
機関                                 略称  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 中央水産試験場   道総研中央水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 函館水産試験場   道総研函館水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 網走水産試験場   道総研網走水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 釧路水産試験場   道総研釧路水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 稚内水産試験場   道総研稚内水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 栽培水産試験場   道総研栽培水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 さけます・内水面水産試験場  道総研さけます内水試  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 食品加工研究センター  道総研食工セ  

地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部 工業技術センター  道総研工技セ  

地方独立行政法人青森県産業技術センター 水産総合研究所        青森水総研  

地方独立行政法人青森県産業技術センター 内水面研究所         青森内水研  

地方独立行政法人青森県産業技術センター 食品総合研究所       青森食総研  

地方独立行政法人青森県産業技術センター 下北ブランド研究所      青森下北研  

秋田県水産振興センター                       秋田水振セ  

岩手県水産技術センター                       岩手水技セ  

岩手県内水面水産技術センター                    岩手内水技セ  

宮城県水産技術総合センター                     宮城水技セ  

宮城県水産技術総合センター 気仙沼水産試験場            気仙沼水試  

宮城県水産技術総合センター 内水面水産試験場            宮城内水試  

山形県水産試験場                          山形水試  

山形県内水面試験場                         山形内水試  

福島県水産試験場                         福島水試  

福島県内水面水産試験場                      福島内水試  

新潟県水産海洋研究所                       新潟水海研  

新潟県内水面水産試験場                      新潟内水試  

長野県水産試験場                         長野水試  

群馬県水産試験場                         群馬水試  

栃木県水産試験場                         栃木水試  

茨城県水産試験場                         茨城水試  

埼玉県水産研究所                         埼玉水研  

東京都島しょ農林水産総合センター                 都島しょ総セ  

神奈川県水産技術センター                     神奈川水技セ  

神奈川県環境農政部                        神奈川県  

千葉県水産総合研究センター                    千葉水研セ  

静岡県水産技術研究所                       静岡水技研  



山梨県水産技術センター                      山梨水技セ  

愛知県水産試験場                         愛知水試  

岐阜県水産研究所                         岐阜水研  

三重県水産研究所                         三重水研  

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所          大阪環農水研  

和歌山県水産試験場                        和歌山水試  

和歌山県栽培漁業センター                    和歌山栽漁セ  

滋賀県水産試験場                         滋賀水試  

富山県農林水産総合技術センター 水産研究所             富山水研  

石川県水産総合センター                      石川水総セ  

福井県水産試験場                         福井水試  

福井県栽培漁業センター                      福井栽漁セ  

京都府農林水産技術センター 海洋センター             京都農水技セ  

兵庫県立農林水産技術総合センター                兵庫農水技総セ  

兵庫県但馬栽培漁業センター                   兵庫但馬栽培セ  

島根県水産技術センター                     島根水技セ  

鳥取県水産試験場                        鳥取水試 

鳥取県栽培漁業センター                     鳥取栽漁セ  

鳥取県水産技術センター                     鳥取水技セ 

岡山県農林水産総合センター 水産研究所             岡山水研  

広島県立総合技術研究所 水産海洋技術センター          広島水海技セ  

山口県水産研究センター                     山口水研世セ  

香川県水産試験場                        香川水試  

香川県栽培漁業センター                     香川栽漁セ  

香川県赤潮研究所                        香川赤潮研  

徳島県立農林水産総合技術支援センター 水産研究課        徳島農水総技セ  

高知県水産試験場                        高知水試  

高知県海洋深層水研究所                     高知海深研  

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター             愛媛水研セ  

福岡県水産海洋技術センター                  福岡水海技セ  

佐賀県有明水産振興センター                   佐賀有明水振セ  

佐賀県玄海水産振興センター                   佐賀玄海水振セ  

長崎県総合水産試験場                      長崎水試  

熊本県水産研究センター                     熊本水研セ  

大分県農林水産研究指導センター 水産研究部            大分水研  

宮崎県水産試験場                        宮崎水試  



鹿児島県水産技術開発センター                  鹿児島水技セ  

沖縄県水産海洋技術センター                   沖縄水海技セ 

北海道大学 大学院水産科学研究院                北大院水  

北海道大学 水産学部                       北大水  

北海道大学 大学院理学研究科                   北大院理  

北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター           北大北方セ 

北海道大学 低温科学研究所                    北大低温研  

北海道大学 大学院地球環境科学院                 北大院環境  

