
再生利用事業計画認定一覧表

（平成22年4月12日現在）

認定年月日 計画の終期 食品関連事業者 特定肥飼料等製造業者 特定肥飼料等の利用者
再生利用

事業の内容
再生利用事業を行う

事業場の所在地
再生利用事業を行う

事業場の名称
収集先市町村 収集・運搬を行う者

H19.1.26 H23.12.31 ユニー株式会社 ヒラテ産業有限会社 愛知県経済農業協同組合連合会 肥料化事業
愛知県刈谷市小垣江町御茶屋
下３３番地１０

ヒラテ産業有限会社 刈谷市、安城市、知立市 ヒラテ産業有限会社

H20.5.30 H29.3.31 イオン株式会社 有限会社ブライトピック千葉
有限会社ブライトピック千葉
有限会社ブライトピック

飼料化事業
千葉県旭市溝原妙見壷1009、1020-1、
1023-1、
溝原字蕨谷1010-2、1039-2

有限会社ブライトピック千葉　溝原
工場

千葉市、船橋市、館山
市、木更津市、野田市、
茂原市、成田市、佐倉
市、東金市、旭市、習志
野市、柏市、市原市、八
千代市、鴨川市、鎌ヶ谷
市、富津市、八街市、印
西市、大網白里町

有限会社エコ・フードシステム

H20.7.25 H25.12.31 株式会社ユニバース 佐々木総業株式会社 山内光興 肥料化事業
青森県八戸市大字河原木字北沼
４６番地

佐々木総業株式会社　食品リサイ
クル工場

八戸市 佐々木総業株式会社

H20.9.4 H25.3.31
小田急電鉄株式会社
小田急商事株式会社
株式会社小田急百貨店

株式会社小田急ビルサービス
朝霧ヨーグル豚販売協同組合
株式会社あずみ野エコファーム
有限会社亀井畜産

飼料化事業
神奈川県相模原市田名塩田
1-10214-7、1-10215-6

小田急ビルサービス　小田急フー
ドエコロジーセンター

新宿区、世田谷区、三鷹
市、町田市、狛江市、川
崎市、藤沢市、小田原
市、相模原市、秦野市、
厚木市、大和市、座間市

有限会社長田サービス
株式会社フジクリーンサービス
名豊興業株式会社
株式会社マルコ

H20.9.19 H25.3.31
ユニー株式会社
株式会社サークルＫサンクス

株式会社ディーアイディー 愛知県経済農業協同組合連合会 肥料化事業
一宮市明地字井之内３４番１、
３４番２、３５番

株式会社ディーアイディー尾西営
業所　バイオマスリサイクルセン
ター

一宮市、江南市、稲沢
市、豊山町、大口町

株式会社ディーアイディー
有限会社ケーアイ
有限会社江南紙原料

H20.10.3 H27.12.31 株式会社マエダ 有限会社浜道清掃社 村田睦夫 肥料化事業
青森県むつ市田名部字赤川の内
並木１４－１５２１

はまみち食品リサイクル工場 むつ市 有限会社浜道清掃社

康 産業株式会社 康 産業株式会社 有 会社 ガ 産業 飼料 事業 鹿 島 鹿 島 南栄
康正産業株式会社 南栄加工セン

鹿 島 株式会社H20.11.19 H25.9.1 康正産業株式会社 康正産業株式会社 有限会社ノガミ産業 飼料化事業 鹿児島県鹿児島市南栄２－４－３
康正産業株式会社 南栄加工セン
ター

鹿児島市 株式会社ケイエムクリーン

H20.11.27 H26.3.31

株式会社原信
株式会社ピーコック
株式会社新印カネシン
津南町森林組合
有限会社村山物産

津南町農業協同組合 津南町農業協同組合 肥料化事業
新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢
１０４４５番地２

