
                                                                                         

通番 国・地域名 都市名 区　別 氏　　　　名 主管公館

1 パキスタン ｸｴｯﾀ 名誉総領事 ｻｲｴﾄﾞ･ﾅﾃﾞｨｰﾑ･ｱﾗﾑ･ｼｬｰ 在ｶﾗﾁ総

2 パキスタン ﾍﾟｼｬﾜｰﾙ 名誉総領事 ﾅﾜｰﾌﾞｻﾞﾀﾞ･ﾌｧｻﾞﾙ･ｶﾘｰﾑ･ｱﾌﾘﾃﾞｨ 在ﾊﾟｷｽﾀﾝ大

3 パキスタン ﾗﾎｰﾙ 名誉総領事 ｱﾐｰﾙ･ﾌｾｲﾝ･ｼﾗｼﾞ 在ﾊﾟｷｽﾀﾝ大

4 オーストラリア ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ 名誉総領事 ｱﾀﾞﾑ･ｳｨﾝ 在ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ総

5 オーストラリア ﾀﾞｰｳｨﾝ 名誉総領事 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾊﾟｽﾊﾟﾚｰ 在ｼﾄﾞﾆｰ総

6 オーストラリア ﾎﾊﾞｰﾄ 名誉総領事 ｷﾑ・ｸﾘﾌｫｰﾄﾞ 在ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ総

7 クック諸島 ｸｯｸ諸島 名誉総領事 ｼﾞｮﾝ・ｳｪﾌﾞ 在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大

8 （ﾆｭｰｶﾚﾄﾞﾆｱ） ﾇﾒｱ 名誉領事 ｺﾘｰﾇ･ﾓﾘ 在ﾌﾗﾝｽ大

9 (仏領ﾎﾟﾘﾈｼｱ) ﾊﾟﾍﾟｰﾃ 名誉領事 ﾚｲｱﾅ・ﾌｫｰｼﾞｭﾗ 在ﾌﾗﾝｽ大

10 米国 ｱﾙﾊﾞｶｰｷ 名誉領事 ﾃﾞｰﾋﾞｽ･ﾋﾞｹﾞｲ 在ﾃﾞﾝﾊﾞｰ総

11 米国 ｲﾝﾃﾞｨｱﾅﾎﾟﾘｽ 名誉領事 ﾋﾟｰﾀｰ・A・ﾓｰｽ・Jr. 在ｼｶｺﾞ総

12 米国 ｵｰﾗﾝﾄﾞ 名誉領事 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ・ｳｫﾙｼｭ 在ﾏｲｱﾐ総

13 米国 ｵﾏﾊ 名誉領事 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・J・ｼﾘﾝｸﾞ 在ｼｶｺﾞ総

14 米国 ｵﾙﾊﾞﾆｰ 名誉領事 ﾗﾘｰ･ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ｴｳﾞｧﾝｽ 在ﾆｭｰﾖｰｸ総

15 米国 ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨ 名誉領事 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ｻﾄｼ・ｶﾝｷ 在ｼｶｺﾞ総

16 米国 ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 名誉領事 ﾋﾛﾕｷ･ﾌｼﾞﾀ 在ﾃﾞﾄﾛｲﾄ総

17 米国 ｺﾛﾝﾊﾞｽ 名誉領事 ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ・W・ｸｯｸ 在ﾃﾞﾄﾛｲﾄ総

18 米国 ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ 名誉領事 ｷｬｻﾘﾝ・ﾚﾅｰﾄﾞ 在ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ総

19 米国 ｼﾑｽﾞﾍﾞﾘｰ 名誉領事 ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･A･ﾎﾞｲｺ 在ﾎﾞｽﾄﾝ総

20 米国 ｼﾞｬｸｿﾝﾋﾞﾙ 名誉領事 ﾛｲ・ｼｭﾚｲｼｬｰ 在ﾏｲｱﾐ総

21 米国 ｾﾝﾄ･ﾙｲｽ 名誉領事 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・ﾅｯﾌﾟ 在ｼｶｺﾞ総

22 米国 ﾀﾞﾗｽ 名誉領事 ﾋｻｼ・ｼﾁｼﾞｮｰ 在ﾋｭｰｽﾄﾝ総

23 米国 ﾀﾙｻ 名誉領事 ﾃﾞｭｰｲ･ﾊﾞｰﾄﾚｯﾄ 在ﾋｭｰｽﾄﾝ総

24 米国 ﾃﾞﾓｲﾝ 名誉領事 ｷｬﾛﾙ・ｸﾞﾗﾝﾄ 在ｼｶｺﾞ総

25 米国 ﾃｭﾍﾟﾛ 名誉領事 ｸﾛｰﾄﾞ・ﾐｯﾁｪﾙ・ｳｪｲｷｬｽﾀｰ 在ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ総