北海道大学 北極域研究センター                  北大北極セ  

北海道東海大学 工学部                      道東海大工  

北見工業大学                          北見工大  

小樽商科大学                          小樽商大  

東京農業大学 生物産業学部                   東農大生物産業  

弘前大学農学生命科学部                      弘前大農生  

北里大学海洋生命科学部                      北里大海洋  

東北大学 大学院農学研究科                    東北大院農  

東北大学 大学院理学研究科                    東北大院理  

東北大学 農学部                         東北大農  

石巻専修大学                          石巻専修大  

千葉大学環境リモートセンシング研究センター           千葉大リモセン研  

東京大学 大学院総合文化研究科                  東大院総合文化  

東京大学 大学院農学生命科学研究科                東大院農  

東京大学 大学院農学生命科学研究科付属水産実験所         東大院農水実  

東京大学 大学院理学系研究科                   東大院理  

東京大学 海洋アライアンス                    東大海洋ｱﾗｲｱﾝｽ 

東京大学 大気海洋研究所                     東大大気海洋研  

東京大学 大学院新領域創成科学研究科               東大院新領域  

東京海洋大学海洋科学部                      海洋大科  

東京海洋大学海洋工学部                      海洋大工  

東京理科大学 理工学部                      東理大理工  

立正大学 地球環境科学部                     立正大地球環境  

横浜商科大学                          横浜商大  

日本大学 生物資源科学部海洋生物資源科学科            日大生物資源  

東海大学 大学院海洋学研究科                   東海大院海洋  

静岡大学 理学部                         静岡大理  

名古屋大学 地球水循環研究センター                名大水循環セ  



名城大学 大学院総合学術研究科                 名城大院総  

三重大学 生物資源学部                     三重大生物資源  

福井県立大学                         福井県大  

京都大学 大学院農学研究科                   京大院農  

京都大学 大学院理学研究科                   京大院理  

京都大学 大学院情報学研究科                  京大院情報  

京都大学 生態学研究センター                  京大生態研  

京都大学 フィールド科学教育研究センター舞鶴水産実験所    京大舞鶴水産  

近畿大学 農学部                        近大農  

近畿大学 水産研究所                      近大水研  

大阪市立大学                         大阪市大  

福山大学 工学部                        福山大工  

福山大学 生命工学部海洋生物工学科               福山大生命工  

福山大学 内海生物資源研究所                  福山大内海研  

岡山理科大学                         岡山理大  

広島大学 大学院生物圏科学研究科                広大院生物圏  

香川大学 農学部                        香川大農  

愛媛大学 農学部                        愛媛大農  

愛媛大学 理学部                        愛媛大理  

愛媛大学 沿岸環境科学研究センター               愛媛大沿岸セ  

高知大学 農学部                        高知大農  

高知大学 海洋生物教育研究センター               高知大海洋研セ  

下関女子短期大学                       下関女子短大  

九州大学 大学院総合理工学研究科                九大院総理工  

九州大学 大学院農学研究科                   九大院農  

九州大学 応用力学研究所                    九大応力研  

九州大学 天草臨海実験所                    九大天草臨海  

長崎大学 水産学部                       長大水  

宮崎大学 農学部                        宮崎大農  

鹿児島大学 水産学部                      鹿大水  

琉球大学 理学部                        琉大理  

大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所   地球研 

一般社団法人漁業情報サービスセンター             JAFIC  

財団法人日本水路協会 海洋情報研究センター           MIRC  

財団法人日本鯨類研究所                    日鯨研  

財団法人海洋生物環境研究所                  海生研  



国立研究開発法人海洋研究開発機構               JAMSTEC  

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター          国際農研セ  

気象庁気象研究所                       気象研  

独立行政法人国立科学博物館                  科博  

独立行政法人日本学術振興会                  学振 

農林水産省水産庁                      水産庁  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 北海道区水産研究所    水産機構北水研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 東北区水産研究所     水産機構東北水研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 中央水産研究所      水産機構中央水研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 日本海区水産研究所    水産機構日水研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 瀬戸内海区水産研究所   水産機構瀬水研 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 西海区水産研究所     水産機構西海水研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所      水産機構水工研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 国際水産資源研究所    水産機構国際水研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 増養殖研究所       水産機構増養殖研  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 開発調査センター     水産機構開発セ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校        水産機構水大校 


