
エコフィードの取組事例 
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 エコフィードの取組事例一覧（エコフィード製造事業者） 

No. エコフィード製造事業者名 所在地 エコフィード原料 対象家畜 担当農政局等 
  

問い合わせ先 

1 エコフィード利用組合ＥＡＲＴＨ 北海道 
食品製造残さ（おから、焼きそば、総
菜） 

乳用牛、 
育成牛 

北海道農政事務所 011-330-8807 

2 
農事組合法人 高清水養豚組合 
エコフィードFactory高清水 

宮城県 
食品製造残さ（パン屑、生麺、練り製
品、菓子屑等）、余剰食品（野菜屑、
米飯等） 

豚 東北農政局畜産課 022-263-1111(代表) 

3 
みやぎエコフィード利用促進協
議会（みやぎ生活協同組合） 

宮城県 野菜・果物屑、余剰食品等 豚 東北農政局畜産課 022-263-1111(代表) 

4 
株式会社 菅 与  
食品リサイクル工場 

秋田県 
食品製造残さ（焼酎粕、うどん残さ、
とうふ、大豆、野菜、酒粕、シロップ）、
余剰食品（パン、菓子、ゼリー）等 

豚、肉用牛、 
乳用牛 

東北農政局畜産課 022-263-1111(代表) 

5 
有限会社 ブライトピック千葉 
溝原工場 

千葉県 

製造副産物・余剰食品（牛乳・飲料類、
パン類、麺類、菓子類、惣菜類、野菜
類）、飼料用米、サツマイモ（農場残
さ）等 

豚 関東農政局畜産課 048-600-0600(代表) 

6 
(株)日本フードエコロジー 
センター 

神奈川県 
食品製造副産物（製パン屑、製麺屑
等）、余剰食品（米飯、牛乳等）、調理
屑（野菜屑等） 

豚 関東農政局畜産課 048-600-0600(代表) 

7 エコフィード利用組合 富山県 食品製造残さ（パン屑、菓子屑等） 豚 北陸農政局畜産課 076-263-2161(代表) 

8 中部有機リサイクル（株） 愛知県 
余剰食品（パン、野菜、弁当等）、食
品製造残さ（豆腐粕、パン屑等） 

豚、鶏 東海農政局畜産課 
052-201-7271 
（内線2436） 



 エコフィードの取組事例一覧（エコフィード製造事業者） 

No. エコフィード製造事業者名 所在地 エコフィード原料 対象家畜 担当農政局等 
  

問い合わせ先 

9 
JAひまわり営農部畜産課 
（有）環境テクシス 

愛知県 

食品製造残さ（うどん生地、小麦粉、
酒粕、ホエー、食酢粕、もやし搾り粕）
余剰食品（うどん、パン、米飯、インス
タントラーメン） 等 

豚、牛 東海農政局畜産課 
052-201-7271 
（内線2436） 

10 
エコの森京都 
京都有機質資源（株） 

京都府 米飯（余剰食品）、野菜屑等 豚、肉用鶏、
採卵鶏 近畿農政局畜産課 075-451-9161(代表) 

11 （有）蔵尾ファーム 大阪府 パン屑等 豚 近畿農政局畜産課 075-451-9161(代表) 

12 エコフィード循環事業協同組合 兵庫県  野菜屑、惣菜（余剰食品） 等  豚 近畿農政局畜産課   075-451-9161(代表) 

13  村田商店（村田畜産） 奈良県  食品製造残さ（生麺等）、余剰食品
（米飯）、野菜屑等 豚 近畿農政局畜産課 075-451-9161（代表） 

14 株式会社 七星食品 香川県  
食品製造残さ（乾麺（うどん）、さつま
いも屑） 

豚  中国四国農政局畜産課   086-224-4511(代表) 

15 株式会社 源麹研究所 鹿児島県 
余剰食品、調理残さ、残飯、焼酎粕
等 豚  九州農政局畜産課 096-211-9111（代表） 

16 
株式会社 ぐしけん 
リサイクル事業部 

沖縄県 
余剰食品（パン）、食品製造残さ（パ
ン屑） 

豚 
内閣府沖縄総合事務局 

畜産振興室 
098-866-1653 



 エコフィードの取組事例一覧（畜産農家） 

No. 畜産農家名 所在地 エコフィード原料 飼養家畜 担当農政局等 

問い合わせ先 

17 堀江ファーム 千葉県 
食品製造残さ（パン屑等）、余剰食品
（野菜屑、米飯等）等 豚 生産局飼料課 03-6744-7193 

18 株式会社松永牧場 島根県 
おから、焼酎粕、ジュース絞り粕、野
菜屑）余剰食品（フルーツ、そうめん）
等 

肉用牛 
乳用牛 

生産局飼料課 03-6744-7193 

19 
株式会社ジャパンファーム 
養豚事業本部 

鹿児島県 焼酎粕 豚 生産局飼料課 03-6744-7193 

20 
ノース・ベスト・ファーム有限会
社 

北海道 
食品製造残さ（牛乳、ホエイ、ジャガ
イモ、麺、パン粉、小麦粉）等 豚 生産局飼料課 03-6744-7193 

21 小泉牧場 東京都 豆腐粕（おから） 乳用牛 生産局飼料課 03-6744-7193 

22 
おおわに自然村 
有限会社エコ・ネット 

青森県 
余剰食品（弁当類、パン、乳製品）、
野菜屑等 豚 生産局飼料課 03-6744-7193 

23 磯沼ミルクファーム 東京都 
もやし粕、ビール粕、味噌・醤油粕 
ニンジン粕、酒粕、ゴボウ粕 
フルーツ粕、みりん粕等 

乳用牛 生産局飼料課 03-6744-7193 

24 熊本県立熊本農業高等学校 熊本県 規格外海苔 採卵鶏 生産局飼料課 03-6744-7193 

25 トヨタファーム 愛知県 
パン、麺類、菓子類、小麦粉、きな粉 
等 豚 生産局飼料課 03-6744-7193 



 エコフィードの取組事例一覧（畜産農家） 

No. 畜産農家名 所在地 エコフィード原料 飼養家畜 担当農政局等 
  

問い合わせ先 

26 木村牧場 青森県 
パン、麺類、菓子類、リンゴの搾り粕、
惣菜 等 豚 生産局飼料課 03-6744-7193 

27 石井牧場 神奈川県 おから、ビール粕、米加工残さ 等 肉用牛 生産局飼料課 03-6744-7193 

28 大阪府立農芸高等学校 大阪府 おから、調理残さ、余剰食品 等 肉用牛等 生産局飼料課 03-6744-7193 

29 株式会社草木ファーム 茨城県 
もやし粕、ビール粕、飼料用米、 
稲WCS、牧草等 肉用牛繁殖 生産局飼料課 03-6744-7193 


