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Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. SUGA Yoshihide, Prime Minister of Japan

March 09, 2021

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with His Excellency SUGA Yoshihide, Prime

Minister of Japan. 

The two leaders expressed satisfaction at the positive momentum in India-Japan Special Strategic & Global

Partnership in the last few years, guided by mutual trust and shared values. They appreciated that bilateral

exchanges were maintained over the last year despite the COVID-19 pandemic. They also welcomed the

recent signing of the Memorandum of Cooperation on Specified Skilled Workers (SSW) and looked forward

to its early implementation. 

Prime Minister Modi noted the Mumbai Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) project as a shining example

of India-Japan bilateral strategic partnership and expressed his commitment to its successful implementation.

The two leaders further exchanged views on regional and global issues of mutual interest and concurred that

the partnership between the two countries could play a pivotal role in addressing common challenges. In

this regard, they emphasized that their engagement with like-minded countries such as Australia and the

U.S. in the form of Quad consultations holds value and agreed that these useful discussions must continue.

The two leaders noted that the 70th anniversary of establishment of diplomatic relations between the two

countries would fall in 2022 and agreed that this event be celebrated in a befitting manner. 

The Prime Minister invited Prime Minister Suga to visit  India  at  the earliest  for the Annual  Bilateral

Summit. 
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ナレンドラ・モディ首相と菅義偉首相との電話会談首相と菅義偉首相との電話会談と菅義偉首相との電話会談菅義偉首相と菅義偉首相との電話会談と菅義偉首相との電話会談の電話会談電話会談
2021年 3月 9日

今日、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。ナレンドラ・モディ首相と菅義偉首相との電話会談首相と菅義偉首相との電話会談は、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。菅義偉首相と菅義偉首相との電話会談と菅義偉首相との電話会談電話会談を行いました。行いました。いました。

両首脳は、ここ数年間、印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かは、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。ここ数年間、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かグローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かが相互的信頼と共有された価値観に導か相と菅義偉首相との電話会談互的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導か信頼と共有された価値観に導かと菅義偉首相との電話会談共有された価値観に導かされた価値観に導かに導か導かか
れ、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。前向きな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずきな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずを行いました。得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずたこと菅義偉首相との電話会談への電話会談満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずを行いました。表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずしました。両首脳は、ここ数年間、印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かは、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。新型コロナの世界的流行にもかかわらずコロナの電話会談世界的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導か流行いました。に導かもかかわらず
二国間交流が相互的信頼と共有された価値観に導か昨年も維持されたことを評価しました。また、最近の特定技能外国人（されたこと菅義偉首相との電話会談を行いました。評価しました。また、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。最近の特定技能外国人（の電話会談特定技能外国人（ SSW）制度に関する協力覚制度に関する協力覚に導か関する協力覚する協力覚協力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず覚
書の調印を歓迎し、その早期実施への期待を表明しました。の電話会談調印を行いました。歓迎し、その早期実施への期待を表明しました。し、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。その電話会談早期実施への期待を表明しました。への電話会談期待を表明しました。を行いました。表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずしました。

モディ首相と菅義偉首相との電話会談首相と菅義偉首相との電話会談は、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。ムンバイ・アーメダバード高速鉄道（MAHSR）制度に関する協力覚プが相互的信頼と共有された価値観に導かロジェクトは印日間の電話会談戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かパートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導か
の電話会談輝かしい例であると指摘し、その成功に向けてのコミットメントを表明しました。かしい例であると指摘し、その成功に向けてのコミットメントを表明しました。である協力覚と菅義偉首相との電話会談指摘し、その成功に向けてのコミットメントを表明しました。し、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。その電話会談成功に向けてのコミットメントを表明しました。に導か向きな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずけての電話会談コミットメントを行いました。表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずしました。

両首脳は、ここ数年間、印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かはさらに導か，相互に関心のある地域的及び世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッ相と菅義偉首相との電話会談互に導か関する協力覚心のある地域的及び世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッの電話会談ある協力覚地域的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導か及び世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッび世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッ世界的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッに導かついて意見交換を行い，両国間のパートナーシッを行いました。行いました。い，相互に関心のある地域的及び世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッ両国間の電話会談パートナーシッ
プが相互的信頼と共有された価値観に導かが相互的信頼と共有された価値観に導か共通の課題に対処する上で極めて重要な役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースの電話会談課題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッに導か対処する上で極めて重要な役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースする協力覚上で極めて重要な役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースで極めて重要な役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースめて重要な役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースを行いました。果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースたすと菅義偉首相との電話会談同意しました。この電話会談点において、両首脳は、オースに導かおいて、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。両首脳は、ここ数年間、印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かは、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。オース
トラリアや米国のような志を同じくする国々との四カ国協議を通じた関与には価値があると強調し、このような米国の電話会談ような推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず志を同じくする国々との四カ国協議を通じた関与には価値があると強調し、このようなを行いました。同じくする協力覚国々との四カ国協議を通じた関与には価値があると強調し、このようなと菅義偉首相との電話会談の電話会談四カ国協議を通じた関与には価値があると強調し、このようなカ国協議を通じた関与には価値があると強調し、このような国協議を通じた関与には価値があると強調し、このようなを行いました。通の課題に対処する上で極めて重要な役割を果たすと同意しました。この点において、両首脳は、オースじた関する協力覚与には価値があると強調し、このようなに導かは価値が相互的信頼と共有された価値観に導かある協力覚と菅義偉首相との電話会談強調し、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。この電話会談ような推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず
有された価値観に導か益な議論を継続しなければならないことに同意しました。な推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらず議を通じた関与には価値があると強調し、このような論を継続しなければならないことに同意しました。を行いました。継続しなければならないことに同意しました。しな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずければな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずらな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずいこと菅義偉首相との電話会談に導か同意しました。

両首脳は、ここ数年間、印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導かは、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。2022年が相互的信頼と共有された価値観に導か印日間国交樹立７０周年に導かあたる協力覚こと菅義偉首相との電話会談に導か言及び世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッし、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。これを行いました。適切なやり方で祝うことに合意しまな推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずや米国のような志を同じくする国々との四カ国協議を通じた関与には価値があると強調し、このようなり方で祝うことに合意しま方で祝うことに合意しまで祝うことに合意しまうこと菅義偉首相との電話会談に導か合意しま
した。

首相と菅義偉首相との電話会談は、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。年次首脳は、ここ数年間、印日特別戦略的グローバル・パートナーシップが相互的信頼と共有された価値観に導か会談の電話会談ために導か、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。な推進力を得たことへの満足感を表明しました。両首脳は、新型コロナの世界的流行にもかかわらずる協力覚べく早期に導かインドを行いました。訪問する協力覚よう、ナレンドラ・モディ首相は、菅義偉首相と電話会談を行いました。菅首相と菅義偉首相との電話会談に導か呼びかけました。び世界的な問題について意見交換を行い，両国間のパートナーシッかけました。

ニューデリー
2021年 3月 9日
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