農林水産品・食品輸出分野における課題解決のための現地体制
国・地域
香 港

在外公館等

氏 名

TEL

メールアドレス

現地窓口

在香港日本国総領事館

安田 大樹

+852-2522-1184

t00661@mofa.go.jp

ジェトロ・香港事務所

伊藤 亮一、田中 弘幸

+852-2501-7231
+852-2501-7224

HKG@jetro.go.jp

台 湾

公益財団法人日本台湾交流協会
台北事務所

馬場 洋行

+886-2-2713-0826

jfood.info-k1@tp.koryu.or.jp

韓 国

在韓国日本国大使館

宮島 栄一

+82-2-2170-5235

kigyoshien-korea@so.mofa.go.jp

ジェトロ・ソウル事務所

友田 大介、大久保 茂

+82-2-399-5905
+82-2-3442-6082

KOS@jetro.go.jp

在中国日本国大使館

伊藤 優志、菅野 清、山本 裕介

+86-10-8531-9800

keizai@pk.mofa.go.jp

在上海日本国総領事館

山本 英樹

+86-21-5257-4766

在広州日本国総領事館

飯島 和博

+86-20-8388-3009

在重慶日本国総領事館

鶴岡 千晴

+86-23-6372-381

kigyoshien@cq.mofa.go.jp

在瀋陽日本国総領事館

斧 宗一郎

+86-24-2321-8956

kigyoshien@ya.mofa.go.jp

在青島日本国総領事館

加藤 英次

+86-532-8090-0001

kigyoshien@qd.mofa.go.jp

在大連領事事務所

本部 浩司

+86-411-8370-4077

kigyo@ya.mofa.go.jp

ジェトロ・上海事務所

小栗 道明、内田 剛

+86-21-6270-0489

PCS@jetro.go.jp

ジェトロ・北京事務所

田端 祥久、小林 紘之

+86-10-6513-7077

PCB@jetro.go.jp

ジェトロ・大連事務所

安藤 勇生、高山 博

+86-411-8360-9418

PCD@jetro.go.jp

ジェトロ・青島事務所

佐藤 秀二

+86-532-8387-8909

PCQ@jetro.go.jp

ジェトロ・広州事務所

天野 真也、米川 拓也

+86-20-8752-0060

PCG@jetro.go.jp

ジェトロ・武漢事務所

古谷 寿之

+86-27-5950-0707

PCW@jetro.go.jp

ジェトロ・成都事務所

岡田 英治

+86-28-8779-6693

PCC@jetro.go.jp

那須 孝章

+65-6235-8855

nihonkigyoushien@sn.mofa.go.jp

●

安井 裕太郎

+65-6221-8174

SPR@jetro.go.jp

●

西川 美智子

+603-2177-2714

business@kl.mofa.go.jp

●

ジェトロ・クアラルンプール事務所

馬場 啓爾

+603-2171-6077

MAK@jetro.go.jp

在ブルネイ日本国大使館

安部 徳朗

+673-2238052

kigyoushien@bw.mofa.go.jp

●

新保 貴裕

+62-21-39839754

support-japan100@dj.mofa.go.jp

●

ジェトロ・ジャカルタ事務所

亀田 周

+62-21-5200264

JKT@jetro.go.jp

在タイ日本国大使館

井上 崇

+66-2207-8595

business-support@bg.mofa.go.jp

ジェトロ・バンコク事務所

瀧山 幸千夫

+66-2253-6441(Ext128) bgk-food@jetro.go.jp

在ベトナム日本国大使館

下瀬 耕三郎

+84-4-3846-3000

keizaihan-agri@ha.mofa.go.jp

在ホーチミン日本国総領事館

三宅 妙子

+84-8-3933-3510

hcm-keizaikeikyo@hc.mofa.go.jp

ジェトロ・ホーチミン事務所

滝本 浩司、大久保 文博

+84-8-3821-9363

VHO@jetro.go.jp

ジェトロ・ハノイ事務所

千嶌 浩、阿部 智史

+84-4-3825-0630
+84-4-3846-3000

VHA@jetro.go.jp

在ミャンマー日本国大使館

鈴木 一喜

+95-1-549644～8

nihonkigyo-shien@yn.mofa.go.jp

ジェトロ・ミャンマー事務所

山岡 寛和、下田 聡

+95-1-371787

MYY@jetro.go.jp

在フィリピン日本国大使館

寺田 憲治

+63-2-551-5710

nikkeikigyo.phil@ma.mofa.go.jp

ジェトロ・マニラ事務所

佐々木 研二

+63-2-892-4376

MLA@jetro.go.jp

在インド日本国大使館

柳田 直樹

+91-11-4610-4610

jpemb-economic@nd.mofa.go.jp

ジェトロ・ニューデリー事務所

仲條一哉、梅木 壮一

+91-11-4168-3006

IND@jetro.go.jp

中 国

シンガポール 在シンガポール日本国大使館
ジェトロ・シンガポール事務所
マレーシア 在マレーシア日本国大使館

ブルネイ

インドネシア 在インドネシア日本国大使館

タ イ

ベトナム

ミャンマー

フィリピン

インド

●

●

●

http://www.shanghai.cn.embjapan.go.jp/support/index.html
http://www.guangzhou.cn.embjapan.go.jp/itpr_ja/keizai.html