26 米国 ﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞ 名誉領事 ﾄﾞﾅ･ﾌﾚｯｼｭ 在ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ総

27 米国 ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ 名誉領事 ｳｨﾘｱﾑ・ﾌｧﾚﾙ 在ﾎﾞｽﾄﾝ総

28 米国 ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ 名誉領事 ﾏｰｸ・ｼﾞｬｸｿﾝ 在ｱﾄﾗﾝﾀ総

29 米国 ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ 名誉領事 ﾎﾟｰﾙ･ｼﾞｮｾﾌ･ｹｽﾗｰ 在ﾆｭｰﾖｰｸ総

30 米国 ﾋﾛ 名誉領事 ｱｰｻｰ･ﾀﾆｸﾞﾁ 在ﾎﾉﾙﾙ総

31 米国 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ 名誉領事 ﾃﾞﾆｽ・ﾓﾘｶﾜ 在ﾆｭｰﾖｰｸ総

32 米国 ﾌｪﾆｯｸｽ 名誉領事 ｹﾘｰ･ﾑｰｱ 在ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ総

33 米国 ﾌﾚｽﾞﾉ 名誉領事 ﾃﾞｰﾙ・ｲｹﾀﾞ 在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ総

34 米国 ﾎﾞｲｼﾞｰ 名誉領事 ｴﾄﾞ・ｸﾛｯﾍﾟﾝｼｭﾀｲﾝ 在ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ事

35 米国 ﾎｯﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽ 名誉領事 ﾏﾘｰ･ｴﾚﾝ・ｼﾞｭﾆｯｸ 在ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ総

36 米国 ﾏﾃﾞｨｿﾝ 名誉領事 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ｼｰﾎﾞｰｸﾞ 在ｼｶｺﾞ総

名誉（総）領事リスト（令和４年８月１０日現在）

アジア地域

大洋州地域

北米地域



37 米国 ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ 名誉領事 ﾛﾅﾙﾄﾞ・ﾚｵﾝﾊﾙﾄ 在ｼｶｺﾞ総

38 米国 ﾗｽﾍﾞｶﾞｽ 名誉領事 ｷｬｻﾘﾝ･ﾌﾞﾚｰｸﾘｰ 在ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ総

39 米国 ﾚｷｼﾝﾄﾝ 名誉領事 ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ・ｶｰﾍﾟﾝﾀｰ 在ﾅｯｼｭﾋﾞﾙ総

40 米国 ﾛｰﾘｰ 名誉領事 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ﾛﾋﾞﾝｿﾝ 在ｱﾄﾗﾝﾀ総

41 （米領ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺ） ｻﾝ･ﾎﾜﾝ 名誉領事 ﾏﾇｴﾙ･ﾓﾗｰﾚｽ･ｼﾞｭﾆｱ 在ﾆｭｰﾖｰｸ総

42 カナダ ｳｨﾆﾍﾟｸﾞ 名誉総領事 ｹﾈｽ・ｾﾞｲﾌﾏﾝ 在ｶﾙｶﾞﾘｰ総

43 カナダ ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾝ 名誉総領事 ｵﾚﾝｶ・ﾋﾞﾗｼｭ 在ｶﾙｶﾞﾘｰ総

44 カナダ ｾﾝﾄ･ｼﾞｮﾝｽﾞ 名誉総領事 ｳﾞｨｸﾀｰ･ﾚｲﾗﾝﾄﾞ･ﾔﾝｸﾞ 在ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ総

45 カナダ ﾊﾘﾌｧｯｸｽ 名誉総領事 ﾏｰｸ･ｼﾞｪｰﾑｽ･ｻﾚｯﾄ 在ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ総

46 カナダ ﾋﾞｸﾄﾘｱ 名誉総領事 ﾃﾞｰｳﾞｨｯﾄﾞ・ｱﾗﾝ・ﾋﾞﾝｸﾞ 在ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ総

47 カナダ ﾘｼﾞｬｲﾅ 名誉総領事 ﾋﾞｸﾀｰ・ﾉｰﾏﾝ・ｻﾜ 在ｶﾙｶﾞﾘｰ総

48 アルゼンチン ｺﾙﾄﾞﾊﾞ 名誉総領事 ﾏﾙﾃｨﾈｽ・ﾌｪﾚｰﾙ 在ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ大

