
再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月31日時点）

初回認定
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

1 H31.1.8 R6.3.31 山崎製パン株式会社 株式会社エコフィールド 株式会社ホウリヨウ 飼料化
北海道千歳市泉沢1007番地
33

株式会社エコフィールド本社
工場

北海道　：恵庭市 株式会社エコフィールド

2 R2.10.27 R6.3.31 ライラック・フーズ株式会社 株式会社トマウェーブ 株式会社Smile-loop 肥料化
北海道苫小牧市字勇払285
番地1、2

株式会社トマウェーブ　エポ
ジェネ苫小牧

北海道　：白老町 株式会社白老清掃

3 H22.10.28 R7.2.28
株式会社ウジエスーパー
株式会社ウジエクリーンサービス

株式会社ウジエクリーンサービ
ス

有限会社おっとちグリーンステー
ション

肥料化 宮城県登米市南方町雷12-1 ウジエ無限ファクトリー
宮城県　：仙台市、石巻
市、塩釜市、利府町

株式会社ウジエスー
パー
有限会社クリーン北上

4 H31.1.29 R5.12.31 株式会社ニュー泊崎荘 アミタ株式会社 阿部勝善 肥料化
宮城県本吉郡南三陸町志津
川字下保呂毛14番地1

アミタ株式会社　南三陸BIO 宮城県　：南三陸町
有限会社リアス・エンジ
ニアリング

5 H22.4.8 R4.12.31 株式会社いちい 株式会社東日本興産

大橋　一雄　　佐々木　吉雄
佐藤　富美子　國分　喜行
原田　幸一郎　末永　佳正
橘　　敏昭
菅野　善充　　渡辺　茂登子
佐藤　達也　　鈴木　清文
佐藤　宣雄　　塩田　泰裕
津田　勝子　　堀江　克成
桃井　善衛　　桃井　邦雄
桃井　アキ子　堀江　ミヨ子
小賀坂　文江　赤間　清

肥料化
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

福島県　：福島市、川俣
町

株式会社東日本興産

6 H25.3.28 R4.3.31 ユニー株式会社 株式会社むかしの堆肥 株式会社レインボーフューチャー 肥料化 茨城県下妻市黒駒1084-1
株式会社むかしの堆肥
下妻堆肥センター

栃木県　：宇都宮市
株式会社結南クリーン
センター

7 H29.11.20 R5.12.31
ＵＣＣ上島珈琲株式会社
株式会社風の市場

有限会社大生地産 株式会社風の市場 肥料化
群馬県前橋市東金丸町91-
80

有限会社大生地産本社工場 群馬県　：伊勢崎市
株式会社アドバンティ
ク・レヒュース

8 R3.9.10 R8.3.31 ワタミ株式会社 有限会社高尾商店 有限会社鈴保養鶏園 飼料化
群馬県邑楽郡千代田町大字
舞木字横根原3113番8及び
3113番9

有限会社高尾商店千代田営
業所（館林エコフィードセン
ター）

埼玉県：比企郡滑川町
株式会社ゼロ・システム
ズ

9 R3.10.11 R8.3.31 株式会社カスミ 有限会社高尾商店 サンエッグファーム株式会社 飼料化
群馬県邑楽郡千代田町大字
舞木字横根原3113番8及び
3113番9

有限会社高尾商店千代田営
業所（館林エコフィードセン
ター）

群馬県：邑楽郡大泉町 沢口運輸株式会社

10 H25.3.6 R4.3.31 ユニー株式会社 株式会社アイル・クリーンテック 株式会社角屋商店 肥料化
埼玉県大里郡寄居町大字
三ヶ山328

株式会社アイル・クリーンテッ
ク 寄居工場

群馬県　：高崎市
埼玉県　：東松山市

株式会社群成舎
株式会社ヤマキ
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再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

