在道外国公館 一覧
（総領事館等）

（平成30年1月1日現在）

館 名

所在地

開設年月日

代表者

在札幌アメリカ合衆国総領事館

〒064-0821
札幌市中央区北1条西28丁目
（TEL : 011-641-1115～7）

昭和27. 6

首席領事（12代目）
レイチェル・ブルネット-チェン
（平成28. 8.26着任）

1

2

在札幌大韓民国総領事館

〒060-0002
札幌市中央区北2条西12丁目1-3
（TEL : 011-218-0288）

昭和41. 6. 9

総領事（19代目）
パク・ヒョンキュ
（平成29.12.27着任）

在札幌ロシア連邦総領事館

〒064-0914
札幌市中央区南14条西12丁目2-5
（TEL : 011-561-3171～2）

昭和42.10. 9

総領事（12代目）
ファブリーチニコフ・アンドレイ
（平成26. 5. 29着任）

〒040-0054
函館市元町14-1
（TEL : 0138-24-8201）

平成15. 9.19

支部長（領事）
ソコロフ・ボリス
（平成28. 6着任）

3
函館支部

備考

平成18.12 9
移転

4

在札幌中華人民共和国総領事館

〒064-0913
札幌市中央区南13条西23丁目5-1
（TEL : 011-563-5563）

昭和55. 9.10

総領事（14代目）
孫 振勇 （ソン・シンユウ）
（平成27.5 9着任）

5

在札幌オーストラリア領事館

〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目2
（TEL : 011-242-4381）

平成 4.12. 2

領事（7代目）
ロナルド・グリーン
（平成29.1.11着任）

6

カナダ政府札幌通商事務所

〒060-0004
札幌市中央区北４条西４丁目 日興ビル５階
（TEL : 011-281-6565）

平成17.12.12

通商代表 辻尾 晋一

館名

所在地

代表者

備考

1

在札幌インドネシア共和国名誉領事館

〒060-0042
札幌市中央区大通西7丁目3-1 北海道ガス(株)内
（TEL : 011-207-2100）

名誉領事（4代目）
佐々木 正丞
（平成 5. 4.19承認）

開設 : 昭和44.12
連絡先 : 北海道ガス（株）

2

在札幌フィンランド共和国名誉領事館

〒064-8610
札幌市中央区南13条西11-2-32 (株)アークス内
（TEL : 011-530-6012）

名誉領事（3代目）
横山 清
（平成 7. 9. 5承認）

開設 : 昭和48. 8
連絡先 : (株)アークス

3

在札幌ドイツ連邦共和国名誉領事館

〒060-8606
札幌市東区北1条東4丁目8-1 ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰﾌﾛﾝﾃｨｱ館3階
サッポロビール株式会社北海道本社内
（TEL : 011-251-4174）

