嗅覚検査委託機関一覧
所在地 （交通機関）

実施機関名
1 一般財団法人北海道環境科学技術センター

札幌市北区北24条西14丁目8番5号
(地下鉄南北線 北24条駅 徒歩10分)

2 株式会社 大東環境科学

019-697-1660
022-254-4561

三浦 達也

022-254-4564
0235-24-4427

土方 紀子

0235-24-4429
0246-63-6755
（内線5525）
0246-62-6163
029-858-8825

佐藤 治男

029-858-8829
027-395-0606

青木 貴均

027-395-0607
0120-012590

吉井 俊晃

048-886-2817
048-961-6163

瀬田 洋一郎

048-961-5166
049-225-7264

鈴木 信廣

049-225-7346
043-295-1101

田中 正昭

043-295-2217
043-300-3300

青 正宗

043-300-3312
03-6233-9011

秦 洋二

03-6862-8854
03-3369-1471

中辻 康

03-3369-1849
03-3291-8716

松村 美夏

03-5283-7066
042-582-1496

浜田 薫

042-582-1484
044-355-0598

榎本 長蔵

044-355-6319
045-780-3851

保坂 真也

045-780-3849
025-543-7664

熊尾 耕多

025-543-7882
055-274-0788

奈須 孝哲

055-274-0779
055-278-1600

石原 浩司

055-278-1601
長野県松本市神林小坂道7107‐55 松本安全衛生セン 0263-40-3811

小澤 一昭

宮城県仙台市宮城野区中野二丁目3番地の2
東北支社 （JR仙石線中野栄駅より徒歩9分）

山形県鶴岡市道形町18-17
(JR 鶴岡駅 車 5分)

5 株式会社 クレハ分析センター

福島県いわき市錦町落合16
(JR 常磐線 勿来・植田駅 タクシー 5分)

6 株式会社 安藤・間

茨城県つくば市苅間 515-1
技術研究所 （つくばエクスプレス研究学園駅より徒歩12分）

7 株式会社 群馬分析センター

群馬県高崎市下大島町625番地
(JR信越本線 群馬八幡駅タクシー 7分 )

8 内藤環境管理株式会社

埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2
(JR 京浜東北線 南浦和駅 徒歩 15分)

9 東邦化研株式会社

埼玉県越谷市流通団地3丁目3番地8
環境分析センター (東武伊勢崎線 新越谷駅 タクシー 10分)

10 株式会社 環境総合研究所

埼玉県川越市鴨田592-3
(JR 及び 東武東上線 川越駅 バス 20分)

11 中外テクノス株式会社

千葉県千葉市緑区大野台2-2-16
関東環境技術センター (JR 外房線 土気駅 タクシー 10分)

12 株式会社 環境管理センター

千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3
東関東技術センター (JR 外房線 鎌取駅 徒歩 20分)

13 公益社団法人 におい・かおり環境協会

東京都新宿区高田馬場2-14-2新陽ビル1106号
(JR山手線 高田馬場駅から 徒歩3分)

14 日本デオドール株式会社

東京都新宿区百人町1-15-18龍生堂大久保ビル3階
本社事業所 (JR 中央線及び山手線 大久保、新大久保駅 徒歩 5分)

15 近江オドエアーサービス株式会社

東京都千代田区神田駿河台2-1
東日本営業所 (JR 中央線及び総武線 お茶の水駅 徒歩 3分)

16 株式会社 環境管理センター

東京都日野市日野304-9

技術センター におい・かおりLab (JR中央線日野駅 タクシー10分,京王線高幡不動タクシー10分)

17 化工機プラント環境エンジ株式会社

神奈川県川崎市川崎区大川町2-1
(JR鶴見線大川駅 徒歩3分(朝・夕のみ)、武蔵白石駅 徒歩15分)

18 ユーロフィン日本環境株式会社

神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13
(横浜シーサイドライン 並木中央駅 徒歩5分)

19 一般財団法人 上越環境科学センター

新潟県上越市下門前1666
(JR 東日本 直江津駅 タクシー10分)

20 環境未来株式会社

山梨県中央市流通団地1-6-1
山梨検査センター (JR 身延線 小井川駅 タクシー 7分)

21 株式会社 山梨県環境科学検査センター

山梨県甲斐市竜王新町2277-12
(JR 竜王駅 徒歩 20分)

22 一般社団法人長野県労働基準協会連合会

稲垣 浩
鈴木 誠

総合技術センター (JR東北本線 岩手飯岡駅からタクシーで10分)

