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号：大同生命保険株式会社
立：1947年7月
（創業1902年7月）
社：
（大阪）
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-1
電話 06-6447-6111
（代表）
（東京）〒103-6031 東京都中央区日本橋2-7-1
電話 03-3272-6777
（代表）
ホームページ：https://www.daido-life.co.jp/
代表取締役社長：工藤 稔
従 業 員 数：営業職員 3,746名
内務職員 3,100名
営 業 網：支社 102支社※ 代理店 14,413店
株
主：株式会社T&Dホールディングス
（100％）
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