名誉領事（6代目）
生方 誠司
(平成27. 11 . 2承認）

開設 : 昭和55. 5
連絡先 : サッポロビール（株）

4

在札幌チリ共和国名誉領事館

〒060-0004
札幌市中央区北4条西4丁目1 加森ビル3
（TEL : 011-232-0639）

名誉領事（初代）
加森 公人
（平成 6. 6.24承認）

開設 : 平成 6. 6.24
連絡先 : （株）加森観光

5

在札幌ノルウェー王国名誉領事館

〒060-0001
札幌市中央区北1条西7丁目プレスト1・7
（TEL : 011-231-1322）

名誉領事（２代）
横浜 慶彦
（平成20. 9. 3承認）

開設 : 平成 8. 1.30
連絡先 : 北海道火災共済協同組合

6

在札幌カナダ名誉領事館

〒064-0820
札幌市中央区大通２６丁目１番３
ポセイドン円山２階、カナダプレイス
（TEL : 011-643-2520）

名誉領事（3代目）
井原 慶児
（平成22.11.17承認）

開設 : 平成 8.11.25
連絡先：カナダプレイス

7

在札幌スペイン国名誉領事館

〒060-8661
札幌市中央区大通西３丁目７番地 株式会社北洋銀行内
（TEL : 011-261-1699）

名誉領事（３代目）
横内 龍三
（平成27. 9. 28承認）

開設 : 平成11. 1.13
連絡先：株式会社北洋銀行

8

在札幌リトアニア共和国名誉領事館

〒060-0042
札幌市中央区大通11丁目4 大通藤井ビル1F
（TEL : 011-221-3939）

名誉領事（初代）
藤井 英勝
（平成16. 7.23承認）

開設 : 平成16. 7.23
連絡先 : （株）藤井ビル

9

在札幌メキシコ合衆国名誉領事館

〒004-0879
札幌市清田区平岡9条1-1-6
（TEL : 011-883-8400）

名誉領事（初代）
星野 恭亮
（平成18. 9.21承認）

開設 : 平成18. 9.21
連絡先 : 旭グループ

10

在札幌ニュージーランド名誉領事館

〒001-0038
札幌市北区北38条西2-1-26
（TEL : 011-802-9272）

名誉領事（2代目）
青木 雅典
（平成18.10.26承認）

開設 : 平成18.10.26（再開）
連絡先 : （株）ホーム企画センター

11

在札幌カンボジア王国名誉領事館

〒060-0004
札幌市中央区北４条西１１丁目 ＳＯＣビルディング ２Ｆ
（TEL : 011-231-6547）

名誉領事（初代）
滝沢 靖六
（平成19. 6.26承認）

開設 : 平成19. 6.26
連絡先 : （株）札幌オーバーシーズコンサルタント

12

在札幌フランス名誉領事館

〒060-0051
札幌市中央区南１条東２丁目８－２ ＳＲビル３Ｆ
（TEL :011-222-3572）

名誉領事（10代目）
古野 重幸
（平成27.11.18承認）

開設 : 平成19.11.16（再開）
連絡先 :フルテック(株)

13

在釧路ベトナム社会主義共和国名誉領事館

〒060-0042
釧路市大町１－１－１０
（TEL :0154-44-1040）

名誉領事（初代）
中島 太郎
（平成22.11.4承認）

開設 : 平成22.11.4
連絡先 : 釧路コールマイン（株）

14

在釧路ミクロネシア連邦名誉総領事館

〒084-0905
釧路市鳥取南５丁目１２番５号 サイタスビル２階
（TEL :0154-61-5151）

名誉総領事（初代）
栗林 延次
（平成22.12.14承認）

開設 : 平成22.12.14
連絡先 : (株)三ッ輪商会

15

在札幌グアテマラ共和国名誉領事館

〒001-0019
札幌市北区北１９条西３丁目
なごやビル名越税務会計事務所内
（TEL : 011-716-7412 / 011-716-7494）

名誉領事（初代）
名越 隆雄
（平成23.4.25承認）

開設 : 平成23.4.25
連絡先 : 名越税務会計事務所

16

在札幌アイルランド名誉領事館

〒007-0846
札幌市東区北46条東17丁目2番23
株式会社ディンプレックス・ジャパン内
（TEL : 011-783-8011）

名誉領事（初代）
笠間 聖司
（平成24.11.27承認）

開設 : 平成24.11.27
連絡先 : （株）ディンプレックス・ジャパン

17

在札幌デンマーク王国名誉領事館

〒060-8676
北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地 北海道銀行内
（TEL : 011-233-1256）

名誉領事（4代目）
堰八 義博
（平成25.2.12承認）

開設 : 平成25.2.12（再開）
連絡先 : （株）北海道銀行

18

在札幌モンゴル国名誉領事館

〒060-0004
北海道札幌市中央区北４条西１６－１ 第一ビル８階
（TEL : 011-611-2626）

名誉領事（2代目）
武部 勤
（平成26.6.4承認）

開設 : 平成26.6.4（再開）
連絡先 : 札幌第一興産（株）

19

在室蘭パプアニューギニア名誉領事館

〒051-0023
北海道室蘭市入江１番19号 株式会社栗林商会内
（TEL : 0143-24-7011）

名誉領事（初代）
栗林 和徳
（平成27.9.9承認）

開設 : 平成27.9.9
連絡先 : (株)栗林商会

20

在札幌タイ王国名誉領事館

〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西2丁目2-1
（TEL : 011-251-3212）

名誉領事（3代目）
小澤 正明
（平成29.2.13承認）

開設 : 平成29.4.1
連絡先 : (一社）北海道貿易物産振興会

21

在江別（北海道）フィジー共和国名誉領事館

〒067-0022
北海道江別市江別太305-15 株式会社北翔内
（TEL : 011-382-8459）

名誉領事（初代）
清水 誓幸
（平成29.10.17承認）

開設 : 平成29.12.1
連絡先 : （株）北翔

札幌センタービル17階

（名誉領事館）

大町ビル４階