49 エクアドル ｸﾞｱﾔｷﾙ 名誉総領事 ｶﾙﾛｽ･ｵﾙﾃｶﾞ･ﾏﾙﾄﾞﾅﾄﾞ 在ｴｸｱﾄﾞﾙ大

50 コロンビア ｶﾘ 名誉領事 ｴｽﾃﾊﾞﾝ・ﾋﾟｴﾄﾞﾗｲｰﾀ・ｳﾘﾍﾞ 在ｺﾛﾝﾋﾞｱ大

51 スリナム ﾊﾟﾗﾏﾘﾎﾞ 名誉総領事 ｼﾞｬﾔﾝﾄ・ｱﾆﾙｸﾏｰ・ﾊﾟﾀﾞﾗｰﾄ 在ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ大

52 ドミニカ国 ﾛｿﾞｰ 名誉総領事 ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ・ｸｰﾙｽﾞ＝ﾗﾃｨｰｸﾞ 在ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ大

53 バハマ ﾅｯｿｰ 名誉総領事 ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾃﾞﾗｰﾉ・ﾗｯｾﾙ・ｻﾝｽﾞ 在ｼﾞｬﾏｲｶ大

54 ブラジル ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ 名誉総領事 ﾛﾍﾞﾙﾄ･ﾌｼﾞｵ･ﾐｽﾞｼﾏ 在ﾚｼﾌｪ総

55 ブラジル ﾍﾞﾛｵﾘｿﾞﾝﾃ 名誉総領事 ｳｨﾙｿﾝ・ﾈﾘｵ・ﾌﾞﾙｰﾒﾙ 在ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ総

56 ベリーズ ﾍﾞﾘｰｽﾞ･ｼﾃｨ 名誉総領事 ﾓﾝﾃｨ･ｻﾀﾞﾗﾝｶﾞﾆ 在ｼﾞｬﾏｲｶ大

57 ホンジュラス ｻﾝﾍﾟﾄﾞﾛｽｰﾗ 名誉総領事 ｶﾘﾑ･ｴﾘｱｽ･ﾜﾃﾞｨｴ･ｸﾊﾞｲﾝ 在ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ大

58 メキシコ ﾃｨﾌｧﾅ 名誉総領事 ﾙｲｽ・ｱｳｸﾞｽﾄ・ﾙﾃﾛ・ﾃﾞﾙ・ﾘｴｺﾞ 在ﾒｷｼｺ大

59 メキシコ ﾓﾝﾃﾚｲ 名誉総領事 ﾄﾏｽ･ｺﾞﾝｻﾚｽ･ｻﾀﾞ 在ﾒｷｼｺ大

60 アルバニア ﾌﾞﾛｰﾗ 名誉領事 ｱﾌﾞﾆ・ﾎﾟﾅﾘ 在ｱﾙﾊﾞﾆｱ大

61 イタリア ﾅﾎﾟﾘ 名誉総領事 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ｶｰﾛﾃﾇｰﾄ 在ｲﾀﾘｱ大

62 イタリア ﾌｨﾚﾝﾂｪ 名誉総領事 ﾗｳﾄﾞﾐｱ・ﾌﾟｯﾁ･ﾃﾞｨ･ﾊﾞﾙｾﾝﾄ 在ｲﾀﾘｱ大

63 オーストリア ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ 名誉総領事 ﾚｵ･ﾍﾟｰﾀｰ･ｴｸｽﾅｰ 在ｵｰｽﾄﾘｱ大

64 オランダ ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ 名誉総領事 ﾌﾗﾝｽ・ﾃﾞ･ﾎﾞｳﾌｫｰﾄ 在ｵﾗﾝﾀﾞ大

65 オランダ ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ 名誉総領事 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ･ﾍﾝﾄﾞﾘｯｸ･ﾍｰﾘﾝｸﾞ 在ｵﾗﾝﾀﾞ大

66 ギリシャ ﾃｻﾛﾆｷ 名誉総領事 ﾊﾘﾗｵｽ・ｱﾚｸｿﾌﾟﾛｽ 在ｷﾞﾘｼｬ大

67 クロアチア ｽﾌﾟﾘｯﾄ 名誉総領事 ｲﾊﾞﾝ・ﾎﾞﾄﾞﾋﾟﾍﾞﾂ 在ｸﾛｱﾁｱ大

68 サンマリノ ｻﾝﾏﾘﾉ 名誉総領事 ﾚｵ･ｱｷｯﾘ 在ｲﾀﾘｱ大

69 スイス ﾁｭｰﾘｯﾋ 名誉総領事 ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾍﾝﾘｰ･ﾐｭﾗｰ 在ｽｲｽ大