●

●

●

米 国

カナダ

ブラジル

チ リ

豪 州

ＥＵ

ドイツ

英 国

フランス

イタリア

在米国日本国大使館

小島 裕章、布施 吉章

+1-202-238-6712
+1-202-238-6721

business-support@ws.mofa.go.jp

●

在アトランタ日本国総領事館

高橋 尚美

+1-404-240-4300

keizai@aa.mofa.go.jp

●

在サンフランシスコ日本国総領事館

望月 新介

+1-415-780-6000

economic@sr.mofa.go.jp

●

在シアトル日本国総領事館

早坂 直樹

+1-206-682-9107

economy@se.mofa.go.jp

●

在ポートランド領事事務所

須田 善也

+1-503-221-1811

keizaiportland@se.mofa.go.jp

●

在シカゴ日本国総領事館

白倉 圭造

+1-312-280-0400

econ@cg.mofa.go.jp

●

在デトロイト日本国総領事館

竹村 圭史

+1-313-567-0120

seikei@dt.mofa.go.jp

●

在デンバー日本国総領事館

泉 彰浩

+1-303-534-1151

economics@de.mofa.jp

●

在ナッシュビル日本国総領事館

笹尾 剛

+1-615-340-4300

economics@nv.mofa.go.jp

●

在ニューヨーク日本国総領事館

宮長 郁夫

+1-212-371-8222

business-support@ny.mofa.go.jp

●

在ハガッニャ日本国総領事館

山田 香織

+1-671-646-1290

infocgj@ag.mofa.go.jp

●

在ヒューストン日本国総領事館

岩崎 竜司

+1-713-502-6900

info@ho.mofa.go.jp

●

在ボストン日本国総領事館

藤井 麻理

+1-617-973-9772

business@bz.mofa.go.jp

●

在ホノルル日本国総領事館

有吉 留美

+1-808-543-3111

companysupport@hl.mofa.go.jp

●

在マイアミ日本国総領事館

荻原 孝裕

+1-305-530-9090

business-support@mi.mofa.go.jp

●

在ロサンゼルス日本国総領事館

島内 のり子

+1-213-617-6700

keizai@ls.mofa.go.jp

●

ジェトロ・アトランタ事務所

堀田 基

+1-404-681-0600

ama-project@jetro.go.jp

●

ジェトロ・サンフランシスコ事務所

河南 麻紀

+1-415-392-1333

sfc-marketing@jetro.go.jp

●

ジェトロ・シカゴ事務所

笠原 健

+1-312-832-6000

CGO@jetro.go.jp

●

ジェトロ・ニューヨーク事務所

沼田 茂仁

+1-212-997-0439

nya-food@jetro.go.jp

●

ジェトロ・ロサンゼルス事務所

安田 綾子

+1-213-624-8855

lag-food@jetro.go.jp

●

在カナダ日本国大使館

白石 知隆

+1-613-241-8541

economic@ot.mofa.go.jp

●

ジェトロ・トロント事務所

酒井 拓司、伊藤 敏一

+1-416-861-0325
+1-416-861-0196

TOR@jetro.go.jp

在ブラジル日本国大使館

光廣 政男

+55-61-3442-4215

zaibrazilnihonkigyou@bs.mofa.go.jp

ジェトロ・サンパウロ事務所

二宮 康史、山本 祐也

+55-11-3141-0788

SAO@jetro.go.jp

在チリ日本国大使館

倉田 進

+56-2-2232-1807

eco.japon@sg.mofa.go.jp

ジェトロ・チリ事務所

中山 泰弘

+56-2-2203-3406

