険株式会社

8011201011249

165-0026 東京都中野区新井１−８−８

03-6687-3583

平成20年3月31日 エヌシーシー少額短期保険株式会社

8011401011684

175-0094 東京都板橋区成増３−１１−３

03-3979-6666

平成20年5月20日 ＡＢＣ少額短期保険株式会社

9010001110961

100-0005 東京都千代田区丸の内３−１−１

03-3282-1711

特定非営利活動法人アビリティクラブた
平成20年5月29日
すけあい

3011105003537

164-0012 東京都中野区本町１−１３−１８

03-5302-0393

平成20年5月30日 ジック少額短期保険株式会社

8040001057689

283-0068 千葉県東金市東岩崎１５−６

0475-50-2240

平成20年5月30日 株式会社クローバー少額短期保険

3010401070679

105-0012 東京都港区芝大門１−１−３５

03-5472-7628

平成20年6月30日 ユニバーサル少額短期保険株式会社

6010001112192

113-0034 東京都文京区湯島２−３２−３

03-5875-1821

平成20年7月10日 株式会社住宅保障共済会

1010401036830

105-0012 東京都港区芝大門１−１４−１０

03-5405-1151

平成20年8月29日 ヒューマンライフ少額短期保険株式会社

7010001119939

135-0047 東京都江東区富岡２−１−１１

03-5809-8070

平成20年8月29日 プレミア少額短期保険株式会社

3010401095098

105-0001 東京都港区虎ノ門１−８−１２

03-5510-1101

平成20年9月1日

5011101040375

163-0923 東京都新宿区西新宿２−３−１

03-3344-7081

平成20年9月24日 医師が考えた少額短期保険株式会社

7010001115649

103-0026 東京都中央区日本橋兜町１９−８

03-6661-2650

旭化成ホームズ少額短期保険株式会社

平成20年9月24日 まごころ少額短期保険株式会社

9011001055750

141-0031 東京都品川区西五反田３−６−２０

03-6303-9585

平成20年10月22日 日本共済株式会社

1010001098197

101-0064 東京都千代田区猿楽町２−８−１６

03-3292-6900

平成20年10月31日 共生ネット少額短期保険株式会社

7011001058739

141-0032 東京都品川区大崎１−１１−２

03-6634-7800

平成20年12月10日 株式会社賃貸少額短期保険

3011101039733

160-0023 東京都新宿区西新宿７−１０−１９

03-3368-0111

平成20年12月12日 ＪＭＭ少額短期保険株式会社

5020001054501

232-0014 神奈川県横浜市南区吉野町３−７

045-252-7779

平成21年1月20日 ｅ−Ｎｅｔ少額短期保険株式会社

2100001008682

385-0022 長野県佐久市岩村田１８２６−１

0267-66-0220

平成21年1月23日 アイアル少額短期保険株式会社

8010001013835

103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１−３

03-5645-2111

平成21年2月16日 ペッツベスト少額短期保険株式会社

5010001100297

100-0003 東京都千代田区一ツ橋１−１−１

03-6268-0067

平成21年3月16日 株式会社サン・ライフ・ファミリー

5021001039087

254-0024 神奈川県平塚市馬入本町１３−２

0463-22-2953

平成21年3月24日 株式会社ビバビーダメディカルライフ

7021001029680

242-0029 神奈川県大和市上草柳４８２−２−２０１

046-265-6685

少額短期保険業者登録一覧
平成29年11月6日現在
【注意事項】
登録状況の詳細については、登録先の財務局等へお問い合わせください。
新規登録業者については、営業開始後を目途に掲載いたします。
【全業者数：95】
所管