4 株式会社 理研分析センター

予約窓口

011-758-1191
019-698-2671

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢 1-265

3 エヌエス環境株式会社

TEL／FAX
011-758-1161

相田 撤

菅原 辰徳

日下部 晋也

渡辺 健一
國井 共成雄
吉原 恵子

関根 友規

佐藤 潤一

安保 知裕

田中 泰雄

中薗 陽子

秦 のぶ代

重岡 久美子

田代 美加

丹羽 和浩

清水 優子

西尾 剛仁

髙木 正浩

佐藤 靖道

横山 健

保坂 諭賜

瀧沢 秀一

ター1F

環境測定部 (JR中央線松本駅 車20分、村井駅 車15分)

0263-40-3650

奥野 諭

所在地 （交通機関）

実施機関名
23 株式会社 環境技術センター

長野県松本市大字笹賀5652-166
(JR 中央線 松本駅 タクシー 15分 長野道松本ICより10分)

24 立華株式会社

静岡県富士市本市場422-1
(JR富士駅よりタクシーで約5分)

25 株式会社 サンコー分析センター

静岡県浜松市南区下江町604-1
(JR 東海道本線 浜松駅 タクシー 20分)

26 株式会社 東海分析化学研究所

愛知県蒲郡市三谷町竹沢25番地1
(JR 東海道線 三河三谷駅 タクシー 5分)

27 三協熱研株式会社

愛知県名古屋市北区丸新町453
本社事業所 (市バス 北部市場行き 大我麻町 徒歩 5分)

28 一般財団法人 東海技術センター

愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目710番地
(地下鉄 東山線 本郷駅 タクシー 5分)

29 株式会社 MCエバテック

三重県四日市市大治田3-3-17

東日本・中部事業所 四日市分析センター

30 近江オドエアーサービス株式会社

(近鉄 塩浜駅 タクシー 10分)

滋賀県近江八幡市出町415-4
西日本事業所 (JR 近江八幡駅より徒歩10分)

31 株式会社 日吉

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
(JR 近江八幡駅 長命寺行きバス豊年橋和船乗り場口)

32 株式会社 島津テクノリサーチ

京都市中京区西ノ京下合町1番地
阪急 西院駅 徒歩10分 他ルート多数

33 古川熱学エンヂニアリング株式会社

大阪府高槻市赤大路町23-28
(JR 東海道本線 摂津富田駅 徒歩10分)

34 株式会社 総合水研究所

大阪府堺市堺区神南辺町1丁4番地6
(南海本線堺駅 徒歩10分)

35 中外テクノス株式会社

兵庫県神戸市西区井吹台東町7-3-7
関西技術センター (地下鉄 西神南駅 バス3分 団地口 徒歩1分)

36 株式会社 エクスラン・テクニカル・センター

岡山県岡山市東区金岡東町3-3-1
(JR 赤穂線西大寺駅タクシー10分， 日本エクスラン工業(株)内)

37 一般財団法人 広島県環境保健協会

広島県広島市中区広瀬北町9-1
(JR 山陽本線 横川駅 徒歩10分)

38 日鉄住金環境株式会社

福岡県北九州市戸畑区中原先の浜46-80

分析ソリューション事業本部 北九州センター (JR 九州工大前駅 タクシー 5分,小倉駅 タクシー 15分）

39 株式会社 鹿児島環境測定分析センター

鹿児島県鹿児島市谷山港２丁目５-１１
(指宿枕崎線坂之上駅下車タクシーで10分)

40 一般財団法人 鹿児島県環境技術協会

鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目1番地5

試験研究施設 (JR指宿枕崎線 五位野駅 徒歩10分)

41 株式会社 沖縄エネテック

沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号
嗅覚検査機関に直接お問い合わせください

TEL／FAX
0263-27-1606

予約窓口
寺嶋 志津子

0263-27-2133
0545-61-8402

森村 大樹

0545-63-9654
053-426-0731

広瀬 崇史

053-425-0464
0533-65-3571

稲垣 直彦

0533-65-3574
052-902-0007

三浦 洋輔

052-902-1010
052-771-5161

佐伯 剛生

052-771-5164
059-346-9300

橋本 雄貴

059-346-8934
0748-32-4833

鈴木 一成

0748-32-8149
0748-32-5001

北村 治彦

0748-32-4192
075-811-3181

川上 奈津子

075-821-7837
072-693-3388

大井 悦雅

072-696-2356
072-224-3532

後藤 彰

中村 健二

中村 信幸

角田 健二

中込 泰平

浅野 征二

安陪 智史

藤野 潤子

奥村 久美

井上 久郎

鍋島 是知

072-224-3257
078-997-8000

金森 富裕

078-997-8010
086-943-7253

大野 輝之

086-943-9105
082-293-1511
（内線558）
082-293-5049
093-884-1782

濱田 圭史郎

093-871-8728
099-201-4177

吉田 綾子

099-201-4178
099-262-6059

東 正樹

099-262-0113
098-879-9085

川原 健司

098-879-9040

鈴木 啓容

河田 高志

藤崎 和典

畠迫 剛信
森脇 治
片岡 史隆

田原 崇志

荒田 真知子

伊佐 真賢

