
○　更新情報一覧（在外公館提供情報）

インド 2012.12
インドネシア 2013.2 2013.2
カンボジア 2014.2 2016.4
シンガポール 2013.2
スリランカ 2012.12 2013.2
韓国 2012.12 2013.3
タイ 2013.4 2013.4
中国 2012.12 2014.3
香港 2012.12 2012.12
ネパール  2015.6 2015.9
パキスタン 2013.2
バングラデシュ 2013.2
フィリピン 2013.2 2013.2
ブルネイ
ベトナム　 2013.2 2013.2

ホーチミン総領事館 2015.1 2017.6
マレーシア 2015.5
ミャンマー　 2013.3 2013.3
モンゴル 2012.12 2012.12
ラオス 2013.3 2013.3
ＡＳＥＡＮ

イギリス 2013.2
イタリア 2013.3 2013.3
オランダ 2012.12 2012.12
スペイン 2013.3 2013.3
チェコ  　 2012.12 2015.7
ドイツ 2013.2
ハンガリー 2012.12 2013.12
フランス 2013.2 2013.2
ブルガリア 2014.12 2015.8
ベルギー 2013.2
ポーランド 2013.2 2013.2
ルクセンブルク 2012.12 2014.10.
ロシア

ウラジオストク総領事館 2012.12 2016.9
サンクトペテルブルク総領事館 2012.12 2014.12

ＥＵ  2012.12 2017.6

アラブ首長国連邦 2013.2
ドバイ総領事館  2013.2 2017.6

オマーン 2012.12 2014.11
カタール 2013.2 2013.2
クウェート
サウジアラビア 2015.2 2016.3

ジッダ総領事館 2013.2 2017.6
トルコ 2012.12 2012.12

イスタンブール総領事館 2013.2 2013.2
バーレーン 2015.3 2015.3

中東 基礎情報 最近の動向

アジア 基礎情報 最近の動向

欧州 基礎情報 最近の動向

http://www.mlit.go.jp/common/000986897.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991273.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991274.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001027452.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001127097.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991277.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986969.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993899.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986971.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991278.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000997046.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000997048.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986974.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001039407.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986976.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986977.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001102358.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001107173.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991280.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991281.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991282.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991283.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991284.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991285.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001082759.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001193302.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001091345.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993433.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993434.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986986.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986987.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993435.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993436.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991300.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993440.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993440.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987160.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987161.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000994894.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000994895.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987162.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001102355.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991302.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987163.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001022492.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991304.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991305.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001064776.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001104525.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991306.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993813.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993814.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987171.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001060007.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001060007.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987172.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001148154.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987174.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001064767.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987177.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001193304.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001000816.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991317.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001191628.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987195.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001061683.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991322.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991323.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001082731.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001124585.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991326.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001193301.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987200.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987201.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991328.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991329.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001082772.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001082771.pdf


アルジェリア 2013.2
エジプト 2013.3 2014.2
エチオピア 2013.2 2013.2
ガーナ 2012.12 2017.3
ケニア 2013.2 2013.2
ザンビア　 2014.2 2017.6
南アフリカ 2012.12 2013.1

コロンビア 2015.5 2016.6
チリ 2012.12 2013.1
パナマ 2012.12 2013.3
ペルー　 2012.12 2012.12
ブラジル　 2013.1 2013.1
ホンジュラス 2012.12 2013.9
メキシコ 2012.12 2013.2

アメリカ 2012.12 2013.4
ニューヨーク総領事館 2015.12 2017.3
サンフランシスコ総領事館 2013.2 2013.2
ロサンゼルス総領事館 2013.3

カナダ　 2012.12 2013.6

オーストラリア　 2012.12 2012.12
ニュージーランド  2012.12 2014.12

大洋州 基礎情報 最近の動向

中南米 基礎情報 最近の動向

北米 基礎情報 最近の動向

アフリカ 基礎情報 最近の動向

http://www.mlit.go.jp/common/000991286.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001008165.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001032150.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991287.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991288.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986991.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001193301.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993437.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000993438.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001027581.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001191627.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986996.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000988279.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001091343.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001136938.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987205.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000988287.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987209.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000999895.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987215.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987216.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991335.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991336.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987217.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001012102.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987219.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991339.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987220.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000999893.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001120478.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001176176.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991340.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991341.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000991342.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987221.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001001564.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987189.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000988284.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000987192.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001066112.pdf