11 H20.5.30 R5.3.31
イオンリテール株式会社
マックスバリュ関東株式会社

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
株式会社エコ・フード

飼料化

＜有限会社ブライトピック千
葉＞
千葉県旭市溝原妙見壷
1009、1020-1、1023-1、
溝原字蕨谷1010-2、1039-2

＜株式会社エコ・フード＞
千葉県匝瑳市川辺字宮敷
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

千葉県　：千葉市、銚子
市、習志野市、柏市、八
千代市、鎌ケ谷市

株式会社丸幸
GR物流株式会社

12 H21.3.25 R7.7.31
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

＜有限会社ブライトピック千
葉＞
千葉県旭市溝原妙見壷
1009、1020-1、1023-1、
溝原字蕨谷1010-2、1039-2

＜株式会社エコ・フード＞
千葉県匝瑳市川辺字宮敷
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

東京都　：千代田区、中
央区、港区、新宿区、文
京区、台東区、墨田区、
江東区、品川区、目黒
区、大田区、世田谷区、
渋谷区、中野区、杉並
区、豊島区、北区、荒川
区、板橋区、練馬区、足
立区、葛飾区、江戸川
区、八王子市、昭島市、
日野市、多摩市
神奈川県　：横浜市、横
須賀市
栃木県　：足利市
埼玉県　：戸田市

株式会社明和運輸
株式会社まごころ清掃
社
株式会社エコ・フード
株式会社マツモト
株式会社トベ商事
横浜環境保全株式会社
株式会社ゼロ・システム
ズ

13 H22.8.31 R5.5.30
株式会社ベイシア
ＪＡ高崎ハム株式会社

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
千葉県旭市溝原妙見壷
1009、1020-1、1023-1

有限会社ブライトピック千葉
溝原工場

千葉県　：木更津市、野
田市、茂原市、東金市、
旭市、市原市、流山市、
鴨川市、八街市、印西
市、富里市、匝瑳市、香
取市、いすみ市、勝浦
市、大網白里市、長生郡
長生村
茨城県　：日立市、石岡
市、高萩市、神栖市、行
方市

株式会社日本アクセス
南日本運輸倉庫株式会
社
共同通運株式会社
大栄運輸株式会社
株式会社原田商店
アイ・エス・ロジスティク
ス株式会社
みどり産業株式会社

14 H30.3.1 R5.3.31 エームサービス株式会社 株式会社アルフォ 農事組合法人セイメイファーム 飼料化 東京都大田区城南島3-3-2
株式会社アルフォ城南島飼
料化センター

東京都　：千代田区、江
東区、品川区、大田区、
杉並区、板橋区
神奈川県：川崎市

株式会社東京クリアセン
ター

15 H28.5.31 R10.3.31
ユニー株式会社
株式会社ファミリーマート

武松商事株式会社 有限会社アリタホックサイエンス 飼料化
神奈川県横浜市磯子区新磯
子町10番4、10番5

武松商事株式会社新磯子リ
サイクル工場

神奈川県：横浜市
日本ビソ－株式会社
武松商事株式会社
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再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

16 H26.3.28 R5.3.31
スターバックスコーヒージャパン
株式会社

三友プラントサービス株式会社

有限会社サンハイファーム
信夫　重勝
池田　光章
有限会社ドリームヒル
菊地　修一
苅田　憲幸
河本　慎太郎
ＪＡ浜中町農業協同組合
熊本県酪農業協同組合連合会
株式会社大野ファーム
株式会社新明牧場

飼料化
神奈川県横浜市金沢区幸浦
2－5－7

三友プラントサービス株式会
社
横浜工場乳酸発酵飼料化施
設

千葉県　：千葉市
東京都　：千代田区、中
央区、港区、新宿区、文
京区、台東区、墨田区、
江東区、品川区、目黒
区、大田区、世田谷区、
渋谷区、杉並区、豊島
区、北区、板橋区、練馬
区、足立区、葛飾区、八
王子市、立川市、武蔵野
市、三鷹市、青梅市、昭
島市、調布市、町田市、
小金井市、日野市、国分
寺市、国立市、福生市、
武蔵村山市、稲城市、瑞
穂町、日の出町
神奈川県　：横浜市、川
崎市、相模原市、横須賀
市、平塚市、鎌倉市、藤
沢市、小田原市、茅ヶ崎
市、逗子市、秦野市、厚
木市、大和市、伊勢崎
市、海老名市、葉山町