登録番号

登録年月日

少額短期保険業者名

関東財務局長
平成21年3月24日 あんしん少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第52号
関東財務局長
平成21年4月20日 日本費用補償少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第53号
関東財務局長
平成21年12月21日 株式会社ＦＩＳ
(少額短期保険)第55号
関東財務局長
エイチ･エスライフ少額短期保険株式会
平成23年3月14日
(少額短期保険)第56号
社
関東財務局長
ＡＷＰチケットガード少額短期保険株式
平成23年6月20日
(少額短期保険)第57号
会社
関東財務局長
平成23年6月28日 セント・プラス少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第59号
関東財務局長
平成24年3月27日 ワーカーズ・コレクティブ共済株式会社
(少額短期保険)第60号
関東財務局長
平成24年12月20日 ガーデン少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第61号
関東財務局長
ライフサポートジャパン少額短期保険株
平成25年5月29日
(少額短期保険)第63号
式会社
関東財務局長
平成25年10月22日 株式会社エポス少額短期保険
(少額短期保険)第64号
関東財務局長
平成26年2月20日 トライアングル少額短期保険株式会社※2
(少額短期保険)第65号
関東財務局長
平成26年9月18日 少額短期保険ハウスガード株式会社
(少額短期保険)第66号
関東財務局長
平成27年3月26日 全日ラビー少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第67号
関東財務局長
セキスイハイム不動産少額短期保険株式
平成27年5月13日
(少額短期保険)第68号
会社
関東財務局長
平成28年3月14日 住まいぷらす少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第69号
関東財務局長
平成28年4月1日 健康年齢少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第70号
関東財務局長
平成28年4月21日 マスト少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第71号
関東財務局長
平成28年10月12日 イズミ少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第72号
関東財務局長
平成28年10月27日 マイホームプラス少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第73号
関東財務局長
平成29年2月15日 住生活少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第74号
関東財務局長
平成29年3月9日 ペッツファースト少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第75号
関東財務局長
平成29年6月1日 エール少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第76号
関東財務局長
平成29年7月6日 リボン少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第77号
関東財務局長
平成29年7月12日 メディカル少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第78号
関東財務局長
平成29年7月21日 プリベント少額短期保険株式会社※5
(少額短期保険)第79号
関東財務局長
平成29年7月24日 株式会社ホープ少額短期保険
(少額短期保険)第80号
関東財務局長
平成29年8月30日 パーソナル少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第81号
関東財務局長
平成29年8月30日 JID少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第82号
東海財務局
東海財務局長
平成20年6月16日 株式会社学校安全共済会
【計1者】
(少額短期保険)第1号
近畿財務局
近畿財務局長
平成19年7月25日 アクア少額短期保険株式会社
【計9者】
(少額短期保険)第1号
近畿財務局長
平成19年12月12日 エイ・ワン少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第2号
近畿財務局長
平成20年2月25日 日本少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第3号
近畿財務局長
平成20年11月13日 株式会社ＳＡＮＫＯ少額短期保険
(少額短期保険)第5号
近畿財務局長
セーフティージャパン・リスクマネジメ
平成20年11月28日
(少額短期保険)第6号
ント株式会社
近畿財務局長
平成22年10月18日 エタニティ少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第7号
近畿財務局長
平成24年6月1日 エスエスアイ富士菱株式会社※3
(少額短期保険)第8号
近畿財務局長
平成26年3月24日 東京海上ウエスト少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第10号
近畿財務局長
平成26年6月20日 みらい少額短期保険株式会社※4
(少額短期保険)第11号
中国財務局
中国財務局長
平成20年3月27日 エス・シー少額短期保険株式会社
【計2者】
(少額短期保険)第1号
中国財務局長
平成20年7月14日 株式会社ＦＰＣ
(少額短期保険)第2号
四国財務局
四国財務局長
平成21年9月2日 あおい少額短期保険株式会社
【計1者】
(少額短期保険)第1号
福岡財務支局
福岡財務支局長
平成20年3月31日 ベル少額短期保険株式会社
【計4者】
(少額短期保険)第1号
福岡財務支局長
平成20年5月30日 フェニックス少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第2号
福岡財務支局長
平成26年7月16日 イーペット少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第3号
福岡財務支局長
平成27年3月4日 日本ワイド少額短期保険株式会社
(少額短期保険)第5号
沖縄総合事務局
沖縄総合事務局長
平成20年5月30日 レキオス少額短期保険株式会社
【計1者】
(少額短期保険)第1号
※1 旧登録番号：関東財務局長（少額短期保険）第58号 旧登録日：平成23年6月20日
※2 旧登録番号：東海財務局長（少額短期保険）第3号 旧登録日：平成24年6月25日
※3 旧登録番号：関東財務局長（少額短期保険）第48号 旧登録日：平成21年2月16日
※4 旧登録番号：関東財務局長（少額短期保険）第7号 旧登録日：平成19年11月20日
※5 旧登録番号：東北財務局長（少額短期保険）第5号 旧登録日：平成25年5月15日

