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【国内研究機関】

(北 海道地区 )

機 関 名

旭川工業高等専門学校

帯広畜産大学

北見工業大学

釧路工業高等専門学校機械工学科

札幌管区気象台技術部予報課

札幌市青少年科学館

日本ガス協会北海道部会寒冷地技術

研究開発センター

(財 )日 本気象協会 ヨヒ海道本部

農林水産省北海道農業試験場

農林水産省林業試験場北海道支場

北海道大学低温科学研究所

北海道大学低温科学研究所

附属流氷研究施設

北海学園大学工学部建築学科

北海学国大学工学部

北海道開発局開発土木研究所

北海道教育大学旭川分校

北海道教育大学|1路分校

北海道工業開発試験所

北海道工業大学

1北海道大学雨竜地方演習林

〒070旭 川市春光台 2‐ 2

〒080帯 広市稲 田町西2線

〒090北見市公園町165

〒084釧 路市大楽毛西 2丁 目32番 1号

〒060札 幌市中央区北2条西 18丁 目

〒004札 幌市 白石 区厚別中央 1-5-2-20

〒060札 幌市中央区北4条東5丁 目373

北海道ガス榊内

〒064札 幌市中央区北4条西 23丁 目

〒004札 幌市豊平区羊ケ丘 1

〒004札 幌市豊平区羊ケ丘 1

〒060札 幌市北区北19条西 8丁 目

〒094紋 別市南 ケ丘 6‐ 6

〒064札 幌市中央区南26条 西11丁 目

〒064札 幌市中央区南26条 西11丁 目

〒062札 幌市豊平区平岸1条 3丁 目

〒070旭 川市北門可9

〒085釧 路市城 山1-15-55

〒004札 幌市豊平区月寒東2条17丁 目2‐ 1

〒006札 暢市西 区手稲前田419‐ 2

〒096名寄市博 田250
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機 関 名 所住

北海道大学環境科学研究科

北海道大学工学部

北海道大学苫小牧地方演習林

北海道大学農学部付属演習林

北海道大学理学部地球物理学科

北海道電力 (株 )A3合 研究所

北海道東海大学

北海道立寒地建築研究所

北海道立林業試験場

室蘭工業大学応用物性学科

〒060札 幌市北 区北10条 西 5丁 目

〒060札 幌市北区北13条 西8丁 目

〒053苫 小牧市字高丘

〒060札 幌市北区北9条 西9丁 目

〒060札 幌市北区北10条 西8丁 目

〒004札 幌市豊平区塁塚451-6

〒070旭 川市神居町忠和224

〒063札 幌市西区二十四軒4条 1丁 目

〒079‐ 01美 唄市光珠 内町東山

〒050室 蘭市水元町27‐ 1
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(東 北地区 )

機 関 名 所住

秋田県工業技術セ ンタ‐

秋田工専土木工学科

秋田大学教育学部

秋田大学鉱山学部

岩手大学農学部

工業技術院 東北工業技術試験所

国立防災科学技術セ ンター

新庄雪氷防災研究支所

鶴 岡工業高等専門学校

東北大学工学部

東北大学理学部地球物理学教室

東北電力 (株 )総 合研究所

日本大学工学部土木工学科

農林水産省林業試験場東北支場

農林水産省林業試験場東北支場
山形試験地

八戸工業大学建築工学科

弘前大学医療技術短期大学部

弘前大学理学部

福島大学教育学部

山形大学工学部

山形大学農学部

〒010‐ 16秋 田市新屋町字砂奴寄4-1

〒011秋 田市飯島文京町 1

〒010秋 田市手形学園町 1‐ 1

〒010秋 田市手形学園町 1-1

〒020盛 岡市上田 3‐ 18

〒983仙 台市若竹4-2-1

〒996新庄市十 日町高壇 1400

〒997鶴 岡市大字井岡字沢田104

〒980仙 台市荒巻字青葉

〒980仙 台市荒巻字青葉

〒980仙 台市中山7‐ 2-1

〒963郡 山市 田村町徳定字 中河原 1

〒020‐ 01盛岡市下厨川鍋屋敷72

〒999‐ 56山形県真室川町釜淵

〒031八 戸市大字妙字大開88-1

〒036弘前市本町66-1

〒036弘 前市文京町3

〒960-12福 島市松川町洩川字直道 2

〒992米 沢市城南 4‐ 3-16

〒997鶴 岡市若葉町1-23
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(関 東地区 )

