
食 品 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ く
再生利用事業計画の認定実例
（ 飼 料 化 事 業 ）

平 成 ２ ８ 年 ７ 月



イオングループ などの取組
東京都、埼玉県、栃木県、千
葉県及び神奈川県のイオン
33店舗、ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ5店舗の
食品残さ
91.2t/月（80kg/日・店）

㈲ブライトピック千葉溝原工場、
㈱エコ・フードにて液体飼料化
（毎月90.4tの生産見込み）

㈱エコ･フード、㈱丸幸及び
GR物流㈱の保冷車による
収集･運搬

㈲ブライトピック、㈲ブライトピック千葉及び㈱
エコ・フードにて給餌し、豚肉を生産（156頭/
月）

関東のジャスコ／ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ
の店舗で豚肉を販売

精肉として毎月
7.6ｔを提供

イオンリテール㈱
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食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

マックスバリュ関東㈱



㈱ファミリーマート などの取組

㈲ブライトピック千葉及び
㈱ｴｺ･ﾌｰﾄﾞにて液体飼料化
（毎月447.8tを製造）

㈲ブライトピック千葉及び

㈲ブライトピックにて給餌し、
豚肉を生産（17.3ｔ/月）

部分肉として
毎月2.1ｔを提供

㈱エコ・フードが収集運搬

ﾄｵｶﾂﾌｰｽﾞ及び戸田ﾌｰｽﾞで豚肉を
使用した弁当を製造 し、取引先の
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄの各店舗で弁当を販売

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

ﾄｵｶﾂﾌｰｽﾞ㈱の5工場
（栃木県、神奈川県）
戸田ﾌｰｽﾞ㈱の2工場
（埼玉県、神奈川県）
の食品残さ：200t/月

収集・運搬業者8社で配送
（積替施設3カ所利用）

㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

東京都、神奈川県の
1049店舗の食品残さ
262.3ｔ/月

既存取引先に13ｔ/月を販売

その他販売先に2.2ｔ/月を販売
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JA高崎ハム㈱が

ハム、ミンチ等に
加工し、㈱ベイシ
アが購入

㈲ブライトピック及び㈲ブライトピック千葉
にて給餌し、豚肉を生産（1.1t(23頭)/月）

㈲ブライトピック千葉
溝原工場にて液体
飼料化（毎月27.9tの
生産）

㈱ベイシア などの取組
再生利用事業者

農林漁業者等

部分肉として
毎月0.2ｔを提供

計画外で毎月
0.9ｔを販売

積替施設

みどり産業㈱

による収集・
運搬

㈱日本ｱｸｾｽ、㈱ﾌﾚｼｭ共配ｻｰﾋﾞｽ、
共同通運㈱、大栄運輸㈱、
㈱原田商店、ｱｲ･ｴｽ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱
による収集・運搬

㈱ベイシアの
千葉県（１６店舗）
茨城県（５店舗）

の食品残さ：27.9t/月

食品関連事業者
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㈲ブライトピック及び㈲ブライトピック千葉
にて給餌（毎月65頭を生産･供給）

㈲ﾌﾞﾗｲﾄﾋﾟｯｸ千葉
溝原工場にて液体
飼料化（37.8t/月
の生産）

ユニー㈱・㈱ファミリーマート・㈱サークルＫサンクスなどの取組

再生利用事業者

農林漁業者等

部分肉(加工用)として
毎月0.9tを提供

既存取引先に毎
月2.4ｔを販売

㈱明和運輸
による収集・運搬

みどり産業㈱
による収集・運搬

食品関連事業者

ユニー㈱
（千葉県1店舗）
㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
（東京都44店舗）
㈱ｻｰｸﾙＫｻﾝｸｽ
（東京都56店舗）

食品残さ
38.1t/月

積替施設

販売店：ﾕﾆｰ関東地区（30店舗）、
ｻｰｸﾙＫｻﾝｸｽ関東地区、静岡県東部、
長野県北部（約1,715店舗）、
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ関東地区（約3,300店舗）

４

山崎製パン㈱で食肉
加工品を使用した惣
菜パンを製造・販売

プリマハム㈱で部分肉（加工用）
を使用し、食肉加工品を製造



みどり産業㈱による収集･運搬
㈱エコスが精肉として1ｔ/年を
購入・販売

㈲ブライトピック千葉に
て、液体飼料化（29ｔ/年
を製造）

㈱エコスの
千葉県(２店舗)
の食品残さ：29ｔ/年
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㈱エコス などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

