
コード 名称

004 アフガニスタン アフガニスタン

032 アルゼンチン アルゼンチン

036 オーストラリア  オーストラリア

040 オーストリア オーストリア

050 バングラデシュ バングラデシュ

056 ベルギー ベルギー

068 ボリビア ボリビア

076 ブラジル ブラジル

090 ソロモン諸島 ソロモン諸島

096 ブルネイ・ダルサラーム ブルネイ・ダルサラーム

100 ブルガリア ブルガリア

104 ミャンマー ミャンマー

108 ブルンジ ブルンジ

112 ベラルーシ ベラルーシ

116 カンボジア カンボジア

124 カナダ カナダ

144 スリランカ スリランカ

152 チリ チリ

156 中華人民共和国 中華人民共和国

158 台湾 台湾

170 コロンビア コロンビア

178 コンゴ共和国 コンゴ共和国

180 コンゴ民主共和国 コンゴ民主共和国

200 チェコスロバキア チェコスロバキア

203 チェコ チェコ

208 デンマーク デンマーク

214 ドミニカ共和国 ドミニカ共和国

222 エルサルバドル エルサルバドル

238 フォークランド諸島 フォークランド諸島

242 フィジー フィジー

246 フィンランド フィンランド

250 フランス フランス

280 ドイツ ドイツ

288 ガーナ ガーナ

300 ギリシア ギリシア

340 ホンジュラス ホンジュラス

344 香港 香港

348 ハンガリー ハンガリー



356 インド インド

360 インドネシア インドネシア

364 イラン イラン

368 イラク イラク

372 アイルランド アイルランド

376 イスラエル イスラエル

380 イタリア イタリア

384 コートジボアール コートジボアール

388 ジャマイカ ジャマイカ

392 日本 日本

396 ジョンストン島 ジョンストン島

398 カザフスタン カザフスタン

404 ケニア ケニア

408 朝鮮民主主義人民共和国 朝鮮民主主義人民共和国

410 大韓民国  大韓民国

414 クウェート クウェート

417 キルギス キルギス

418 ラオス ラオス

440 リトアニア リトアニア

458 マレーシア マレーシア

480 モーリシャス モーリシャス

484 メキシコ メキシコ

496 モンゴル モンゴル

524 ネパール ネパール

528 オランダ オランダ

554 ニュージーランド ニュージーランド

566 ナイジェリア ナイジェリア

578 ノルウェー ノルウェー

582 太平洋諸島 太平洋諸島

586 パキスタン パキスタン

600 パラグアイ パラグアイ

604 ペルー ペルー

608 フィリピン フィリピン

616 ポーランド ポーランド

620 ポルトガル ポルトガル

642 ルーマニア ルーマニア

686 セネガル セネガル

688 セルビア共和国 セルビア共和国

702 シンガポール シンガポール



704 ベトナム ベトナム

710 南アフリカ 南アフリカ

716 ジンバブエ ジンバブエ

724 スペイン スペイン

736 スーダン スーダン

740 スリナム スリナム

752 スウェーデン スウェーデン

756 スイス スイス

760 シリア シリア

764 タイ タイ

792 トルコ トルコ

800 ウガンダ ウガンダ

804 ウクライナ ウクライナ

810 ロシア ロシア

818 エジプト・アラブ エジプト・アラブ

826 イギリス イギリス

840 アメリカ アメリカ

858 ウルグアイ ウルグアイ

860 ウズベキスタン ウズベキスタン

862 ベネズエラ ベネズエラ

882 西サモア 西サモア

894 ザンビア ザンビア

999 その他 その他