機 関 名 所住

旭nl子 (株 )研究開発部

石川島播磨重工業 (株 )

技術研究所海洋部

運輸省船舶技術研究所氷海技術部

鹿島建設 (株 )技術研究所

関西ペイン ト (株 )

気象衛生セ ンター解析課

気象研究所

建設省土木研究所

工業技術院機械技術研究所

工業技術院地質調査所

国際基督教大学理学科

国土地理院地理第一課

国立極地研究所

国立防災科学技術センター

第一研究部

埼玉大学教育学部

清水建設 (株 )技術研究所

千葉大学園芸学部

筑波大学地球科学系

鉄道技術研究所地盤防災研究室

電力中央研究所狛江研究所

東京ガス (株 )技術研究所

〒221横浜市神奈川区羽沢町松原 1‐ 150

〒235横浜市磯子区新中原町 1

〒181東京都三鷹市新川 6‐ 38‐ 1

〒182調布市飛田給 2‐ 19‐ 1

〒254平 塚市東八幡4-17-1

〒204清 瀬市中清戸3-235

〒305茨城県つ くば市長峰 1‐ 1

〒305つ くば市大字旭1番地

〒305茨城県つ くば市並木 1‐ 2

〒305茨 城県つ くば市東 1-1-3

〒181三鷹市大沢3-10‐ 2

〒305茨 城県つ くば市北郷 1

〒173東京都板橋区加賀 1-9‐ 10

〒305茨城県新治郡桜村天王台3-1

〒338浦和市下大久保255

〒135東京都江東区越 中島 3‐ 4

〒271松戸市松戸648

〒305茨 城県つ くば市天王台 1

〒185東 京都国分寺市光町2-8

〒201狛 江市岩戸北2-H‐ 1

〒105東京都港区芝浦 1-16-25
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機 関 名 所住

東京大学理学部地理学教室

東京都立大学理学部地理学教室

東京理科大学工学部建築学科

東京理科大学理工学部

東京理科大学理工学部物理学科

(財 )日 本気争協会北関東センター

(財 )日 本気象協会研究所

(社 )日 本 自動車 タイヤ協会

日本大学農獣医学部

日本大学文理学部地理学教室

日本道路公 団試験所

農林水産省農業工学研究所

(株 )間 組技術研究所第 1部

藤倉電線 (株 )電 力技術開発部

古河電気工業 (株 )架 空線研究課

(株 )ミ サ ワホーム総合研究所

三菱重工業 (株 )

郵政省通信総合研究所

横浜 ゴム (株 )タ イヤ試験部

(財 )リ モー トセ ンシング

技術セ ンター

〒H3東 京都文京区本郷 7‐ 3-1

〒158東京都世田谷区深沢 2-1‐ 1

〒162東 京都新宿区神楽坂 1‐ 3

〒278野 田市山崎東亀山2641

〒278野 田市山崎東亀山2641

〒370高 崎市 中尾町1418-1

〒102千代田区麹町4-5

〒105東 京都港 区虎 ノ門 1-1‐ 12

〒154東京都世田谷区下馬 3-34‐ 1

〒156東京都世田谷区桜上水 3‐ 25-40

〒194町 田市忠生 1‐ 4-1

〒305茨城県つ くば市観音台 2‐ 1‐ 2

〒338与 野市本町西 4‐ 17‐ 23

〒135東京都江東 区木場 1-5‐ 1

〒321-14日光市清滝町500

〒168東 京都杉並区高井戸東 2‐ 4‐ 5

〒231横浜市中区錦町12

〒184小 金井市貫井北町 4-2‐ 1

〒254平塚市追分 2‐ 1

〒106東 京都港区六本木 7-15‐ 17
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(北 信越地区 )

