
年度 平成21年度実績
業種 清涼飲料製造業

密接な関係を
もつ値の名称

発生原単位 単位

1 エスエスケイフーズ株式会社 生産量 339.18862 kg/千箱 100.0
2 コカ・コーラセントラルジャパンプロダクツ株式会社 製造数量 0.09315 kg/箱 100.0 ●動植物性残渣の飼料化への検討。

3 サントリービバレッジプロダクツ株式会社 製造量 28.41003 kg/kL 100.0
4 サントリー酒類株式会社 製造量 32.53544 kg/kL 100.0
5 サントリー食品工業株式会社 売上高 1.75553 kg/千円 100.0 ●毎年再生利用の委託先を訪問実施。

6 ジェーシービバレッジ株式会社 売上高 0.31764 kg/千円 100.0
7 ジャパンフーズ株式会社 製造数量 0.33389 kg/ｹｰｽ 100.0 ●１００％再生利用をめざし取り組んでいる。

8 タニガワビバレッジ株式会社 製造数量 0.07066 kg/ｹｰｽ 100.0 ●社会環境部にて、年１回委託先の視察を実施。

9 つがるにしきた農業協同組合 売上高 2.20835 kg/千円 100.0
10 トーアス株式会社 製造箱数 2,779.82327 kg/万ｹｰｽ 100.0 ●発生する廃棄物の種類、発生状況、処理方法、処理に関する留意事項

を整理し、従業員に定期的に教育、研修を行う。

11 パンピー食品株式会社 売上高 0.57533 kg/千円 100.0
●弊社従業員に食品循環資源の再生利用等・廃棄物分別、置場教育の実

施。

●再生利用委託先の新規開拓。

12 プラム食品株式会社 売上高 0.13309 kg/千円 100.0 ●弊社社員に年１回再生利用の委任先の見学を実施。

13 ホッピービバレッジ株式会社 売上高 0.14635 kg/千円 100.0
14 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 お茶・コーヒーの製造量 49.64317 kg/kL 100.0
15 沖縄森永乳業株式会社 売上高 0.10070 kg/千円 100.0
16 株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀 製造数量 0.25623 kg/ｹｰｽ 100.0
17 株式会社ナガノトマト 製品重量 29.22340 kg/t 100.0
18 株式会社ニチロサンパック 生産数量 27.73695 kg/t 100.0
19 株式会社ニッセー 売上高 0.23939 kg/千円 100.0
20 株式会社ヒロシマ・コープ 売上高 1.01416 kg/千円 100.0
21 株式会社ホーマーコーポレーション 製造数量 0.91264 kg/ｹｰｽ 100.0
22 株式会社伊藤農園 売上高 2.58219 kg/千円 100.0
23 株式会社井筒ワイン 売上高 0.27088 kg/千円 100.0 ●全て肥料として畑に還元。

24 株式会社長野サンヨーフーズ 売上高 0.28985 kg/千円 100.0
25 株式会社名護パイナップルワイナリー 売上高 0.93056 kg/千円 100.0
26 丸善食品工業株式会社 売上高 0.45502 kg/千円 100.0 ●再生利用の委託先の利用状況確認を実施。

27 興真乳業株式会社 売上高 0.28204 kg/千円 100.0
●学校給食の飲み残しを減らすため、給食供給校の工場見学や職場体験

を可能な限り受け入れ、飲み残し牛乳の環境への悪影響について啓蒙活

動を実施している。

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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28 九州森永乳業株式会社 売上高 0.20312 kg/千円 100.0
29 九星飲料工業株式会社 製造函数 0.56886 kg/箱 100.0
30 広島協同乳業株式会社 製造数量 7.16373 kg/t 100.0
31 山中缶詰株式会社 製造量 0.13852 kg/ｹｰｽ 100.0
32 四国コカ・コーラプロダクツ株式会社 売上高 2.53126 kg/千円 100.0
33 神奈川柑橘果工株式会社 製造数量 14.53604 kg/kL 100.0
34 青森アップルジュウス株式会社 仕入量 287.06112 kg/t 100.0
35 青森リンゴ加工株式会社 製造数 1.25459 kg/kg 100.0
36 青森県農村工業農業協同組合連合会 製造数量 0.35908 kg/kg 100.0 ●廃棄物の分別に徹底して取り組んでいる。

37 大東乳業株式会社 生産数 0.08548 kg/箱 100.0 ●汚泥の肥料利用を完全実施。

●減量に取り組む。

38 東海明治株式会社 生産高 44.00616 kg/千L 100.0 ●弊社社員に年１回再生利用の委託先の見学を実施年１回以上自治体主

催の研修会に参加させる。

39 東北森永乳業株式会社 製造量 19.64650 kg/t 100.0
40 日清ヨーク株式会社 生産量 10.57727 kg/kL･t 100.0
41 富士ボトリング株式会社 売上高 0.41087 kg/千円 100.0 ●弊社社員に年一回再生利用の委託先の見学会を実施。

42 キリンビバレッジ株式会社 製造数量 36.57490 kg/kL 99.8 ●脱水による品質向上のためコンテナ水抜き効率の改善。

●再生利用委託先の再生状況の確認（監査）を実施など。

43 静岡ジェイエイフーズ株式会社 製造数量 347.47268 kg/千ｹｰｽ 99.8
●行政、業界団体による講習会等への参加による情報収集。

●再生利用の委託先への訪問・指導。

●種別分別の徹底

44 サッポロ飲料株式会社 売上高 0.00485 kg/千円 99.7 ●産業廃棄業者への視察、及び意見交換。

45 沖縄明治乳業株式会社 売上高 0.08026 kg/千円 98.9 ●再利用、再生利用可能な業者の選択及び適正処理実施状況につき監督

を実施。

46 株式会社ホテイフーズコーポレーション 売上高 0.39912 kg/千円 98.4 ●動植物性残さは、肥料、飼料への再生利用１００％を維持した。

●茶粕は、搬出前に自社内にて脱水機を導入し減量した。

47 株式会社えひめ飲料 売上高 1.28820 kg/千円 98.3 ●弊社社員により再生利用の委託先の監視を実施、搾汁粕の再生利用に

ついての検討実施。

48 株式会社キューサイファーム島根 売上高 0.84604 kg/千円 98.2
49 サントリープロダクツ株式会社 製造量 32.40733 kg/kL 98.0
50 宝積飲料株式会社 調合量 0.01425 kg/L 95.2 ●現在肥料化しているお茶粕の飼料化を検討しています。

51 株式会社ポッカコーポレーション 売上高 0.16551 kg/千円 94.9
52 仙台コカ・コーラプロダクツ株式会社 売上高 1.14841 kg/千円 93.5
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53 大塚製薬株式会社 製造数量 25.65164 kg/t 91.2
54 丸源飲料工業株式会社 売上高 0.09914 kg/千円 91.0 ●工場生産ラインで発生する食品廃棄物量（ロス）の削減に取組み、一

定の効果を上げた。

55 日本ミルクコミュニティ株式会社 売上高 0.03898 kg/千円 90.0 ●廃棄量削減の取り組みを実施。

●処理業者の変更を実施。

56 カルピス株式会社 液量 2.09027 kg/kL 85.2
57 イトシア株式会社 売上高 0.36235 kg/千円 85.0


