
８．在県外国公館等一覧（2018年10月現在）

総領事

孫　鍾植

総領事

何　振良

在福岡アルバニア共和国 名誉領事 811- 福岡市東区和白東3-30-1
名誉領事館 前田　洋 0295 福岡工業大学内
在福岡ベルギー王国 名誉領事
名誉領事館 谷　正明
在福岡カンボジア王国 名誉領事 福岡市中央区天神1-4-1
名誉領事館 半田　晴久 西日本新聞会館15階
在福岡カナダ 名誉領事 福岡市中央区渡辺通2-1-82
名誉領事館 鎌田　迪貞 九州電力（株）内

名誉領事
麻生　泰

在北九州フィンランド 名誉領事 北九州市小倉北区中島2-1-1
名誉領事館 張本　邦雄 ＴＯＴＯ(株)総務部内
在福岡フランス 名誉領事 福岡市中央区渡辺通2-1-82
名誉領事館 瓜生　道明 九州電力（株）内
在福岡ドイツ連邦共和国 名誉領事 福岡市博多区千代1-17-1
名誉領事館 小川　弘毅 西部ガス(株)本社内
在福岡ガーナ共和国 名誉総領事 福岡市博多区博多駅東1-1-33
名誉総領事館 渡辺  弘幸 はかた近代ビル2階　（株）トータルスタッフ内
在福岡インドネシア共和国 名誉領事 福岡市南区那の川1丁目23-35
名誉領事館 西村　松次 (株)九電工内
在福岡カザフスタン共和国 名誉領事 810-
名誉領事館 伊﨑　数博 8720
在福岡マレーシア 名誉総領事
名誉総領事館 大塚　基博
在福岡ミクロネシア連邦 名誉総領事
名誉総領事館 麻生　渡
在福岡ネパール連邦民主共和国 名誉領事 810- 福岡市中央区渡辺通2-1-82
名誉領事館 津上　賢治 8720 九州電力（株）内
在福岡ニュージーランド 名誉領事 810- 福岡市中央区天神1-11-17
名誉領事館 倉富　純男 8570 福岡ビル5階　西日本鉄道（株）内
在福岡ノルウェー王国 名誉領事 福岡市博多区中洲2丁目6-10
名誉領事館 川原　正孝 (株)ふくや内
在福岡ロシア連邦 名誉領事
名誉領事館 田村　文彦
在北九州セネガル共和国 名誉領事 北九州市小倉北区紺屋町12-21
名誉領事館 自見　庄三郎 勝山ビル2階
在福岡スペイン国 名誉領事
名誉領事館 田代　五男
在北九州スリランカ民主社会主義共和国 名誉領事 北九州市戸畑区中原新町3-3
名誉領事館 麻上　俊泰 （株）エーエスエー・システムズ本社内
在福岡スウェーデン王国 名誉領事 811- 福岡県古賀市青柳3108-3　
名誉領事館 隈　扶三郎 3134 (株)西部技研内
在福岡トルコ共和国 名誉総領事 福岡市博多区博多駅前3-25－21
名誉総領事館 石原　進 九州旅客鉄道(株)内

在福岡ミャンマー連邦共和国

名誉領事館

（県国際局政策課）

在北九州英国
名誉領事館

名誉領事
麻生　泰

814-
0001

福岡市早良区百道浜2-4-27
AIビル11階　麻生セメント(株)内

092-833-5101

(1)　外国公館　［（総）領事館（６）、名誉（総）領事館（２４）］

名　　　称 代 表 者
郵便
番号

所 　在　 地 電話番号

在福岡アメリカ合衆国領事館
　 (1952.4.28設置)

首席領事
ジョイ・M・サクライ

810-
0052

福岡市中央区大濠2丁目5番26 092-751-9331

在福岡大韓民国総領事館
　(1966.1.27設置)

810-
0065

福岡市中央区地行浜1丁目1-3 092-771-0461

在福岡中華人民共和国総領事館
　(1985.4.17設置)

810-
0065

福岡市中央区地行浜1丁目3-3 092-713-1121

在福岡オーストラリア総領事館
　 (1992. 6.30 領事館設置)
 　(2000.3.3総領事館へ昇格)

総領事
イアン・デイビッド・
ブレイジア

810-
0001

福岡市中央区天神1丁目6-8
天神ツインビル7階

092-734-5055

在福岡ベトナム社会主義共和国
総領事館(2009.4.22設置)