70 スウェーデン ﾏﾙﾒ 名誉総領事 ﾚｲﾌ･ｱﾙﾓ 在ｽｳｪｰﾃﾞﾝ大

71 スウェーデン ﾖｰﾃﾎﾞﾘ 名誉総領事 ｸﾗｰｽ・ｸﾞﾘﾙ 在ｽｳｪｰﾃﾞﾝ大

72 スペイン ｾﾋﾞﾘｱ 名誉総領事 ﾎｾ・ﾊﾎﾟﾝ・ｾﾋﾞｰｼﾞｬ 在ｽﾍﾟｲﾝ大

73 デンマーク ｵｰﾌｽ 名誉総領事 ｷｴﾙ･ﾖﾊﾈｾﾝ 在ﾃﾞﾝﾏｰｸ大

74 ドイツ ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ 名誉領事 ﾏﾃｨｱｽ・ｶﾐｭﾗｰ 在ﾐｭﾝﾍﾝ総

75 ノルウェー ﾍﾞﾙｹﾞﾝ 名誉総領事 ｵｰｹﾞ・ｳﾞｧｯﾚｽﾀ 在ﾉﾙｳｪｰ大

中南米地域

欧州地域



76 フランス ﾄｩｰﾙｰｽﾞ 名誉領事 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ・ﾚｲﾈｽ 在ﾏﾙｾｲﾕ総

77 フランス ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 名誉領事 ﾌﾞﾙｰﾉ･ﾗｺｽﾄ 在ﾌﾗﾝｽ大

78 フランス ﾘｰﾙ 名誉領事 ｷｬﾛﾙ・ﾌｧｳﾞｧｰﾙ 在ﾌﾗﾝｽ大

79 ベルギー ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ 名誉総領事 ﾋﾟｰﾄ･ｽﾃｨｰﾙ 在ﾍﾞﾙｷﾞｰ大

80 ポーランド ｸﾗｸﾌ 名誉総領事 ｸｼｼｭﾄﾌ･ｲﾝｶﾞﾙﾃﾞﾝ 在ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ大

81 ポルトガル ﾎﾟﾙﾄ 名誉総領事 ｼﾞｮｾ･ﾚｲｽ･ﾀﾞ･ｼﾙｳﾞｧ･ﾗﾓｽ 在ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ大

82 マルタ ﾏﾙﾀ 名誉総領事 ｼﾞｮﾌﾘｰ・ﾃﾞﾎﾞﾉ 在ｲﾀﾘｱ大

83 モナコ ﾓﾅｺ 名誉総領事 ｴﾘｯｸ・ｼﾞｮｾﾞ・ﾍﾞﾝﾁﾓﾙ 在ﾌﾗﾝｽ大

84 リヒテンシュタイン ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ 名誉総領事 ﾄﾞﾅｰﾄ・P・ﾏﾙｸｻｰ 在ｽｲｽ大

85 英国 ｶｰﾃﾞｨﾌ 名誉領事 ｷｰｽ・ﾒﾙｳﾞｨﾙ・ﾀﾞﾝ 在英大

86 英国 ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 名誉領事 ｼﾞｮｱﾝ・ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ・ｱｰﾒﾄﾞ 在英大

87 カーボベルデ ﾌﾟﾗｲｱ 名誉総領事 ｶﾙﾛｽ･ｱﾌﾞ・ﾔﾗ 在ｾﾈｶﾞﾙ大

88 ガンビア ﾊﾞﾝｼﾞｭｰﾙ 名誉総領事 ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾏﾃﾞｨ 在ｾﾈｶﾞﾙ大

89 シエラレオネ ﾌﾘｰﾀｳﾝ 名誉総領事 ｷｼｮｰﾙ･ｼｬﾝｶﾙﾀﾞｽ 在ｶﾞｰﾅ大

90 ナイジェリア ﾗｺﾞｽ 名誉領事 ｲｪﾜﾝﾃﾞ・ｵﾗｾﾆ・ｱﾃﾞｼﾅ 在ﾅｲｼﾞｪﾘｱ大

91 モロッコ ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ 名誉総領事 ﾘﾀ･ﾗﾊﾙｰ･ｴﾙ･ﾔｸｰﾋﾞ 在ﾓﾛｯｺ大

アフリカ地域