津南町農業協同組合　地力増進
施設（有機堆肥センター）

新潟市、長岡市、三条
市、小千谷市、十日町
市、見附市、魚沼市、南
魚沼市、胎内市、津南町

津南町農業協同組合

H21.2.26 H25.3.31
株式会社エーコープみやざき
宮崎県農協果汁株式会社
株式会社都城くみあい食品

宮崎県食品残渣処理協同組合 宮崎県経済農業協同組合連合会 肥料化事業
宮崎県都城市高城町有水
１９４１番地

宮崎県食品残渣処理協同組合
宮崎市、都城市、西都
市、清武町、南郷町、都
農町

力丸博行
児玉健二
黒木重信
清水和治

H21.3.25 H29.3.31
株式会社ファミリーマート
トオカツフーズ株式会社
戸田フーズ株式会社

有限会社ブライトピック千葉
株式会社エコ・フード

有限会社ブライトピック千葉
有限会社ブライトピック

飼料化事業

千葉県旭市溝原妙見壷1009、1020-1、
1023-1、
溝原字蕨谷1010-2、1039-2
千葉県匝瑳市川辺宮敷207-1,
207-2,208-1,208-2

有限会社ブライトピック千葉　溝原
工場
株式会社　エコ・フード

足利市、川口市、千代田
区、台東区、墨田区、江
東区、足立区、葛飾区、
江戸川区、八王子市、立
川市、武蔵野市、三鷹
市、青梅市、府中市、昭
島市、調布市、町田市、
小金井市、小平市、日野
市、東村山市、国分寺
市、国立市、福生市、狛
江市、東大和市、清瀬
市、東久留米市、武蔵村
山市、多摩市、稲城市、
羽村市、あきる野市、西
東京市瑞穂町、横浜市、
横須賀市

株式会社明和運輸
有限会社古川新興
株式会社まごころ清掃社
株式会社エコ・フード



認定年月日 計画の終期 食品関連事業者 特定肥飼料等製造業者 特定肥飼料等の利用者
再生利用

事業の内容
再生利用事業を行う

事業場の所在地
再生利用事業を行う

事業場の名称
収集先市町村 収集・運搬を行う者

H21.5.1 H26.2.28 株式会社フジタコーポレーション 株式会社生ごみリサイクルセンター
羽鳥榮一
町田隆義
提橋孝

肥料化事業
栃木県下都賀郡壬生町藤井
1084-1

株式会社生ごみリサイクルセン
ター　壬生本社工場

前橋市、桐生市、みどり
市、足利市

株式会社生ごみリサイクルセン
ター

H21.5.15 H25.3.31

株式会社エーコープみやざき
新サンフード工業株式会社
宮崎県農協果汁株式会社
株式会社都城くみあい食品
有限会社桑畑青果
有限会社アグリプロセス宮崎
プライムデリカ株式会社
株式会社フリジポート
株式会社ミヤチク

南国興産株式会社
株式会社ミヤチク
南国興産株式会社

飼料化事業
宮崎県都城市高城町有水
1941番地

南国興産株式会社
宮崎市、都城市、清武
町、川南町

南国運送株式会社
有限会社香妻運送
有限会社クリーンアース
株式会社山崎紙源センター

H21.7.15 H25.6.30
株式会社東武百貨店
株式会社ランドロームジャパン
株式会社マルエツ

株式会社フジコー 株式会社遊楽ファーム 肥料化事業 千葉県白井市折立字横堀31番1 フジコー白井再資源化センター
市川市、船橋市、習志野
市、八街市、白井市、九
十九里町

株式会社木下フレンド
有限会社中徳産業
共同産業株式会社

H21.9.18 H26.3.31 株式会社エコス 株式会社小田急ビルサービス
有限会社橋本グローバルスワイン
株式会社ポーク

飼料化事業
神奈川県相模原市田名塩田
1-10214-7、1-10215-6

小田急ビルサービス　小田急フー
ドエコロジーセンター

八王子市、武蔵野市、青
梅市、昭島市、小平市、
東大和市、相模原市、さ
いたま市、川越市、行田
市、飯能市、新座市、北
本市、鶴ヶ島市、日高市

株式会社遠藤商会

鯖江市、浜松市、焼津
市、安城市、西尾市、高

H21.10.13 H26.3.31 株式会社王将フードサービス 有限会社諸原商店 株式会社ジャパンファーム 肥料化事業 滋賀県蒲生郡日野町西大路2658-1
有限会社諸原商店　日野ドリーム
ファーム

