わかる・見つかる
あなたの保険

保険のお悩みスッキリ解決！

相談実績

記念キャンペーン!!
10/1（土）〜 平成23.11/30（水）

ホームページ

【期間】
平成23.

または
携帯 から
ご予約いただいた方の
中から抽選で

ト！
ン
ゼ
レ
プ

A賞

魚沼産 こしひかり

B賞

有名酒造のカレーセット

C賞

たっぷりコラーゲン

D賞

ヘルシア緑茶 10本

※画像はイメージです。

当店へのご来店をもって当キャンペーンへの応募と
させていただきます。
当選者へのご連絡はH23年12月中旬より順次
行ってまいります。

※画像はイメージです。

ご予約はこちらから

検索

いずみライフデザイナーズ

または

お電話でもご予約受付中！！
11/3（木）
0PEN

イオン品川シーサイド店

都

町田東急ツインズ店

学芸大学店

0120-561-477

西東京市ひばりが丘1-1-1 パルコ4F

0120-561-891

練馬区光が丘５−１−１ 光が丘ＩＭＡ中央館３Ｆ

0120-561-922

港北東急店
東急百貨店たまプラーザ店
日吉東急店

町田市原町田6−4−1 町田東急ツインズウエスト7階

0120-561-334

ビナウォーク海老名店

0120-561-320

フレルさぎ沼店

0120-561-595

ミウィ橋本店

0120-561-337

溝の口
10/7（金）
ノクティプラザ店 0PEN

中央区日本橋1-3-11先（東京メトロ日本橋駅構内）

目黒区鷹番3-1-8

世田谷区経堂2-1-33

経堂コルティ3F

杉並区高円寺北3-24-11

0120-561-735

世田谷区三軒茶屋1-36-1 第一サカイビル１F

埼玉県

三軒茶屋店

0120-561-727

日野市高幡１２８−５ 京王高幡ＳＣ ２Ｆ

イオン大井店

越谷レイクタウン店

0120-561-344

そごう川口店

0120-561-973

ワカバウォーク店

横浜市金沢区能見台東３−１ イトーヨーカドー能見台店２Ｆ

横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1 港北東急4F

0120-561-229

横浜市青葉区美しが丘1-7東急百貨店たまプラーザ店 地下1階

イオン市川妙典店

0120-561-974

イオン南千里店

0120-561-150

京橋コムズガーデン店

横浜市港北区日吉2−1−1 日吉東急アベニュー本館3F

神奈川県海老名市中央1-6-1 ビナウォーク3番館6F

0120-561-235

髙島屋泉北店

川崎市宮前区鷺沼1-1 フレルさぎ沼3F

0120-561-331

フレスポ東大阪店

相模原市緑区橋本３-２８-１ ミウィ橋本 Ｂ１Ｆ

0120-561-288

川崎市高津区溝口1-3-1 ノクティプラザ15Ｆ

0120-561-236

ふじみ野市ふじみ野1-2-1 イオン3F

京都ファミリー店

愛知県

高円寺店

イトーヨーカドー能見台店

0120-561-971

横浜市保土ヶ谷区川辺町3-1 イオン1F

京都府

経堂店

0120-561-299

多摩市落合1−46−1 ココリア多摩センター4F

イトーヨーカドー錦町店

大阪府

メトロピア日本橋店

イオン天王町店

0120-561-972

大和市つきみ野1-6-1 イオン3F

千葉県

京

光が丘ＩＭＡ店

0120-561-371

葛飾区東金町1-10-8 イトーヨーカドー1F

神 奈 川 県

東

パルコひばりが丘店

イオンつきみ野店

イオン大宮店

県

高幡不動店

0120-561-370

品川区東品川4-12-5 イオン3F

0120-561-934

世田谷区松原3-30-11

玉

ココリア多摩センター店

下高井戸店

埼

イトーヨーカドー金町店

0120-561-990

北区赤羽西1-5-1 赤羽アピレ2F

東京都

赤羽アピレ店

メルサ栄店

0120-561-671

さいたま市北区櫛引町2-574-1 イオン1F

0120-561-672

蕨市錦町1-12-1 イトーヨーカドー2F

0120-561-336

越谷市東町２−８ イオンレイクタウンmori ２F

0120-561-383

川口市栄町3-5-1 そごう2F

0120-561-886

鶴ヶ島市富士見1-2-1 ワカバウォーク1F

0120-561-578

市川市妙典5-3-1 イオン1F

0120-561-668

吹田市千里山西6-56-1 イオン4F

0120-561-433

大阪市都島区東野田町2-6-1 コムズガーデンＢ2

0120-561-550

堺市南区茶山台1-3-1 髙島屋泉北店4F

0120-561-175

東大阪市稲田新町3-9-64 フレスポ東大阪2F

0120-561-858

京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー3F

0120-561-545

名古屋市中区栄3-4-5 メルサ栄本店4F
平成23年10月1日時点

対面だからできるきめ細かい保険相談を実感してください！

わかる！みつかる！あなたの保険。

いろいろな保険をくらべて選べる
来店型保険
相談
サービスショップ
無料
特定の保険会社に属さない中立の立場から
「お客様にとって最適な保険」
を
豊富な商品から提案しています。

お子さまの
ステキな未来に

万一に備えて

学資保険

生命保険

お客さまの声

1

がん保険

お客さまの声

年

1年毎に更新手続き

金

自動車保険

ご来店
お待ちしております！

2

買い物ついでに
気軽に行ける。

会社帰りに
相談に行った。
社会人になり、保険の必要性について悩ん
でいたときに相談にいきました。
とてもわか
りやすく教えていただけたし、駅からも近く、
会社帰りにも寄れたので良かったです。
（28歳・女性・OL）

医療保険

将来の安心のために

出産したばかりで慌ただしい中、
たまたま近所
のショッピングセンターでお店を見つけました。
軽い気持ちで寄ってみたけれど、
親身になって
教えてもらい、
とても便利でした。
（33歳・女性・主婦）

ご相 談 は お 気 軽 に！
見つかる

来店型

保険サービスショップの

保 険 は選 んで 買う時 代！「ほけん百 花」
「 保 険 の 森」は、
お店で相談からお申込までできる来店型保険ショップ
です。厳 選した 豊富 な保 険 商品 からプロのスタッフが
保険 選びを無料でサポートします。

相談・試算はすべて無料！

その2

豊富な保険商品の中から
比較して納得の保険選び！

その3

いらっしゃいませ！

仕事帰りや買い物ついでに
立ち寄れるから便利！！
土・日・祝もOPEN！

障

内容

の見
直

し

いいところ。

その1

保

わかる

会
無 料 相談
！
実 施中

［引受保険会社］
［損害保険］

［生命保険］

〔募集代理店〕 いずみライフデザイナーズ株式会社

東京都港区赤坂3-3-5 9F

0120-880-167

「ほけん百花」
「保険の森」は、いずみライフデザイナーズ株式会社が運営する来店型保険サービスショップです。

AF011-2010-0260 9月29日