info.santiago@jetro.go.jp

在豪州日本国大使館

黒井 哲也

+61-2-6272-7240

economics@cb.mofa.go.jp

在シドニー日本国総領事館

重久 直人

+61-2-9250-1034

cgeco@sy.mofa.go.jp

在パース日本国総領事館

芦田 利一

+61-8-9480-1825

eco@pt.mofa.go.jp

在ブリスベン日本国総領事館

赤井澤 勝彦

+61-7-3221-5188

economic@bb.mofa.go.jp

在メルボルン日本国総領事館

棟上 俊樹

+61-3-9667-7816

jc-biz@mb.mofa.go.jp

ジェトロ・シドニー事務所

平野 修一

+61-2-9002-6201

SYD@jetro.go.jp

欧州連合日本政府代表部

新井 健一

+32-2ｰ500-7756

info@eu.mofa.go.jp

ジェトロ・ブリュッセル事務所

前田 篤穂、中野 貴史

+32-2-282-0506
+32-2-282-0508

BEB@jetro.go.jp

在ドイツ日本国大使館

真島 哲弥

+49-30-21094-0

japanese-info@bo.mofa.go.jp

ジェトロ・ベルリン事務所

平林 孝之、望月 智治

+49-30-2094-5560

info-bln@jetro.go.jp

在英国日本国大使館

平中 隆司

+44-20-7465-6500

shokusangyo-support@ld.mofa.go.jp

ジェトロ・ロンドン事務所

藤井 寛、島本 健一、粟野 敦博

+44-20-7421-8327

agra_london@jetro.go.jp

●

在フランス日本国大使館

西尾 暁

+33-1-4888-6236

food-promotion@ps.mofa.go.jp

●

ジェトロ・パリ事務所

兒玉 高太郎、大西 麻紀子

+33-1-4261-2922
+33-1-4261-2951

PRS@jetro.go.jp

在イタリア日本国大使館

武藤 明子、梅田 孝明、廣田 健久 +39-06-488-5169

business-support@ro.mofa.go.jp

ジェトロ・ミラノ事務所

小林 浩人

mil-event@jetro.go.jp

+39-02-7211-791

●

●

●

●

●

ロシア

中 東

エジプト

在ロシア日本国大使館

郡 健次、新村 耕太

+7-495-229-2579

kigyoshien@mw.mofa.go.jp

在ウラジオストク日本国総領事館

池田 幸介

+7-423-226-7502

jpconvl@vl.mofa.go.jp

在サンクトペテルブルク日本国総領事館 佐藤 桂一

+7-921-957-2345

keizai@px.mofa.go.jp

在ハバロフスク日本国総領事館

半田 貴弘

+7-4212-413-044

consul@kh.mofa.go.jp

在ユジノサハリンスク日本国総領事館

三野 晃

+7-4242-726-055

sakhalinjp1@ys.mofa.go.jp

ジェトロ・モスクワ事務所

島田 憲成

+7-495-580-7320

rsm-pj@jetro.go.jp

ジェトロ・サンクトペテルブルク事務所

宮川 嵩浩

+7-812-318-0267

RSS@jetro.go.jp

在アラブ首長国連邦日本国大使館

田中 剛

+971-2-4435696

embjpn@ab.mofa.go.jp

在ドバイ日本国総領事館

杉本 真崇

+971-4-3319191

kigyo-shien@du.mofa.go.jp

ジェトロ・ドバイ事務所

中尾 純二

+971-4-3880601

UAD@jetro.go.jp

在エジプト日本国大使館

川本 陽介

+20-2-25285910

japan.foodbiz.egypt@ca.mofa.go.jp

ジェトロ・カイロ事務所

池田 篤志、長谷川 梢

+20-2-25741111

CAR@jetro.go.jp

●