市、安城市、西尾市、高
浜市、大口町、京都市、
宇治市、堺市、寝屋川
市、神戸市、姫路市、伊
丹市、加東市、福崎町、
奈良市、橿原市、桜井
市、広島市、東広島市、
廿日市市、山口市

有限会社諸原商店

H22.2.19 H26.3.31 マックスバリュ中部株式会社 株式会社みえエコくるセンター 株式会社鈴鹿大地の耕作人 肥料化事業 三重県津市安濃町安濃2075番地1
株式会社みえエコくるセンター　本
社工場

津市、四日市市、伊勢
市、松阪市、鈴鹿市、い
なべ市、菰野町、名古屋
市

有限会社ダストパン

H22.2.19 H26.3.31 株式会社カネスエ商事 株式会社みえエコくるセンター 有限会社なずな農園 肥料化事業 三重県津市安濃町安濃2075番地1
株式会社みえエコくるセンター　本
社工場

名古屋市、一宮市 有限会社ダストパン

H22.2.19 H26.3.31
農事組合法人伊賀の里モクモク手づ
くりファーム
株式会社伊賀の里

株式会社みえエコくるセンター
農事組合法人伊賀の里モクモク手づく
りファーム

肥料化事業 三重県津市安濃町安濃2075番地1
株式会社みえエコくるセンター　本
社工場

津市、鈴鹿市、伊賀市 有限会社ダストパン



認定年月日 計画の終期 食品関連事業者 特定肥飼料等製造業者 特定肥飼料等の利用者
再生利用

事業の内容
再生利用事業を行う

事業場の所在地
再生利用事業を行う

事業場の名称
収集先市町村 収集・運搬を行う者

H22.3.25 H25.12.31

株式会社サニーマート
株式会社サニーフーヅ
株式会社スリーエフ中四国
株式会社ぴーたーぱん
株式会社エヴィ
ＵＩゼンセン同盟サニーマート労働組
合

株式会社エコデザイン研究所

山崎　和雄　　　　　廣見　精作
森本　　 渉　　　　　田中　やよい
吉松　修士　　　　　桐島　正一
岡﨑　義博　　　　　大﨑　正夫
鎌倉　賢一　　　　　吉本　雅夫
野並　勇人

肥料化事業
高知県高知市土佐山弘瀬字大ヌタ2090
番1、3345番1

株式会社エコデザイン研究所　本
社工場

高知市、いの町 株式会社サニーマート

H22.4.5 H25.3.31 株式会社ふくしま アースサポート株式会社 有限会社アースファーム 肥料化事業 島根県松江市八幡町884番地6 アースサポート株式会社 松江市 アースサポート株式会社

H22.4.8 H26.12.31 株式会社いちい 株式会社東日本興産

大橋　一雄　　　　　佐藤　　勝
原田　幸一郎　　 　佐藤　幸信
佐藤　重信　　　　　橘　　敏昭
菅野　一彦　　　　　菅野　善充
佐藤　達也　　　　　佐藤　宣雄
佐藤　代光　　　　　鈴木　幹夫
佐藤　和夫　　　　　津田　勝子
堀江　泰幹　　　　　桃井　善衛
鈴木　美代　　　　　鈴木　茂信
堀江　克成　　　　　桃井　邦雄
橘内　孝一　　　　　桃井　アキ子
堀江　準二　　　　　橘内　　武
小賀坂　昇　　　　　渡邊　　忠
大波　喜美子

肥料化事業
福島県福島市山田字南音坊5番5、5番
6、
8番、9番

株式会社東日本興産　バイオマス
リサイクルセンター

福島市、川俣町 株式会社東日本興産

株式会社タイヨ
H22.4.12 H27.12.31

株式会社タイヨー
サン食品株式会社
新栄シティ開発株式会社

有限会社上原商会 株式会社鹿児島渡辺バークシャー牧場 飼料化事業 鹿児島県鹿児島市唐湊二丁目13番3号
有限会社上原商会リサイクルセン
ター

鹿児島市 有限会社上原商会

注：ユニー株式会社、ヒラテ産業有限会社及び愛知県経済農業協同組合連合会の再利用事業計画は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第83号）の施行前に認定。