総領事
グェン・フォン・ホン

810-
0801

福岡市博多区中洲5-3-8
アクア博多4階

092-263-7668

092-606-4974

810-
8693

福岡市中央区大手門1-8-3　ふくおかフィナン
シャルグループ　本社ビル　福岡銀行内

092-723-2131

810-
0001

092-717-1255

810-
8720

092-726-6348

在福岡デンマーク王国
名誉領事館

814-
0001

福岡市早良区百道浜2丁目4-27
AIビルディング11階　麻生セメント(株)内

092-833-5101

802-
8601

093-951-2716

810-
8720

092-732-4658

812-
8707

092-633-2239

092-623-0520

福岡市中央区渡辺通2丁目1-82 092-761-0026

812-
0013

092-412-9102

815-
0081

092-523-1691

092-726-1946

812-
0003

福岡市博多区大字下臼井782-1 福岡空港
ターミナル別棟　福岡空港ビルディング(株)内

092-734-1554

810-
8629

092-291-3578

816-
0911

092-586-6880

802-
0081

093-531-1111

福岡県大野城市大城1-2-12

810-
0001

092-712-2211

093-882-0100

福岡市中央区天神2-14-8  福岡天神センター
ビル16階総合メディカル（株）内

名誉領事
ローレンス・ダラン・チ
ヴァス

802-
0077

北九州市小倉北区馬借1-7-17
J-フィールド5階　ローレンス英会話教室内

093-541-5605

812-
8566

092-474-7260

804-
0003

092-942-0511

在福岡タイ王国総領事館
　 (2018.10.1設置)
　 (臨時事務所)

総領事
アッタカーン・ウォン
チャナマース

812-
0012

福岡市博多区博多駅中央街8番1号
JRJP博多ビル3階

092-686-8775

移転手続中
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(2)　外国政府等関係機関

電話番号

FAX番号

支社長 福岡市博多区博多駅前2－1－1 092-471-7174

李　鶴柱 朝日ビル5階 092-474-8015

所長 福岡市博多区博多駅前2－1－1 092-473-0514

徐　源俊 朝日ビル5階 092-473-0516

館長 福岡市博多区博多駅前3－2－1 092-473-2005

柳　寅弘 日本生命博多駅前ビル11階 092-473-2007

院長 092-271-0271

金　賢児 092-271-0272

所長 092-713-0960

丁　亨大 092-713-0961

所長 092-711-4888

張　知銀 092-711-4828

首席代表 福岡市博多区博多駅前3－10－30 092-481-7374

涂　家飛 河野ビル4階 092-431-3035

所長 福岡市早良区百道浜２－３－２ 092-821-6036

朱　大明 ＴＮＣ放送会館１階 092-821-6181

所長 北九州市小倉北区浅野3－8－1 093-980-2669

王　興生 アジア太平洋インポートマートビル8階 093-980-2669

館長 092-712-0904

ダヴィッド・テュルズ 092-712-0916

通商代表 北九州市小倉北区浅野3－8－1 093-533-4300

藤井　浩二 AIMビル8階 093-533-4301

処長 092-734-2810

陳　忠正 092-734-2819

所長 福岡市博多区博多駅前2－9－28 092-472-7461

駱　慧娟 福岡商工会議所ビル7階 092-472-7463

（県国際局)

台湾貿易センター
福岡事務所

812-
0011

アンスティチュ・フランセ九州
810-
0041

福岡市中央区大名2－12－6
BLD.F ３F

カナダ政府西日本通商事務
所

802-
0001

台北駐福岡経済文化弁事処
810-
0024

福岡市中央区桜坂3－12－42

中国・煙台市
駐北九州経済貿易事務所

802-
0001

タイ国政府観光庁
福岡事務所
（2018.11.1開設予定）

所長
ルーンティップ・ワンパ
ティカン・キムラ

812-
0027

福岡市博多区下川端町2－1
博多リバレイン イーストサイト11階

福岡・釜山経済協力事務所
810-
0001

 福岡県福岡市中央区天神1−8−1
（福岡市役所　行政棟14階）

江蘇省中小企業日本代表処
812-
0011

中国重慶技術経済福岡駐在
事務所

814-
0001

福岡韓国教育院
812-
0023

福岡市博多区奈良屋町1-1 ヤシマ博
多ビル6階

韓国・大田広域市福岡通商
事務所

810-
0075

福岡市中央区港1-9-22

韓国観光公社 福岡支社
812-
0011

済州観光公社福岡広報事務
所

812-
0011

韓国貿易センター福岡
812-
0011

名　　　称 代 表 者
郵便
番号

所 　在　 地

福岡アメリカン･センター
(在福岡アメリカ合衆国領事館
 広報部）

詳細は、（１）外国公館の「在福岡アメリカ合衆国領事館」の欄をご参照ください。
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