機 関 名 所住

金沢大学工学部

金沢大学理学部物理

黒部吉田科学館

建設省土木研究所新潟試験所

国立防災科学技術センター

長岡雪氷防災実験研

信州大学教育学部地学教室

信州大学農学部

上越教育大学 自然系

富山県林業試験場

富 山市科学文化センター

富山大学工学部

富山大学理学部地彗科学科

長岡技術科学大学

長岡工業高等専ri学 校

長野県工業試験場

新潟県工業技術セ ンター長岡試験場

新潟県立長岡工業高校

新潟県林業試験場

新潟大学工学部機械工学科

新潟大学工学部土木工学科

新潟大学農学部

新潟大学積雪地域災害研究セ ンター

〒920金 沢市小立野2-40

〒920金 沢市丸の内1-1

〒938黒 都市吉田574-1

〒944新井市錦町 2-6‐ 8

〒940新 湯県栖吉町字前山187-16

〒380長 野市西長野

〒399‐ 45長野県上伊那郡南箕輸村8304

〒943上 越市 山屋敷町 1

〒930-13富 山県中新川郡立山町吉峰

〒939富 山市西中野町 3‐ 1-19

〒930富 山市五福3190

〒930富 山市五福3190

〒940‐ 21長岡市上富岡町 1603‐ 1

〒940長 岡市西片貝町888

〒380長野市若旦188

〒940長 岡市蔵王1丁 目6番 18号

〒940長 岡市幸町 2-7‐ 70

〒958新 潟県岩船郡朝 日村鵜渡路 2241‐ 5

〒950‐ 21新潟市五十嵐二の町8050

〒950‐ 21新潟市五十嵐二の町8050

〒950‐ 21新潟市五十嵐二の町8050

〒950-21新 潟市五十嵐二の町8050
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機 関 名 所住

(財 )日 本気象協会長野支部

農林水産省北陸農業試験場

農林水産省林業試験場十日町試験地

福井工業大学

福井大学工学部

(社 )北陸建設弘済会

林業試験場

〒380長 野市箱清水2383

〒943‐ 01上越市稲田 1‐ 2-1

〒948+日 町市長乙614

〒910福 井市学田3丁 目

〒910福 井市文京 3-9‐ 1

〒951新潟市学校町通 2‐5295興和ヒ
¨
ル内

〒930‐ 13中新川郡立山町吉峰

(中 部地区 )

機 関 名 所住

東海大学海洋学部海洋土木工学科

名古屋大学水圏科学研究所

(社 )日 本建設機械化協会

〒424清水市折戸 3‐ 20‐ 1

〒464名 古屋市千種区不老町

〒417富 士市大淵3154
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(関 西 以西地 区 )

機 関 名 所住

大阪教育大学

大阪教育大学気象研

香川大学農学部環境生態学研究室

京都大学農学部

京都大学防災研究所

京都大学理学部地球物理学研究施設

高知大学理学部物理学教室

(株 )鴻池組技術研究所

滋賀県琵琶湖研究所

(株 )精研技術研究部

(財 )日 本気象協会関西本部

(調 査部)

日本鋼管応用技術研究所

〒543大阪市天王寺区南河堀町 4‐ 88

〒543大阪市天王寺区南河堀町4-88

〒761‐ 06香川県本田郡三木町池戸 2393

〒606京都市左京区北 白川

〒611宇治市五ケ庄

〒874別府市野口原

〒780高知市曙町 2‐ 5‐ 1

〒554大 阪市此花区伝法 4‐ 3-55

〒520大津市打出浜 1‐ 10

〒542大 阪市南区瓦屋町 2‐ H‐ 16

〒537大 阪市東成区東今里 3‐ 16‐ 11

〒514‐ 03二重県津市雲出鋼管町1番地
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