
年度 平成20年度実績
業種 飲食店

密接な関係を
もつ値の名称

発生原単位 単位

1 株式会社ニューオータニ九州 売上高 0.05687 kg/千円 100.0
2 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 売上高 0.07555 kg/千円 100.0 ●肥料メーカーへの見学を実施、また、各部署定期的に分別の講習を

行っている。

3 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル 売上高 0.08879 kg/千円 100.0 ●再生利用施設への見学や生ゴミの水切りを行っている。

4 株式会社宮春 売上高 0.05534 kg/千円 100.0
5 株式会社三幸 売上高 0.38603 kg/千円 100.0
6 三重農協食品株式会社 売上高 0.04769 kg/千円 100.0

7 東北大学生活協同組合 売上高 0.10368 kg/千円 100.0
●単品管理の取組の強化で、不振商品と売れ筋商品の見極めを行い、計

画数、発注数の精度向上に努めた。

●また学内の催事、カリキュラムの把握に努め、発注数のコントロール

をまめに行った。

8 霧島酒造株式会社 売上高 0.08473 kg/千円 100.0
●自社処理により焼酎粕、米・芋くずをメタン発酵処理し、乾燥設備に

おいて化石燃料を利用せず、発生したメタンガスを利用し、焼酎粕脱水

ケーキを乾燥させ、家畜飼料の原料を生産している。

9 名菱興フードサービス株式会社 売上高 0.10610 kg/千円 100.0
10 株式会社嘉文 売上高 0.05969 kg/千円 99.8 ●残飯の水分をしっかりきる事や分別を徹底する事等。

11 株式会社マツモト 売上高 0.02626 kg/千円 98.0
12 株式会社ロイヤルパークホテル 来館数 0.57102 kg/人 95.7 ●毎月１回ＩＳＯ委員会にて促進、年１回再利用の委託先見学会実施。

13 株式会社丸江 売上高 0.02555 kg/千円 90.8
14 株式会社アレフ 売上高 0.07222 kg/千円 84.4
15 株式会社えぼし 売上高 0.09608 kg/千円 67.4
16 株式会社名鉄百貨店 売上高 0.06144 kg/千円 66.5
17 株式会社ドトールコーヒー 店舗来客数 0.00959 kg/名 63.9

18 三菱電機ライフサービス株式会社 売上高 0.20147 kg/千円 63.8

●年２回の会議にて、全事業所に食品循環資源のリサイクル取り組み状

況の説明実施。

●四半期毎に再生利用等の状況調査と食品廃棄物重量の発生抑制に対し

個別に調査し改善を実施。

●再生利用未実施事業所に対し、登録再生利用事業者を紹介。

19 虎コーポレーション株式会社 売上高 0.10354 kg/千円 62.3
20 株式会社ポールスター 売上高 0.07534 kg/千円 60.2
21 株式会社田部 売上高 0.07538 kg/千円 60.2

３　食品リサイクル法に基づく定期報告の内容の一部を公表することに同意いただいた事業者の一覧

№ 事業者名
発生原単位

その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組

再生利用
等実施率
（％）

注1：　事業者名の順番は、再生利用等実施率が高い事業者順（同じ実施率の場合は、順不同）。

注2：　再生利用等実施率が、平成24年度までの業種別目標を達成した事業者について掲載。ただし、再生利用等実施率が最も高い事業者の方で、公表

　　 に同意されなかった方は掲載していません。
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22 株式会社魚七 売上高 0.03461 kg/千円 60.0
23 株式会社吉野家 売上高 0.07005 kg/千円 58.7
24 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 売上高 0.04290 kg/千円 56.9
25 株式会社銚子丸 売上高 0.09329 kg/千円 56.4
26 株式会社さわやか 売上高 0.07169 kg/千円 53.6

27 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 売上高 0.07961 kg/千円 53.4
●店舗従業員の会議時に、廃棄物の分別方法の意識向上及び食品廃棄物

の発生抑制に向けた研修を実施。

●再生利用の委託先には年１回の割合で状況確認を実施。

28 株式会社ジー・エフ・フードサービス 食数 0.08189 kg/食 53.2
●全営業所に弊社の環境研修のための冊子を配布し各Ｍｇｒによる研修

を行なっている。

●再生利用の委託先の確保と見学会の実施を行なっている。

29 株式会社ワンダーテーブル 来客数 0.16778 kg/人 51.2
30 株式会社人形町今半 売上高 0.04062 kg/千円 50.5 ●環境セミナー等に参加。リサイクル施設の見学会に参加。

31 ファーストキッチン株式会社 売上高 0.06203 kg/千円 50.4
32 アサヒビール園株式会社 売上高 0.06347 kg/千円 49.7 ●弊社社員に食品リサイクル法について、コンプライアンス研修を予

定。

33 株式会社アール・ティー・コーポレーション 売上高 0.07715 kg/千円 49.4
34 サムカワフードプランニング株式会社 売上高 0.06190 kg/千円 49.2
35 有限会社イマナガ 売上高 0.20530 kg/千円 48.8
36 株式会社八仙閣 売上高 0.13440 kg/千円 48.6
37 恵産業株式会社 売上高 0.16936 kg/千円 48.1 ●弊社社員に年３回、食品廃棄物分別研修を実施。

38 株式会社だいもん 売上高 0.18560 kg/千円 46.1
39 株式会社平田牧場 売上高 0.09487 kg/千円 45.3
40 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ 売上高 0.10845 kg/千円 45.0
41 株式会社ダスキン 売上高 0.05685 kg/千円 44.0 ●廃棄ドーナツのリサイクルエリア拡大に向けて、業者と交渉中。

42 日本マクドナルド株式会社 客数（レジカウウント数） 57.46280 kg/千回 44.0
43 東京ビジネスサービス株式会社 売上高 0.07878 kg/千円 41.2 ●弊社社員に年２回食品廃棄物に関する研修を実施。

44 株式会社横浜ベイホテル東急 売上高 0.04154 kg/千円 40.5 ●社内において、食品廃棄物の分別の徹底と異物混入防止を連絡書等で

徹底。