㈲ブライトピック及び㈲ブライトピック千葉
にて給餌し豚肉を生産（2.4t/年）

既存取引先に
1.4ｔ/年を販売



日本ビソー㈱による収集･運搬

ユニー㈱が自社の商品
として購入・販売

㈲アリタホックサイエンス

にて給餌し、豚肉を生産
（584頭/年 ）

武松商事株式会社にて、飼料
化（35.04ｔ/年を製造）

ユニー㈱（ｱﾋﾟﾀ及びﾋﾟｱｺﾞ）の
横浜市（４店舗）の食品残さ：170ｔ/年

ユニー㈱ などの取組
食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

枝肉として
45ｔ/年
を提供
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関東明雪運輸㈱、㈱ネオ、早来工
営㈱による収集･運搬

㈲サンハイファーム、池田牧場、信夫牧場、㈲ドリームヒル、
菊地牧場、苅田牧場、西崎牧場、橘本牧場、河本牧場、
浜中町農業協同組合、熊本県酪農業協同組合連合会、
㈱大野ファームにて、豆粕飼料1,530ｔ/年と配合飼料を
乳牛に給餌し、牛乳を生産（42,758 ｔ/年）

三友プラントサービス㈱に
て副資材201t/年を加え、
豆粕飼料を製造1,530 ｔ/
年）

スターバックスコーヒージャパン㈱ などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者スターバックスの東京都
(108店舗）と神奈川県
（85店舗）からの
コーヒー豆粕：1,329 ｔ/年

農林漁業者等

契約取引先に
21,379t/年を

販売

スターバックスが購入
（21,379ｔ/年）し、飲料
商品に使用
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小田急グループ などの取組

(有)長田サービス等4社の保冷車
による収集･運搬小田急グループが、年間65ｔ

の豚肉（1,301頭相当量）を購
入し販売

㈱日本フードエコロジー
センターにおいて加水し、
液体飼料化（年間1,038
ｔ の生産見込み）

東京・神奈川に亘る小田急
電鉄㈱、小田急商事㈱及び
㈱小田急百貨店の計28店舗
の食品残さ：692ｔ/年

・㈱あずみ野エコファーム［長野県］
・(有)亀井畜産［神奈川県］
が、液体飼料を使用し、豚肉を生産
（1,301頭/年）
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食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等



㈱遠藤商会による収集･運搬㈱エコスが自社の商品として
購入・販売

㈲橋本グローバルスワインに
て給餌し豚肉を生産（485頭/
年）

(株)日本フードエコロジー
センターにて、液体飼料
化（277ｔ/年を製造）

㈱エコスの
東京都(13店舗)
神奈川県(1店舗)
埼玉県(15店舗)

の食品残さ：185ｔ/年

９

㈱エコス などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等

精肉として
24ｔ/年
を提供



㈱いなげやの取組

㈱まごころ清掃社、㈱三凌商事、
㈱アオイによる収集･運搬

㈱いなげやが豚肉（30.5t/年、
610頭相当量）を購入し、販売

㈱日本フードエコロジーセ
ンターにおいて加水し、液
体飼料化（年間348ｔ の生
産見込み）

㈱あずみ野エコファームが、液
体飼料を使用し、豚肉を生産
（30.5t/年、610頭相当量）

㈱いなげやの東京都・神奈
川県の計12店舗の食品残さ：
232ｔ/年
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食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等



三和清掃㈱、ヒラテ産業㈲、
㈲岩田清掃による収集･運搬

小久保畜産㈲にて配合飼料
2,871.4tを加え給餌し、豚肉
を生産（8,200頭/年 ）

中部有機リサイクル㈱にて、飼
料化（64ｔ/年を製造）

ユニー㈱（ｱﾋﾟﾀ及びﾋﾟｱｺﾞ）の
愛知県6店舗の食品残さ：259.2ｔ/年

ユニー㈱ などの取組
食品関連事業者

農林漁業者等

再生利用事業者

ユニー㈱が部分肉として
410ｔ/年を購入・販売
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三和清掃㈱による収集･運搬

㈲大場養豚場にて配合飼料
543㎏を加え給餌し、豚肉を
生産（116㎏/年）

中部有機リサイクル㈱にて、飼
料化（444㎏/年を製造）

㈱スーパーホテルの名古屋市の
食品残さ：1,800㎏/年
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㈱スーパーホテル などの取組
食品関連事業者

農林漁業者等

再生利用事業者

㈱スーパーホテルが調
理原材料として豚肉購
入（57㎏/年）

食肉センターに59
㎏/年を販売



神港衛生㈱、トヨカフードリサイクル
㈱、マルゼン㈲による収集･運搬

㈱トントンファームが加工・販
売する豚肉（2t/年)のうち、
日本製粉㈱が自社食堂で利
用（0.135t/年）

㈱イガ再資源化事業研究所
にて、飼料化（115.4 t/年を
製造）

日本製粉㈱などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者日本製粉㈱の
神戸市、大阪市、名古屋市の
食品残さ：5.8 t/年