株式会社日立物流首都
圏
株式会社タイセイ・エフ・
ティー
山手運送株式会社
相和流通株式会社
株式会社ネオ
アイ・エス・ロジスティク
ス株式会社
株式会社スワロー運送
株式会社シード
株式会社グリーンフォー
ス
永山運送株式会社
株式会社ヴェルト
東都配送株式会社
増田運輸株式会社
早来工営株式会社
センコー株式会社
神奈川センコー運輸株
式会社

17 H20.9.4 R4.3.31
小田急商事株式会社
株式会社小田急百貨店

株式会社日本フードエコロジー
センター

株式会社あずみ野エコファーム
有限会社亀井畜産
有限会社臼井農産

飼料化
神奈川県相模原市中央区田
名塩田1-10214-7、1-
10215-6

株式会社日本フードエコロ
ジーセンター 本社工場

東京都　：新宿区、世田
谷区、町田市、狛江市、
神奈川県　：川崎市、相
模原市、藤沢市、小田原
市、秦野市、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

18 H21.9.18 R5.3.31 株式会社エコス
株式会社日本フードエコロジー
センター

有限会社橋本グローバルスワイ
ン

飼料化
神奈川県相模原市中央区田
名塩田1-10214-7、1-
10215-6

株式会社日本フードエコロ
ジーセンター 本社工場

東京都　：八王子市、武
蔵野市、青梅市、昭島
市、小平市、東大和市
神奈川県　：相模原市
埼玉県　：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

19 H26.12.8 R3.3.31 株式会社いなげや
株式会社日本フードエコロジー
センター

株式会社あずみ野エコファーム 飼料化
神奈川県相模原市中央区田
名塩田1-10214-7、1-
10215-6

株式会社日本フードエコロ
ジーセンター 本社工場

東京都　：日野市、町田
市、八王子市、あきる野
市
神奈川県　：厚木市、平
塚市

株式会社まごころ清掃
社
株式会社三凌商事
株式会社アオイ
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再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

20 H24.9.6 R4.3.31 ユニー株式会社 株式会社不二産業
新潟みらい農業協同組合
株式会社新潟不二A.B.

肥料化

新潟県新潟市西区内野上新
町12823、12824、12982、
12983、12984、12985、
12986、12987、12988-1、
13064-48、13065

株式会社不二産業
食品リサイクル事業部

新潟県　：新潟市
新潟興産株式会社
有限会社クボタクリーン

H23.10.26 R5.3.31

株式会社ウオロク
株式会社たかの
寺泊中央水産株式会社
山六水産株式会社
株式会社中央開発
株式会社寺泊浜焼センター
株式会社雅裳苑
有限会社外長商店
株式会社こしじ販売
株式会社もったいない村
株式会社百萬粒
有限会社萩野商店
有限会社うなぎの井口

株式会社柏崎エコクリエイティ
ブ

有限会社徳永農園
株式会社たかの
農事組合法人　花の香
株式会社ファームくじらなみ
農事組合法人 矢田営農組合
有限会社　小畑農場
株式会社もったいない村
有限会社とちくぼパノラマ農産
産地魚沼農家合同会社
株式会社農業法人やひこ
農事組合法人森光担い手生産組
合
有限会社ヤマセファーム
株式会社越後みずほ農園
有限会社米山農場
株式会社孫作
農事組合法人ふれあいファーム
三ヶ村
株式会社南魚沼生産組合
株式会社本間商事

