
役職名 氏名 ひらがな氏名
インドネシア事務所長 安井 毅裕 やすい　たけひろ
マレーシア事務所長 菅原 美奈子 すがわら　みなこ
フィリピン事務所長 坂本 威午 さかもと　たけま
タイ事務所長 鈴木 和哉 すずき　かずや
カンボジア事務所長 讃井 一将 さぬい　かずまさ
ラオス事務所長 長瀬 利雄 ながせ　としお
東ティモール事務所長 伊藤 民平 いとう　みんぺい
ベトナム事務所長 菅野 祐一 すがの　ゆういち
ホーチミン出張所長 菅野 祐一 すがの　ゆういち
ミャンマー事務所長 工藤 勉 くどう　つとむ
中華人民共和国事務所長 佐々木 美穂 ささき　みほ
モンゴル事務所長 田中 伸一 たなか　しんいち
ブータン事務所長 山田 智之 やまだ　ともゆき
バングラデシュ事務所長 市口 知英 いちぐち　ともひで
インド事務所長 斎藤 光範 さいとう　みつのり
ネパール事務所長 大久保 晶光 おおくぼ　あきみつ
パキスタン事務所長 木下 康光 きのした　やすみつ
スリランカ事務所長 山田 哲也 やまだ　てつや
キルギス共和国事務所長 川本 寛之 かわもと　ひろゆき
タジキスタン事務所長 今井 成寿 いまい　せいじゅ
ウズベキスタン事務所長 宮崎 卓 みやざき　すぐる
フィジー事務所長 天池 麻由美 あまいけ　まゆみ
パプアニューギニア事務所長 鯉沼 真里 こいぬま　まさと
パラオ事務所長 小林 龍太郎 こばやし　りゅうたろう
キューバ事務所長 葦田 竜也 あしだ　たつや
ドミニカ共和国事務所長 坂口 幸太 さかぐち　こうた
エルサルバドル事務所長 小園 勝 こぞの　まさる
グアテマラ事務所長 山口 尚孝 やまぐち　なおたか
ホンジュラス事務所長 篠 克彦 しの　かつひこ
メキシコ事務所長 坪井 創 つぼい　はじめ
ニカラグア事務所長 小谷 知之 おだに　ともゆき
パナマ事務所長 金川 誠 かながわ　まこと
セントルシア事務所長 三村 一郎 みむら　いちろう
ボリビア事務所長 伊藤 圭介 いとう　けいすけ
ブラジル事務所長 江口 雅之 えぐち　まさゆき
ブラジリア出張所 江口 雅之 えぐち　まさゆき
エクアドル事務所長 三浦 淳一 みうら　じゅんいち
パラグアイ事務所長 福井 康 ふくい　やすし
ペルー事務所長 西村 貴志 にしむら　たかし
アメリカ合衆国事務所長 田中 賢子 たなか　さとこ
イラン事務所長 田中 理 たなか　おさむ
イラク事務所長 米田 元 よねだ　げん
エルビル出張所長 米田 元 よねだ　げん
パレスチナ事務所長 星 光孝 ほし　みつたか
ガザ出張所長 星 光孝 ほし　みつたか
ヨルダン事務所長 涌井 純二 わくい　じゅんじ
シリア事務所長 涌井 純二 わくい　じゅんじ
エジプト事務所長 加藤 健 かとう　けん
モロッコ事務所長 伊藤 隆司 いとう　たかし
チュニジア事務所長 上野 修平 うえの　しゅうへい
スーダン事務所長 坂根 宏治 さかね　こうじ
エチオピア事務所長 森原 克樹 もりはら　かつき
ガーナ事務所長 鈴木 桃子 すずき　ももこ



ケニア事務所長 岩間 創 いわま　はじめ
マラウイ事務所長 丹原 一広 たんばら　かずひろ
ナイジェリア事務所長 譲尾 進 ゆずりお　すすむ
南アフリカ共和国事務所長 岡田 薫 おかだ　かおる
ウガンダ事務所長 井上 陽一 いのうえ　よういち
タンザニア事務所長 荒 仁 あら　ひとし
ザンビア事務所長 米林 徳人 よねばやし　のりひと
アンゴラ事務所長 門脇 聡 かどわき　さとし
ブルキナファソ事務所長 興津 圭一 おきつ　けいいち
カメルーン事務所長 影山 正 かげやま　ただし
コートジボワール事務所長 若林 基治 わかばやし　もとはる
モザンビーク事務所長 大塚 和哉 おおつか　かずき
ルワンダ事務所長 塩塚 美那子 しおつか　みなこ
セネガル事務所長 森下 拓道 もりした　ひろみち
コンゴ民主共和国事務所長 村上 博信 むらかみ　ひろのぶ
南スーダン事務所長 田中 博之 たなか　ひろゆき
ジブチ事務所長 金田 雅之 かねだ　まさゆき
トルコ事務所長 田中 優子 たなか　ゆうこ
バルカン事務所長 植木 雅浩 うえき　まさひろ
フランス事務所長 稲田 恭輔 いなだ　きょうすけ
イエメン支所長 加藤 健 かとう　けん
ジンバブエ支所長 古田 成樹 ふるた　しげき
マダガスカル事務所長 田中 香織 たなか　かおり
モルディブ支所長 高城 元生 たき　もとお
ジョージア支所長 森 裕之 もり　ひろゆき
トンガ支所長 高島 宏明 たかしま　ひろあき
バヌアツ支所長 植村 吏香 うえむら　りか
サモア支所長 朝熊 由美子 あさくま　ゆみこ
ソロモン支所長 渡邉 健 わたなべ　たけし
マーシャル支所長 鵜飼 彦行 うかい　ひこゆき
ミクロネシア支所長 山内 邦裕 やまうち　くにひろ
ジャマイカ支所長 河崎 充良 かわさき　みつよし
ベリーズ支所長 佐々木 十一郎 ささき　じゅういちろう
コスタリカ支所長 高野 剛 たかの　たけし
ハイチ支所長 坂口 幸太 さかぐち　こうた
チリ支所長 小澤 正司 おざわ　しょうじ
ウルグアイ支所長 山本 美香 やまもと　みか
コロンビア支所長 佐藤 洋史 さとう　ひろし
ベネズエラ支所長 菅谷 茂之 すがや　しげゆき
アルゼンチン支所長 武田 浩幸 たけだ　ひろゆき
ボツワナ支所長 高田 浩幸 たかだ　ひろゆき
ナミビア支所長 洲崎 毅浩 すさき　たけひろ
ベナン支所長 青木 利通 あおき　としみち
ニジェール支所長 小畑 永彦 おばた　えいひこ
ガボン支所長 梅本 真司 うめもと　しんじ
シエラレオネ支所長 佐藤 仁 さとう　ひとし