㈱トントンファームにて、この飼料を
115.4 t/年給餌し、豚肉を生産
（6.72t/年）

農林漁業者等

食肉センターに
4.72 t/年を販売 13



安田産業㈱による収集･運搬
京都有機質資源㈱にて、飼料
化（41.98ｔ/年を製造）

ユニー㈱ などの取組
食品関連事業者 再生利用事業者

ユニー㈱（ｱﾋﾟﾀ及びﾋﾟｱｺﾞ）の
京都府1店舗、奈良県1店舗、
滋賀県1店舗の食品残さ：209.9ｔ/年

農林漁業者等

㈲鳥取レイクファームにて配合飼
料4,156.02t/年を加え給餌し、鶏
卵を生産（3,498万個/年）

卸売業者に
3480.5万個/年
を販売

ユニー㈱が17.5万個/
年を購入・販売
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安田産業㈱による収集･運搬
京都有機質資源㈱にて、飼料
化（3.6 t/年を製造）
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イズミヤ㈱ などの取組
食品関連事業者 再生利用事業者

イズミヤ㈱の京都市(1店舗）か
らの食品残さ：18ｔ/年

農林漁業者等

㈲鳥取レイクファームにて配合飼
料356.4ｔを加え給餌し、鶏卵を生
産（300万個/年）

卸売業者に298.5
万個/年を販売

イズミヤ㈱が購入・販
売（1.5万個/年）



㈱環境エイジェンシーによる収
集･運搬

㈱西鉄ストアが購入（６t/年）し
て、店舗販売

㈱環境エイジェンシーに
て、飼料化（6.72t/年を
製造）

㈱西鉄ストアの
福岡市内(5店舗)
の食品残さ：72t/年
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㈱西鉄ストアなどの取組

再生利用事業者食品関連事業者

農林漁業者等

㈲福田農園が、この飼料(6.72t/年)及
び配合飼料(7,068t/年)を使用し、豚肉
を生産（942t/年）

契約取引先に936t/年
を販売



南国興産㈱において
飼料化(775t/年を製造)

収集･運搬業者4者で配送

㈱エーコープみやざき、㈱都城
くみあい食品、㈱ミヤチクが、
自社の商品または商品の原材
料として購入

精肉として
1,473ｔ/年
を提供

宮崎県4市町の
㈱エーコープみやざき、新サンフード工業㈱、
宮崎県農協果汁㈱、㈱都城くみあい食品、
㈲桑畑青果、㈲アグリプロセス宮崎、
プライムデリカ㈱、㈱フリジポート、㈱ミヤチク
の各事業所の食品残さ2,181ｔ/年(㈱ﾐﾔﾁｸを除く)

㈱エーコープみやざき などの取組

㈱ミヤチク及び㈱南国興産にて給餌
し、豚肉を生産（28,333頭/年）
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食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等



康正産業㈱などの取組

㈱ケイエムクリーンの
保冷車による収集･運搬

康正産業㈱が経営する
店舗で食材として使用

康正産業㈱事業場内に設置
された設備により飼料化
種麹365kg/年を加え、
438ｔ/年の飼料を生産

康正産業㈱の鹿児島市、阿久根市、
出水市、薩摩川内市、日置市内の
店舗等20事業場の食品残さ：438ｔ/年

㈲ノガミ産業にて給餌
毎年250頭を生産し、枝肉4ｔ/年、
部分肉8ｔ/年、精肉3ｔ/年供給

枝肉・部分肉・
精肉合わせ年間
6ｔを提供

霧島高原ビールに
年間9ｔを契約販売 18

食品関連事業者 再生利用事業者

農林漁業者等



㈲上原商会による収集･運搬

㈱鹿児島渡辺バークシャー牧
場にて年間358ｔを給餌し、豚
肉を生産（12,000頭/年）

㈲上原商会にて、副資材
91ｔを加え、飼料化
（358ｔ/年を製造）

㈱タイヨー、サン食品㈱、

の鹿児島県の各店舗等の
食品残さ：442ｔ/年

㈱タイヨー などの取組

食品関連事業者 再生利用事業者

精肉として
210ｔ/年を提供

サン食品㈱が購入、 豚肉を使用した

加工品等を製造し、㈱タイヨー及びサ
ン食品㈱の各店舗で販売

計画外として
年間510ｔを販売

農林漁業者等
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