肥料化
新潟県柏崎市大字東長鳥字
大林乙2910番地17

株式会社柏崎エコクリエイ
ティブ　夏渡工場

新潟県　：柏崎市、長岡
市、小千谷市、十日町
市、刈羽村、弥彦村
静岡県　：浜松市

株式会社柏崎エコクリエ
イティブ

（有限会社うなぎの井口
分については、ヤマト運
輸株式会社のクール宅
急便）

本間　伸一郎　　中村　寛美
田村　明生　　　河合　則雄
竹内　剛　　　　小沢　秀幸
大島　利彦　　　羽鳥　始
永瀧　正巳　　　布施　学
佐藤　道芳　　　大島　税
石黒　信行　　　鈴木　貴良
鈴木　清隆　　　服部　幸重
樋口　健明　　　岩本　国幸
大久保　哲　　　猪俣　明人
樋口　芳曉　　　大矢　幸司
角田　保彦　　　金子　幸生
蔵部　周一　　　黒金　正芳
重野　貴明　　　田村　文夫
巻口　夏美　　　関　智晴
櫻井　悟

22 H26.3.31 R5.3.31

株式会社マルイ
株式会社たかの
原酒造株式会社
柏崎農業協同組合
株式会社ビップ
株式会社ニッカイ米山

株式会社柏崎エコクリエイティ
ブ

株式会社柳農産
有限会社徳永農園
株式会社たかの
柏崎農業協同組合
相沢　勇　　今井　光一
中村　寛美　上村　一昭

肥料化
新潟県柏崎市大字東長鳥字
大林乙２９１０番地１７

株式会社柏崎エコクリエイ
ティブ　夏渡工場

新潟県　：長岡市、柏崎
市、小千谷市

株式会社柏崎エコクリエ
イティブ

21
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再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

23 H30.11.14 R5.3.31

株式会社原信
株式会社ウオロク
株式会社スポット
イオンリテール株式会社
株式会社リオン・ドールコーポ
レーション
株式会社丸魚魚沼水産
株式会社魚晃
魚沼漁業協同組合
有限会社小島鮮魚
十日町農業協同組合
株式会社ジェイエイサービス柏崎

株式会社柏崎エコクリエイティ
ブ

株式会社秋山農場グリーン
プロジェクト
株式会社ごはん
株式会社柳農産
株式会社南魚沼生産組合
有限会社とちくぼパノラマ農産
有限会社徳永農園
株式会社孫作
株式会社本間商事
株式会社黒鳥枝豆研究所
南魚沼大久保農園株式会社
上村　一昭　　　渡邊　健一
服部　洋介　　　大島　秀人
坂本　淳　　　　佐藤　繁男
櫻井　悟　　　　駒形　勇二
関　智晴　　　　中村　寛美
本間　伸一郎　田澤　利英
本間　忠良　　渡邊　喜一
押見　雄一

肥料化
新潟県柏崎市大字東長鳥字
大林乙2910番地17

株式会社柏崎エコクリエイ
ティブ　夏渡工場

新潟県　：長岡市、小千
谷市、魚沼市、南魚沼
市、十日町市

株式会社柏崎エコクリエ
イティブ

24 H26.9.2 R3.1.31

有限会社吉田屋
ミナミ観光株式会社
株式会社ホテル汐美荘
株式会社大観荘
有限会社静雲荘
株式会社HotelSenamiKankoh
株式会社旅舘大清
株式会社トップミュージック
有限会社正広
雅燁株式会社
株式会社原信
株式会社開成
カイセイ農研株式会社

株式会社開成 カイセイ農研株式会社 肥料化
新潟県村上市瀬波温泉1－
1175－113

株式会社開成 瀬波バイオマ
スエネルギープラント

新潟県　：村上市、三条
市

株式会社開成

25 H20.11.27 R6.3.31

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
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（有機セン
ター）

新潟県　：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

26 H25.3.28 R5.3.31 ユニー株式会社 株式会社トスマク・アイ 松任市農業協同組合 肥料化
石川県白山市上小川町800
番地1

株式会社トスマク・アイ
松任リサイクル工場

石川県　：金沢市、白山
市

株式会社トスマク・アイ
藤ビルメンテナンス株式
会社

27 H30.3.15 R4.3.31
ユニー株式会社
株式会社ファミリーマート

福井環境事業株式会社 福井環境事業株式会社 肥料化
福井県福井市更毛町柳谷第
13号2番地

福井環境事業株式会社
有機センター

福井県　：福井市 福井環境事業株式会社

28 H24.9.6 R4.3.31 ユニー株式会社 有限会社いいだ有機 みなみ信州農業協同組合 肥料化
長野県飯田市下久堅下虎岩
317番地19

有限会社いいだ有機
飯田市堆肥センター

長野県　：飯田市
ジャーナル商事株式会
社
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再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

