


　平素より、皆さまにはジェイアンドエス保険サービスをお引き立て賜り、
誠にありがとうございます。

　国内最大級の総合保険代理店である当社は、りそなグループと親密な保険のプロ集団とし
て、「お客さま第一主義」「変革への挑戦」「コンプライアンス重視」の経営理念の下、お客
さま本位の最善・最適な保険商品・サービスの提供に努めてまいります。

　昨今、被害が甚大化する地震・台風等の自然災害や生活様式を一変させた感染症等によ
り、社会経済活動の先行きは不透明感が増しています。こうした中、保険の機能を通じ、多
種多様なリスクからお客さまをしっかりお守りすることが当社の存在意義です。
　これからも、社員一人ひとりの幅広い専門知識に立脚したリスクコンサルティング力を発
揮して、お客さまに手づくりの安心をお届けしてまいります。

　今後ともジェイアンドエス保険サービスを
ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

ジェイアンドエス保険サービス株式会社
代表取締役社長

浜田 勇一郎
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会社概要 

名    称：ジェイアンドエス保険サービス株式会社 
代 表 者：代表取締役社長 浜田 勇一郎 
設    立：1965（昭和 40）年 2月 22 日（創業 1951（昭和 26）年 5月） 

2004（平成 16）年 4月 1日に昭栄保険サービス株式会社、株式会社ジェイ保険サービスおよび総合商事株式会社が経営統合 

事業内容：損害保険・生命保険・がん医療保険の募集に関する業務 

純 資 産：281 億円（2022 年 3 月 31 日現在） 

従業員数：約 550 名 
主な株主：（株）りそな銀行 及び同グループ各社・主要生命保険・損害保険各社 

契約保険会社 

〈損害保険会社〉（2023 年 4 月 1 日現在） 
日新火災海上保険（株）/AIG 損害保険（株）/損害保険ジャパン（株）/東京海上日動火災保険（株）/あいおいニッセイ同和損害保険（株）/アニコム損害

保険（株）/アメリカンホーム保険会社/キャピタル損害保険（株）/共栄火災海上保険（株）/コファスジャパン信用保険会社/スイス損害保険会社/セコム

損害保険（株）/Chubb 損害保険（株）/チューリッヒ保険会社/ニューインディア保険会社/三井住友海上火災保険（株）/明治安田損害保険（株）/ユーラ

ーヘルメス信用保険会社/楽天損害保険（株） 

〈生命保険会社〉（2023 年 4 月 1 日現在） 
アフラック生命保険（株）/第一生命保険（株）/アクサ生命保険（株）/朝日生命保険（相）/イオン・アリアンツ生命保険（株）/ 
SBI 生命保険（株）/エヌエヌ生命保険（株）/FWD 生命保険（株）/オリックス生命保険（株）/クレディ・アグリコル生命保険（株）/ジブラルタ生命保険

（株）/住友生命保険（相）/ソニー生命保険（株）/SOMPO ひまわり生命保険（株）/大樹生命保険（株）/第一フロンティア生命保険（株）/大同生命保険

（株）/T&D フィナンシャル生命保険（株）/東京海上日動あんしん生命保険（株）/ニッセイ・ウェルス生命保険（株）/日本生命保険（相）/ネオファース

ト生命保険（株）/プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険（株）/マニュライフ生命保険（株）/ 
三井住友海上あいおい生命保険（株）/三井住友海上プライマリー生命保険（株）/明治安田生命保険（相）/メットライフ生命保険（株）/はなさく生命保

険（株） 

事業所所在地 

    （2023 年 4月 1日現在） 

【本  社】              

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1丁目 2番 14 号 J&S ビル  （03）3668-1201（代）  https://www.jands-hoken.co.jp/ 

【リテール営業本部】 

〈損害保険部門〉 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1丁目 2番 14 号 J&S ビル  （03）3668-5332（代） 

〈損害保険部門 (大阪)〉 
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町 2丁目 1番 1号 第二野村ビル  （06）6203-5565（代） 

〈医療保険部門〉 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1丁目 2番 14 号 J&S ビル  （03）3668-7820（代） 

〈コールセンター〉 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1丁目 2番 14 号 J&S ビル  （03）3668-1222 フリーダイヤル（0120）610-665 

【本社営業本部】 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1丁目 2番 18 号 日本ビルディング別館 3階  （03）3668-1202（代） 
〈横浜支店〉 
〒231-0006 神奈川県横浜市中区南仲通 3丁目 32 番 1号 みなとファンタジアビル 4階  （045）661-1351（代） 

〈立川支店〉 
〒190-0022 東京都立川市錦町 2丁目 7番 10 号 西野ビル 2階  （042）525-9125（代） 

【大阪営業本部】 

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町 2丁目 1番 1号 第二野村ビル  （06）6203-5345（代） 
〈医療保険部門 (大阪)〉 
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町 2丁目 1番 1号 第二野村ビル  （06）6203-5286（代） フリーダイヤル（0120）125-080 

〈名古屋支店〉 
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2丁目 14 番 19 号 名古屋伏見 Kスクエア 2階  （052）211-3166（代） 

〈福岡営業所〉 

〒810-8637 福岡県福岡市中央区大名 2丁目 4番 35 号 富士火災福岡ビル 7階  （092）733-9171（代） 

【埼玉営業本部】 

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4丁目 5番 5号 北浦和大栄ビル  （048）829-2336（代） 
〈熊谷営業所〉 

〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波 2丁目 48 番 1号 大栄日生熊谷ビル  （048）523-8220（代） 

 



 

沿革 

1951 年（昭和 26 年） 5 月  大和不動産（株）設立 
1951 年（昭和 26 年）12 月  敷島不動産（株）設立 
1955 年（昭和 30 年）12 月  平和商事（株）設立 
1960 年（昭和 35 年） 9 月 （株）申陽会設立 
1963 年（昭和 38 年） 4 月 （株）申陽会、昭和保険代行（株）に商号変更 

1965 年（昭和 40 年） 9 月 （株）桜栄設立 
1999 年（平成 11 年） 4 月  昭和保険代行（株）と（株）桜栄が合併により、昭栄保険サービス（株）を設立 

2000 年（平成 12 年） 8 月  平和商事（株）が総合商事（株）に商号変更 

2001 年（平成 13 年） 8 月  大和不動産（株）が（株）ジェイ保険サービスに商号変更 

2001 年（平成 13 年）12 月  敷島不動産（株）と（株）ジェイ保険サービスが経営統合 

2004 年（平成 16 年） 4 月  昭栄保険サービス（株）、総合商事（株）、（株）ジェイ保険サービスが経営統合。 

     ジェイアンドエス保険サービス（株）に商号変更 

2014 年（平成 26 年） 4 月  ジェイアンドエス保険サービス（株）、経営統合 10 周年 

2021 年（令和 3 年） 5 月  創立 70 周年 

 

 




