公立鉱工業試験研究機関長協議会 会員機関一覧
地
区

機関名／ＵＲＬ

別紙
郵便番号

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
産業技術研究本部工業試験場

所在地

060-0819 北海道札幌市北区北１９条西１１丁目

http://www.iri.hro.or.jp/

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
環境・地質研究本部地質研究所
http://www.gsh.hro.or.jp/

060-0819 北海道札幌市北区北１９条西１２丁目

北海道立工業技術センター
http://www.techakodate.or.jp/center/

041-0801 北海道函館市桔梗町３７９

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
産業技術研究本部食品加工研究センター

069-0836 北海道江別市文京台緑町５８９－４

http://www.food.hro.or.jp/

地方独立行政法人青森県産業技術センター
工業総合研究所
北 http://www.aomori-itc.or.jp/index.php?id=2262

030-0142 青森県青森市大字野木字山口221-10

海
道 地方独立行政法人
・ 岩手県工業技術センター
東 http://www.pref.iwate.jp/~kiri/
北
⑪

020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田３－３５－２

秋田県産業技術センター
http://www.rdc.pref.akita.jp/

010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－１１

秋田県総合食品研究センター
http://www.arif.pref.akita.jp/

010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２６

山形県工業技術センター
http://www.yrit.pref.yamagata.jp/

990-2473 山形県山形市松栄２－２－１

宮城県産業技術総合センター
http://www.mit.pref.miyagi.jp/

981-3206 宮城県仙台市泉区明通２－２

福島県ハイテクプラザ

963-0215 福島県郡山市待池台１丁目１２番地

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/

関
東
・
甲
信
越
・
静
⑫

茨城県工業技術センター
http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/

311-3195 茨城県東茨城郡茨城町長岡３７８１－１

栃木県産業技術センター
http://www.iri.pref.tochigi.lg.jp/

321-3224 栃木県宇都宮市刈沼町３６７－１

群馬県立産業技術センター
http://www.tec-lab.pref.gunma.jp/

379-2147 群馬県前橋市亀里町８８４－１

埼玉県産業技術総合センター
http://www.saitec.pref.saitama.lg.jp/

333-0844 埼玉県川口市上青木３－１２－１８

千葉県産業支援技術研究所

264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町８８９

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター
http://www.iri-tokyo.jp/

135-0064 東京都江東区青海２－４－１０
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神奈川県産業技術センター
http://www.kanagawa-iri.go.jp/

243-0435 神奈川県海老名市下今泉７０５－１

横浜市工業技術支援センター
http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/shien/sien-c/

236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦１－１－１

新潟県工業技術総合研究所
http://www.iri.pref.niigata.jp/

950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西１－１１－１

長野県工業技術総合センター
http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/gijuren/radiation.html

380-0928 長野県長野市若里１-１８-１

山梨県工業技術センター
http://www.pref.yamanashi.jp/yitc/

400-0055 山梨県甲府市大津町２０９４

静岡県工業技術研究所
http://www.iri.pref.shizuoka.jp/index.html

421-1298 静岡県静岡市葵区牧ケ谷２０７８

あいち産業科学技術総合センター
http://www.aichi-inst.jp/

470-0356 愛知県豊田市八草町秋合１２６７－１

名古屋市工業研究所
http://www.nmiri.city.nagoya.jp/

456-0058 愛知県名古屋市熱田区六番３－４－４１

岐阜県産業技術センター

501-6064 岐阜県羽島郡笠松町北及４７

http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/iri/

東
海
・
北
陸
⑩

所在地

岐阜県機械材料研究所
http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/metal/

501-3265 岐阜県関市小瀬１２８８

岐阜県情報技術研究所
http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/imit/

509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ１－２１

岐阜県セラミックス研究所
http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/ceram/

507-0811 岐阜県多治見市星ヶ台３－１１

岐阜県生活技術研究所

506-0058 岐阜県高山市山田町１５５４

http://www.cc.rd.pref.gifu.jp/~life/

三重県工業研究所
http://www.mpstpc.pref.mie.jp/kou/

514-0819 三重県津市高茶屋５－５－４５

富山県工業技術センター
http://www.itc.pref.toyama.jp/

933-0981 富山県高岡市二上町１５０

石川県工業試験場
http://www.irii.jp/

920-8203 石川県金沢市鞍月２丁目１番地
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福井県工業技術センター
http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/