29 H28.9.20 R3.3.31
ユニー株式会社
株式会社ファミリーマート

株式会社橋本 有限会社知多エッグ 飼料化 岐阜県関市尾太町41番地
株式会社橋本 関エコフィード
センター

富山県　：砺波市
石川県　：白山市
福井県　：敦賀市
山梨県　：甲斐市
岐阜県　：多治見市、美
濃市、瑞浪市、美濃加茂
市、可児市、加茂郡川辺
町、御嵩町
静岡県　：静岡市、浜松
市、島田市、
滋賀県　：近江八幡市

株式会社橋本
浜田化学株式会社
有限会社中川油脂商店
有限会社ヤマダ油脂

30 H23.11.10 R3.3.31
ユニー株式会社
株式会社ファミリーマート

中部有機リサイクル株式会社 小久保畜産有限会社 飼料化
愛知県名古屋市守山区花咲
台二丁目1102番地

名古屋エコフィードセンター
愛知県　：名古屋市、春
日井市、尾張旭市、瀬戸
市、長久手市

三和清掃株式会社
ヒラテ産業有限会社
有限会社岩田清掃

31 H25.10.28 R5.3.31 株式会社スーパーホテル 中部有機リサイクル株式会社 有限会社大場養豚場 飼料化
愛知県名古屋市守山区花咲
台二丁目1102番地

名古屋エコフィードセンター 愛知県：名古屋市 三和清掃株式会社

32 R2.1.7 R6.3.31 ワタミ株式会社 中部有機リサイクル株式会社 サンエッグファーム株式会社 飼料化
愛知県名古屋市守山区花咲
台二丁目1102番地

名古屋エコフィードセンター 愛知県：津島市 三和清掃株式会社

33 R2.7.20 R7.3.31

ワタミ株式会社
株式会社セブン＆アイ・フードシ
ステムズ
株式会社トリドールホールディン
グス
株式会社松屋フーズ
リンガーハットジャパン株式会社

中部有機リサイクル株式会社 サンエッグファーム株式会社 飼料化
愛知県名古屋市守山区花咲
台二丁目1102番地

名古屋エコフィードセンター 愛知県：名古屋市
三和清掃株式会社
株式会社岩田清掃

34 H20.9.19 R5.3.31
ユニー株式会社
株式会社ファミリーマート

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
愛知県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

愛知県　：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

35 H23.6.14 R10.3.31 ユニー株式会社 有限会社三功 有限会社酵素の里 肥料化
三重県津市戸木町4857番
24、4992番2、5010番1

有限会社三功　第1リサイク
ル工場

三重県　：鈴鹿市、松阪
市、四日市市、伊勢市

有限会社三功

36 H25.12.17 R5.3.31
日本製粉株式会社
株式会社トントンファーム

株式会社イガ再資源 株式会社トントンファーム 飼料化 三重県伊賀市西之澤1486-6
株式会社イガ再資源 西之澤
工場

愛知県　：名古屋市
大阪府　：大阪市
兵庫県　：神戸市

神港衛生株式会社
株式会社イガ再資源
マルゼン有限会社

37 R3.9.10 R8.2.8 日本ハム食品株式会社 株式会社大栄工業 株式会社いがぐり 肥料化
三重県伊賀市真泥字東山
5024-5

株式会社大栄工業三谷工場 三重県：木曽岬町 有限会社ダストパン

38 H23.11.10 R3.3.31 ユニー株式会社 京都有機質資源株式会社 有限会社鳥取レイクファーム 飼料化 京都府長岡京市神足落述１ 京都有機質資源株式会社
京都府　：精華町
奈良県　：大和郡山市
滋賀県　：豊郷町

安田産業株式会社
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再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

