
 

勤務先 
(会社名・所属) 

社員番号

フリガナ
性別 ☐男性 ・ ☐女性

お名前(漢字) 
生年月日 

☐昭和
☐平成

 年   月 日 

電話番号 ☐勤務先・ ☐自宅・ ☐携帯

メールアドレス

ご希望の 
連絡方法 

☐ 電話（ご希望時間帯  ：   ～   ： ） 

☐ メール

☐ その他（具体的にご記入ください）

（  ） 

グループ保険に関するご相談をご希望の場合は、本紙に必要事項をご記入のうえ、

裏面に記載の最寄りの三菱電機保険サービスにご提出ください。 

あらためてご連絡させていただきます。

ご相談を希望される項目に☑してください。（複数選択可） 

☐ 毎月の保険料を減らしたい。

☐ 自分の必要保障額についてアドバイスをして欲しい。

☐ 現在契約している保険の証券診断を行って欲しい。

☐ 保険の見直しの仕方を教えて欲しい。

☐ 家族の保険について相談に乗って欲しい。

お名前 生年月日 性別 続柄

☐ 昭和

☐ 平成
☐ 令和

年  月  日 ☐男性 ・ ☐女性

☐ 昭和
☐ 平成
☐ 令和

年  月  日 ☐男性 ・ ☐女性

☐ 昭和
☐ 平成
☐ 令和

年  月  日 ☐男性 ・ ☐女性

☐ 昭和
☐ 平成

☐ 令和
年  月  日 ☐男性 ・ ☐女性

☐ その他（具体的にご記入ください）

保険相談シート 三菱電機 

グループ保険 

〈三菱電機保険サービス株式会社の個人情報の取扱いについて〉

本シートにご記入いただいたお客様の個人情報は、当社が取り扱っている全商品の案内、募集及び販売ならびに契約の締結のために

利用し、その他の目的には利用いたしません。万一、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面によ

り通知し、または当社ホームページ（https://www.meis.co.jp/）により公表します。 
なお、当社のホームページには、当社の個人情報保護に関する基本方針を掲載しております。

スマートフォンからの
ご相談はこちら



〈連絡先一覧〉

支店名 拠点名 TEL FAX メールアドレス

東
日
本
支
店

首都圏第一課・第二課 03-5219-5511 03-5219-5519 g-tokyo@meis.co.jp

丸の内営業所 03-3218-9281 03-3218-9282 g-marunouchi@meis.co.jp

湘南営業所 0467-41-6818 0467-44-8249 g-syounan@meis.co.jp

相模出張所 042-779-5704 042-775-1140 g-sagami@meis.co.jp

大船営業所 0467-41-2110 0467-41-2120 g-ofuna@meis.co.jp

札幌営業所 011-200-8688 011-222-1120 g-sapporo@meis.co.jp

東北営業所（仙台） 022-211-4239 022-212-5234 g-sendai@meis.co.jp

東北営業所（郡山） 024-921-9728 024-921-9875 g-koriyama@meis.co.jp

北関東営業所（群馬） 0276-30-7047 0276-30-7045 g-gunma@meis.co.jp

北関東営業所（花園） 048-584-4788 048-584-4788 g-gunma@meis.co.jp

中
部
支
店

営業課 052-918-0121 052-918-0077 g-tyubu@meis.co.jp

中部支出張所 052-565-3286 052-565-3052 g-tyubushi@meis.co.jp

北陸出張所 076-233-5526 076-233-5562 g-hokuriku@meis.co.jp

名古屋営業所 052-712-1121 052-712-1131 g-nagoya@meis.co.jp

静岡営業所 054-286-2216 054-203-6176 g-sizuoka@meis.co.jp

中津川営業所 0573-66-8240 0573-65-7685 g-nakatugawa@meis.co.jp

稲沢営業所 0587-24-5520 0587-24-0531 g-inazawa@meis.co.jp

関
西
支
店

大阪営業所 06-6371-3103 06-6371-3107 g-osaka@meis.co.jp

京都営業所 075-958-1361 075-958-1726 g-kyoto@meis.co.jp

和歌山営業所 073-435-4601 073-402-2052 g-wakayama@meis.co.jp

伊丹営業所 06-6497-9675 06-6493-8833 g-itami@meis.co.jp

北伊丹出張所 072-782-7987 072-773-6870 g-kitaitami@meis.co.jp

三田営業所 079-561-3081 079-561-3084 g-sanda@meis.co.jp

神戸営業所 078-652-0217 078-685-2651 g-koube@meis.co.jp

姫路営業所 079-291-4194 079-291-4197 g-himeji@meis.co.jp

赤穂出張所 0791-46-2171 0791-46-2218 g-akou@meis.co.jp

西
日
本
支
店

広島営業所 082-248-5374 082-248-5375 g-hiroshima@meis.co.jp

福山営業所 084-926-8045 084-926-8050 g-fukuyama@meis.co.jp

四国営業所 0877-58-1135 0877-58-1143 g-shikoku@meis.co.jp

高松出張所 087-811-5127 087-811-5128 g-takamatu@meis.co.jp

西条出張所 0897-52-1814 0897-55-6421 g-saijyou@meis.co.jp

九州営業課 092-721-2336 092-721-2311 g-kyusyu@meis.co.jp

福岡営業所 092-805-3943 092-805-3886 g-fukuoka@meis.co.jp

長崎営業所 095-881-1615 095-881-1684 g-nagasaki@meis.co.jp

丸尾出張所 095-864-2805 095-864-0003 g-nagasaki@meis.co.jp

熊本営業所 096-242-4571 096-242-4622 g-kumamoto@meis.co.jp
（2022 年 6 月現在） 
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