910-0102 福井県福井市川合鷲塚町６１字北稲田１０

滋賀県工業技術総合センター
http://www.pref.shiga.jp/f/kougyo/

520-4004 滋賀県栗東市上砥山２３２

滋賀県東北部工業技術センター

526-0024 滋賀県長浜市三ツ矢元町２７－３９

http://www.hik.shiga-irc.go.jp/

京都府中小企業技術センター
http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/

600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町１34

京都府織物・機械金属振興センター
http://www.silk.pref.kyoto.jp/index-sub.html

627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山２２５

近
京都市産業技術研究所
畿
⑪ http://kitc.city.kyoto.lg.jp/

中
国
・
四
国
⑪

所在地

600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町91

奈良県工業技術センター
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1751.htm

630-8031 奈良県奈良市柏木町１２９－１

大阪府立産業技術総合研究所
http://tri-osaka.jp/

594-1157 大阪府和泉市あゆみ野２－７－１

地方独立行政法人
大阪市立工業研究所
http://www.omtri.or.jp/

536-8553 大阪府大阪市城東区森之宮１－６－５０

兵庫県立工業技術センター
http://www.hyogo-kg.go.jp/

654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町３－１－１２

和歌山県工業技術センター
http://www.wakayama-kg.go.jp/

649-6261 和歌山県和歌山市小倉６０

地方独立行政法人
鳥取県産業技術センター
http://www.tiit.or.jp/

689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南七丁目１番１号

島根県産業技術センター
http://www.shimane-iit.jp/

690-0816 島根県松江市北陵町1番地

岡山県工業技術センター
http://www.pref.okayama.jp/sangyo/kougi/

701-1296 岡山県岡山市北区芳賀５３０１

広島県立総合技術研究所
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1177480336470/

730-8511 広島県広島市中区基町10-52

広島市工業技術センター
http://www.itc.city.hiroshima.jp/

730-0052 広島県広島市中区千田町３－８－２４

地方独立行政法人
山口県産業技術センター
http://www.iti-yamaguchi.or.jp/#SlideFrame_0

755-0195 山口県宇部市あすとぴあ４－１－１
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徳島県立工業技術センター
http://www.itc.pref.tokushima.jp/

770-8021 徳島県徳島市雑賀町西開１１－２

香川県産業技術センター
http://www.itc.pref.kagawa.jp/

761-8031 香川県高松市郷東町５８７－１

中
国
・ 愛媛県産業技術研究所
四 http://www.iri.pref.ehime.jp/
国
⑪

九
州
・
沖
縄
⑫

所在地

791-1101 愛媛県松山市久米窪田町４８７－２

高知県工業技術センター
http://itc.pref.kochi.jp/

781-5101 高知県高知市布師田３９９２－３

高知県立紙産業技術センター
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151406/

781-2128 高知県吾川郡いの町波川２８７－４

福岡県工業技術センター
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/

818-8540 福岡県筑紫野市上古賀３－２－１

佐賀県工業技術センター
http://www.saga-itc.go.jp/

849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝１１４

佐賀県窯業技術センター
http://www.scrl.gr.jp/

844-0022

長崎県工業技術センター
http://www.pref.nagasaki.jp/kogyo/

856-0026 長崎県大村市池田２－１３０３－８

長崎県窯業技術センター
http://www.pref.nagasaki.jp/yogyo/

859-3726

熊本県産業技術センター
http://www.kmt-iri.go.jp/

862-0901 熊本県熊本市東町３－１１－３８

大分県産業科学技術センター
http://www.oita-ri.go.jp/

870-1117 大分県大分市高江西１－４３６１－１０

宮崎県工業技術センター
http://www.iri.pref.miyazaki.jp/

880-0303

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６５００
－２

宮崎県食品開発センター
http://www.iri.pref.miyazaki.jp/fdc/

880-0303

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６５００
－２

鹿児島県工業技術センター
http://www.kagoshima-it.go.jp/

899-5105 鹿児島県霧島市隼人町小田１４４５－１

沖縄県工業技術センター
http://www.koushi.pref.okinawa.jp/

904-2234 沖縄県うるま市字州崎１２－２

沖縄県工芸技術支援センター
http://w1.nirai.ne.jp/okikousi/top.htm

901-1116 沖縄県島尻郡南風原町字照屋213
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佐賀県西松浦郡有田町黒牟田丙３０３７－
7

長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷６０５－
２