39 H24.2.17 R5.3.31
有限会社ジョイクックおくだ
森下　友春
株式会社いととめ

株式会社辻建設 久美浜商事有限会社 肥料化

京都府京丹後市久美浜町小
桑小字大藪２５３番地
京都府京丹後市久美浜町佐
野小字御堂谷2086－1番
地、同2086番地、同2085-1
番地

株式会社辻建設　リサイクル
工場

京都府　：京丹後市 株式会社辻建設

40 H23.9.9 R7.3.31 大阪いずみ市民生活協同組合 大阪いずみ市民生活協同組合

株式会社いずみエコロジーファー
ム
東　正之　　　 石川　武
西野　誠一　　北尾　政一
北田　均　　　 藤田　芳彦
樋口　桂治　　岩崎　貞夫
紀ノ本正基　　北山　睦三
西尾　光雄　　西尾　順一
山口　博史　　永野　正
永吉　智宏

肥料化
大阪府和泉市テクノステージ
2丁目1-10

大阪いずみ市民生活協同組
合　テクノステージ物流セン
ター　生ごみ処理工場

大阪府　：和泉市、堺
市、羽曳野市、河内長野
市、岸和田市、泉佐野
市、貝塚市、東大阪市

豊興サービス株式会社

41 H23.4.26 R6.3.31
株式会社関西スーパーマーケッ
ト

マツダ株式会社 丹波ひかみ農業協同組合 肥料化
兵庫県神戸市東灘区住吉浜
町17番地の8

マツダ株式会社　神戸工場 兵庫県　：神戸市 有限会社ナガタ商会

42 H26.3.28 R5.3.31

スターバックスコーヒージャパン
株式会社
株式会社鵜鷹商店
株式会社姫路農産流通センター
株式会社喜久屋産業

ハリマ産業エコテック株式会社

有限会社エーアンドエス
株式会社ヴェジファーム
株式会社水足営農
有限会社萩村製茶
農事組合法人三芳すこやか部会
有限会社八晃肥料
平岡　健治　　山本　健輔
田淵　大勝　　山上　美樹彦
小針　敦司　　小尾　一彦
津村　政数　　井藤　真輔
国重　広文　　岡本　富博
藤木　　茂　　林　　恭芳
松井　義輝
熊本県酪農業協同組合連合会

肥料化
飼料化

＜肥料化＞
兵庫県姫路市網干区浜田
1223番地の10

＜飼料化＞
兵庫県姫路市網干区浜田
1223番地の22

＜肥料化＞
ハリマ産業エコテック株式会
社　本社工場

＜飼料化＞
ハリマ産業エコテック株式会
社第二工場

滋賀県　：大津市、彦根
市、長浜市、近江八幡
市、草津市、甲賀市、東
近江市、竜王町、多賀町
京都府　：京都市、宇治
市、京田辺市、木津川
市、久御山町
大阪府　：大阪市、堺
市、豊中市、池田市、吹
田市、高槻市、守口市、
枚方市、茨木市、八尾
市、泉佐野市、寝屋川
市、大東市、和泉市、箕
面市、東大阪市、泉南
市、四条畷市
兵庫県　：神戸市、姫路
市、尼崎市、明石市、西
宮市、伊丹市、加古川
市、宝塚市、三木市、川
西市、加西市、淡路市
奈良県　：奈良市、大和
高田市、大和郡山市、橿
原市、生駒市、河合町
和歌山県：和歌山市、岩
出市

明雪運輸株式会社
ムラグチ運送株式会社
有限会社クールポート
関西
株式会社睦商興
株式会社ファームランド
阪神センコー運輸株式
会社
センコー株式会社
株式会社大阪西物流
株式会社嶺井運輸
株式会社山里物流サー
ビス
株式会社ＴＢシステム