法人番号

郵便番号

本店等所在地

代表等電話番号

4030001015214

337-0044 埼玉県さいたま市大宮区上小町５３５

048-658-2810

8100001016416

390-0811 長野県松本市中央２−５−１５

0263-31-0360

7011001061131

105-0001 東京都港区虎ノ門４−１−２０

03-6402-4173

9011101056541

101-0021 東京都千代田区外神田６−５−４

03-5812-0910

3010701024987

140-0002 東京都品川区東品川４−１２−８

03-5783-7690

3010001133902

104-0031 東京都中央区京橋２−８−５

03-5524-6501

6020001092814

231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通４−３９

045-662-4346

5010001145251

105-0003 東京都港区西新橋２−８−６

03-6550-9866

1011101061912

102-0074 東京都千代田区九段南３−７−７

03-6265-6013

2011201016427

164-0001 東京都中野区中野３−３４−２８

03-4546-0101

6180001091370

160-0023 東京都新宿区西新宿６−６−３

03-4530-4171

9010401111147

108-0075 東京都港区港南２−１６−１

03-6718-9240

2010001159667

102-0093 東京都千代田区平河町１−８−１３

03-3261-2201

5010501036974

110-0005 東京都台東区上野７−１２−１４

03-6841-0016

4011701019068

134-0088 東京都江戸川区西葛西３−２２−２１

03-6777-3104

5010401115275

105-0012 東京都港区芝大門２−５−５

03-6435-9781

9011001103939

151-0053 東京都渋谷区代々木２−１−１

03-5352-8400

9010001171203

103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１６−９

03-5643-0465

9012701013683

188-0004 東京都西東京市西原町１−２−２

042-452-3755

5010601049496

130-0026 東京都墨田区両国２−１０−１４

03-6872-1251

5010801026238

146-0095 東京都大田区多摩川１−２−２５

03-6715-2410

5010001170877

104-0043 東京都中央区湊２−２−８

03-5542-3801

5020001114404

210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１−１

044-544-1111

5010001175843

104-0033 東京都中央区新川２−２２−２

03-5244-9681

6370001021622

103-0013 東京都中央区日本橋人形町３-３-１３

03-3662-5341

7011001113650

150-0001 東京都渋谷区神宮前２−３４−１７

03-3405-8801

7010001173069

101-0047 東京都千代田区内神田３−２−１

03-3526-2573

7020001117272

221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町４−３７−３

045-290-1831

2080101003438

410-0306 静岡県沼津市大塚１４１

055-966-7622

7120001103857

533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路１−１−３２

06-6325-3330

7120001119523

541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１−９−２６

06-4964-5519

3120001137974

530-0011 大阪府大阪市北区大深町３−１

06-6485-6000

3150001014972

635-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺２−６−１２

0745-31-0002

1120001128364

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀２−１−１

06-6225-9018

6120001144175

541-0041 大阪府大阪市中央区北浜３−１−２２

06-6223-1700

7090001005801

570-0028 大阪府守口市本町２−５−１８

06-6967-8115

1120001181628

532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４−１−９

06-6396-0818

6011001062832

530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２−８−５

06-6360-7885

1240001027538

737-0811 広島県呉市西中央２−２−１２

0823-32-1755

7240001034644

720-0032 広島県福山市三吉町南１−１５−１８

084-920-9150

2480001004867

770-0843 徳島県徳島市両国本町２−１２−１

088-656-0883

5290001016615

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３−７−３

092-474-4444

2290001051474

830-0038 福岡県久留米市西町１０９−１

0942-32-0096

5290001063780

807-0833 福岡県北九州市八幡西区南鷹見町１５−２０

0120-1212-07

9290001066714

818-0083 福岡県筑紫野市針摺中央２−１６−８

092-739-8900

9360001006935

902-0068 沖縄県那覇市字真嘉比１−１−１

098-941-3380

