嗅覚検査は、臭気判定士免状の交付又は免状の更新を受けるために必要な検査です。嗅覚検査
は、免状の交付を受ける場合は申請日前１年以内に、免状の更新を受ける場合は有効期限６ヶ月
以内に受ける必要があります。
（ただし、免状の新規交付申請の場合、嗅覚検査の受検は申請日前
１年以内であれば、臭気判定士試験の前でも後でも構いません。
）
臭気測定業務従事者（以下、
「臭気判定士」という。
）は、試料の採取時や嗅覚測定法による測定に際
して、試料の当初希釈倍数を決定する時など、自らの嗅覚による判断が要求されます。そのため、臭気
判定士自身も一般的な嗅覚を有している必要があります。一般的な嗅覚とは約９５％の人がもっている
ものであり、特に鋭敏な感覚を要求されているわけではありませんので、気を楽にして受検して下さい。
ただし、人間の嗅覚はその日の体調や心理状態、周囲のにおいなどの影響を受けやすいので、嗅覚検
査を受ける時には次の事項にご注意下さい。また不合格となった場合でも、数日後再度検査を受けるこ
とができます（別途手数料）
。なお、受検資格は、受検日において１８歳以上の者となっています。
 香りのある化粧品類（コロン、ポマードなど）は一切使用しないで下さい。
 においの強い食事や刺激のある食事は避けて下さい。
 軽い風邪などは問題ありませんが、極度に鼻がつまっている時や体調が悪い時には、正しい
判定が出来ないこともあります。その時は事前に検査員に申し出て、指示に従って下さい。
 時間の余裕をもって検査機関に赴き、嗅覚検査を受けられるようにして下さい。
１．実施機関（嗅覚検査機関）への予約
嗅覚検査は、嗅覚検査機関で行います。各検査機関の名称及び所在地は別表に記載されています。
受検者のご都合の良い検査機関で受検して下さい。
ただし、各検査機関とも毎日検査を実施しているとは限らないので、予め電話で実施日を確認し、
事前に予約してから検査を受けて下さい。
２．嗅覚検査手数料の振り込み
嗅覚検査の受検手数料は、９,０００円（非課税）です。
事前に下記の払込取扱機関に納付のうえ、その払込を証する書類（受領証原本とその写し１枚の計
２枚をご用意下さい。原本は検査機関にて確認・押印の後に返却いたします。
）受検手数料は１回受
検するごとに払い込んで下さい。なお、払込手数料は払込人の負担とします。
払込機関

郵便振替

００１６０－１－６１１９２２

三菱東京 UFJ 銀行 浅草橋支店
シヤ）ニオイ

普通口座

０８２６０７８

カオリカンキヨウキヨウカイ

口座名義：公 益 社 団 法 人 に お い ・ か お り 環 境 協 会
【注意】①複数人の受検手数料をまとめて払い込む場合は、その払込を証する書類の写しを各受検申
請者ごとに添付して下さい。
②領収証の発行については、協会ホームページを参照の上、所定の手続きをしてください。

３．嗅覚検査の申請書への記入
「嗅覚検査受検申請書（3 枚 1 組）
」に所定事項を記入・捺印するとともに、以下の書類を添えて、
受検当日検査機関の窓口に提出して下さい。なお、申請書の１枚目には、写真（縦 6cm×横 4cm、
申請日前 6 か月以内撮影。裏面に撮影年月日と氏名を記載）を貼付してください。
□ 受検者の年齢を証する書類（運転免許証、健康保険証、戸籍謄本又は抄本、住民票、パスポート等の写し）※

□ 受検手数料の払込を証する書類（原本と写しの２枚）

【※注意】 マイナンバー制度の導入に伴い発行される「通知カード」は年齢を証する書類から除外します。な
お、「個人番号カード」は表面のみコピーを取って添付していただくことはできます。その他、個人番号が掲
載されている書類は、目的外の利用となるため受領することができません。ご不明な点はご連絡ください。

４．嗅覚検査の当日
嗅覚検査とは、1 から５までの番号が書かれた５本のにおい紙のうち、基準臭液によりにおいの
付いた２本の「におい紙」を嗅ぎ当てる方法で、５種類の基準臭について、においの付いたにおい
紙を嗅ぎ当てられるどうかを判定するものです。検査は次の手順で行い、所要時間は約１５分です。
① ５本の「におい紙」を１セットとして検査員から渡されます。
② 「におい紙」を１本ずつ鼻に近づけ、においを嗅ぎます。
（嗅ぎ終わった「におい紙」は用意された台などに置き、机など
に薬品液を付けないようにして下さい。）

③ においが付いていると思われる「におい紙」の番号を、回答用
紙に２つとも記入します。
（自信がなければもう一度嗅ぎ直しても構いません。
）
④ 回答用紙を検査員に渡し、におい紙は破棄します。
⑤ ５種類の基準臭毎に上記①～④の操作を繰り返して嗅覚検査
は終了します。
A （白）
B （黄）
C （緑）

β―フェニルエチルアルコール
メチルシクロペンテノロン

4.0

10－

－4.5

10

－5.0

10

イソ吉草酸

－4.5

D （青）

γ―ウンデカラクトン

10

E （赤）

スカトール

10－

5.0

花のにおい
甘いこげ臭
むれた靴下のにおい
桃の缶詰のようなにおい
かび臭いにおい

５．結果の通知と嗅覚検査合格証書
嗅覚検査に合格した人には、受検日から約 10 日以内に「嗅覚検査合格証書」
（以下「合格証書」
という。
）が公益社団法人 におい・かおり環境協会より交付されます（10 日以上経過しても合格証書
がお手元に届かない場合には、公益社団法人におい・かおり環境協会までご連絡下さい）
。
なお、不合格の方にはその日に不合格通知が発行されます。
６．免状申請（嗅覚検査合格証書の保管）
臭気判定士免状の初回申請時には、
「臭気判定士試験合格証書」と申請日前１年以内に実施した嗅
覚検査の「合格証書」を添付する必要があります。
また、臭気判定士免状の更新を受けようと申請するときは、免状原本と当該免状の有効期間が満
了する前日の６ヶ月以内に実施した嗅覚検査の「合格証書」を添付する必要がありますので、大切
に保管しておいて下さい。
（なお、免状更新の手続きは、免状の有効期間が満了する日の 15 日前ま
でに行うようにして下さい）
平成 29 年 4 月
環境大臣指定機関 公益社団法人

におい・かおり環境協会

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-14-2 新陽ビル 1106 号
TEL 03-6233-9011 /

FAX 03-6862-8854

E-mail info@orea.or.jp URL：http://www.orea.or.jp

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