43 H30.5.10 R5.3.31 生活協同組合コープこうべ 生活協同組合コープこうべ 有限会社みずほ協同農園 肥料化
兵庫県三木市細川町瑞穂
2327

生活協同組合コープこうべ
コープ土づくりセンター

兵庫県　：三木市、神戸
市、芦屋市、明石市、西
宮市、宝塚市、尼崎市、
伊丹
市、加古川市、高砂市

大栄環境株式会社

7 / 8 ページ



再生利用事業計画認定一覧表
（令和３年10月30日時点）

初回認定
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

44 H26.11.14 R6.11.30

マックスバリュ西日本株式会社
イオンリテール株式会社
イオンリテールストア株式会社
イオンフードサプライ株式会社
株式会社ダイエー
関東屋またの食品株式会社
ブンセン株式会社
株式会社清浄野菜普及研究所

大栄環境株式会社 イオンアグリ創造株式会社 肥料化
兵庫県三木市口吉川町里協
字八幡谷601番10他8筆

大栄環境株式会社 三木リサ
イクルセンター

大阪府　：大阪市、豊中
市、池田市、吹田市、八
尾市、箕面市、門真市、
東大阪市、大阪狭山市
兵庫県　：神戸市、姫路
市、明石市、西宮市、伊
丹市、加古川市、赤穂
市、三木市、小野市、加
西市、宍粟市、加東市、
たつの市、猪名川町、播
磨町

大栄環境株式会社
木村工業株式会社
株式会社北神

45 R2.7.21 R5.12.31 株式会社ハローズ 双葉三共株式会社 株式会社グリーンカウベル 肥料化
広島県竹原市田万里町西小
寺11359

双葉三共株式会社
西小寺工場

広島県：東広島市 双葉三共株式会社

46 H24.2.20 R7.3.31

ロイヤルホスト株式会社
ロイヤル株式会社
ロイヤル空港高速フードサービス
株式会社
ロイヤルインフライトケイタリング
株式会社

有限会社鳥栖環境開発綜合セ
ンター

株式会社トワード 肥料化
佐賀県鳥栖市轟木町912-
1、912-7、926、927-1、927-
4、929-2、929-3、930-3

有限会社鳥栖環境開発綜合
センター 堆肥化施設

福岡県　：福岡市、古賀
市
佐賀県　：武雄市
熊本県　：熊本市

株式会社トワード

47 H25.2.20 R5.3.31 株式会社サッポロライオン
有限会社鳥栖環境開発綜合セ
ンター

株式会社トワード 肥料化
佐賀県鳥栖市轟木町912-
1、912-7、926、927-1、927-
4、929-2、929-3、930-3

有限会社鳥栖環境開発綜合
センター　堆肥化施設

福岡県　：福岡市 株式会社トワード

48 R3.5.31 R6.7.31 イオン九州株式会社 株式会社環境整備産業 イオンアグリ創造株式会社 肥料化
大分県大分市大字福宗字久
保鶏613番、643番3、636番
1、638番1

株式会社環境整備産業食品
リサイクル工場

大分県：大分市、由布市 株式会社環境整備産業

49 H20.11.19 R5.9.1 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
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

鹿児島県　：鹿児島市、
阿久根市、出水市、薩摩
川内市、日置市

株式会社ケイエムクリー
ン

50 H30.2.16 R5.3.31 生活協同組合コープおきなわ
農業生産法人有限会社あらぐ
さ

農業生産法人有限会社あらぐさ 肥料化
沖縄県島尻郡八重瀬町字宜
次218番地１

農業生産法人有限会社あら
ぐさ本社工場

沖縄県　：那覇市、浦添
市、沖縄市、名護市、西
原町

農業生産法人有限会社
あらぐさ

注 H19.1.26 R3.12.31 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
愛知県刈谷市小垣江町
御茶屋下33番地10、6-8、6-
9

ヒラテ産業有限会社　たい肥
舎

愛知県 ：刈谷市、豊田
市、安城市、西尾市、蒲
郡市、知立市、岡崎市

ヒラテ産業有限会社

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生利用事業計画は、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。
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