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収録研究機関 
 
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 
〒030-0142 青森県青森市大字野木字山口221-10       TEL：017-728-0900 / FAX：017-728-0903 
 
地方独立行政法人青森県産業技術センター 八戸地域研究所 
〒039-2245 青森県八戸市北インター工業団地1-4-43     TEL：0178-21-2100 / FAX：0178-21-2101 
 
地方独立行政法人青森県産業技術センター 弘前地域研究所 
〒036-8363 青森県弘前市大字袋町80            TEL：0172-32-1466 / FAX：0172-35-5093 
 
地方独立行政法人岩手県工業技術センター 
〒020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田3-35-2          TEL：019-635-1115 / FAX：019-635-0311 
 
秋田県産業技術センター 
〒010-1623 秋田県秋田市新屋町字砂奴寄4-11        TEL：018-862-3414 / FAX：018-865-3949 
 
秋田県総合食品研究センター 
〒010-1623 秋田県新屋町字砂奴寄4-26           TEL：018-888-2000/FAX：018-888-2008 
 
宮城県産業技術総合センター 
〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通2-2           TEL：022-377-8700 / FAX：022-377-8712 
 
山形県工業技術センター 
〒990-2473 山形県山形市松栄2-2-1            TEL：023-644-3222 / FAX：023-644-3228 
 
山形県工業技術センター  置賜試験場 
〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田2736-6         TEL：0238-37-2424 / FAX：0238-37-2426 
 
山形県工業技術センター  庄内試験場 
〒997-1321 山形県東田川郡三川町大字押切新田字桜木25   TEL：0235-66-4227 / FAX：0235-66-4430 
 
福島県ハイテクプラザ 
〒963-0215 福島県郡山市待池台1-12            TEL：024-959-1741 / FAX：024-959-1761 
 
福島技術支援センター 
〒960-2154 福島県福島市佐倉下字附ノ川1-3        TEL：024-593-1121 / FAX：024-593-1125 
 
会津若松技術支援センター 
〒965-0006 福島県会津若松市大字一箕町鶴賀字下柳原88-1 TEL：024-239-2100 / FAX：024-239-0335 
 
いわき技術支援センター 
〒972-8312 福島県いわき市常磐下船尾町杭出作23-32    TEL：0246-44-1475 / FAX：0246-43-6958 
 
独立行政法人産業技術総合研究所東北センター 
〒983-8551 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-2-1        TEL：022-237-5218 / FAX：022-231-1263 
 
独立行政法人産業技術総合研究所東北サテライト 
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17        TEL：022-726-6030 / FAX：022-224-3425 
      小田急仙台ビル3F  
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