これまでに認証を受けたエコフィード（平成24年11月20日現在）
認証年月日

有効期限

認証番号

エコフィードの名称

食品循環資源の主な内容
パン・菓子パン・パン屑、米
飯・弁当(ご飯のみ）、惣菜・
弁当(おかず部分)、野菜・野
食品製造副産物、余剰食
品、事業系調理残さ、事業
系食べ残し

飼料化の手法
熱風乾燥

食品循環資
源利用率
100%

対象家畜
豚

申請業者名
有限会社フジ商事

住所

連絡先

愛知県江南市高屋町西里23番 (TEL 0587-54-4729)
地

平成21年7月17日

平成27年7月16日

21認証第１号 フジエコドライ１号

平成21年9月11日

平成27年9月10日

21認証第３号 京（みやこ）１号

平成21年11月2日

平成27年11月1日

21認証第４号 フジエコドライ2号

食パンみみ、菓子パン、パン 熱風乾燥
屑、 生地ロス、余剰包装付
着パン類

平成21年11月24日

平成24年11月23日

21認証第５号 もろみペレット

しょう油粕、タピオカ澱粉粕

平成22年2月15日

平成25年2月14日

21認証第６号 ドライエコフィードP1

豆腐粕、生鮮食品(野菜・果 蒸気間接加熱
物)の成型屑、余剰食品・調 乾燥＋脱脂
理残さ・食べ残し等

100%

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第１号 七星（シチセイ）エコB

パンの耳

100%

豚

株式会社七星食品

香川県さぬき市寒川町石田西 （TEL 0879-43-3590)
721番地

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第２号 七星（シチセイ）エコPP 乾麺

100%

豚

株式会社七星食品

香川県さぬき市寒川町石田西 （TEL 0879-43-3590)
721番地

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第３号 レイヤーエコ16

菓子パン屑、国産大豆かす 配合飼料原料
として使用

20%以上

家禽（成鶏） 中部飼料株式会社北海道
工場

北海道苫小牧市晴海町43番地 (TEL 0144-35-5511)
46

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第４号 レイヤーエコ16.5

菓子パン屑、国産大豆かす 配合飼料原料
として使用

20%以上

家禽（成鶏） 中部飼料株式会社北海道
工場

北海道苫小牧市晴海町43番地 (TEL 0144-35-5511)
47

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第５号 レイヤーエコ17

菓子パン屑、国産大豆かす 配合飼料原料
として使用

20%以上

家禽（成鶏） 中部飼料株式会社北海道
工場

北海道苫小牧市晴海町43番地 (TEL 0144-35-5511)
48

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第６号 レイヤーエコ17.5

菓子パン屑、国産大豆かす 配合飼料原料
として使用

20%以上

家禽（成鶏） 中部飼料株式会社北海道
工場

北海道苫小牧市晴海町43番地 (TEL 0144-35-5511)
49

平成22年4月6日

平成25年4月5日

22認証第７号 レイヤーエコ18

菓子パン屑、国産大豆かす 配合飼料原料
として使用

20%以上

家禽（成鶏） 中部飼料株式会社北海道
工場

北海道苫小牧市晴海町43番地 (TEL 0144-35-5511)
50

平成22年4月23 日

平成25年4月22 日

平成22年4月23 日

平成25年4月22 日

平成22年4月23 日

平成25年4月22 日

平成22年4月23 日

平成25年4月22 日

平成22年4月23 日

平成25年4月22 日

平成22年7月1 日

平成25年6月30 日

22認証第８号 子豚・肉豚前期用ベー
ススープ
22認証第９号 子豚・肉豚後期用ベー
ススープ
22認証第10号 子豚・肉豚前期用スー
プ（オールインワン）
22認証第11号 子豚・肉豚中期用スー
プ（オールインワン）
22認証第12号 子豚・肉豚後期用スー
プ（オールインワン）
22認証第13号 IPSF匝瑳ECO17

平成22年7月1 日

平成25年6月30 日

22認証第14号 IPSF匝瑳ECO18

平成22年7月26 日

平成25年7月25 日

22認証第15号 A飼料用乾燥おから

食品製造副産物等.余剰食
品
食品製造副産物等.余剰食
品
食品製造副産物等.余剰食
品
食品製造副産物等.余剰食
品
食品製造副産物等.余剰食
品
菓子屑・国産大豆粕・国産
菜種粕
菓子屑・国産大豆粕・国産
菜種粕
豆腐粕（生おから）

油温減圧脱水
方式による脱
水乾燥

ペレット化

そのまま自社
の高木農場(高
松市中山町）で
給与
粉砕後、自社の
香南ファーム
(高松市香南
町）で給与

乳酸発酵処理
による液状飼
乳酸発酵処理
による液状飼
乳酸発酵処理
による液状飼
乳酸発酵処理
による液状飼
乳酸発酵処理
による液状飼
粉砕および配
合
粉砕および配
合
高速攪拌火力
乾燥（植物性廃
食油燃料使用）

100%

豚および家禽 京都有機質資源株式会社

100%

豚

82%以上

牛

有限会社フジ商事

京都府長岡京市神足落述１

(TEL 075-953-6100)

愛知県江南市高屋町西里23番 (TEL 0587-54-4729)
地

明治飼糧株式会社（新北海 北海道苫小牧市真砂町３５－ 連絡先：明治飼料糧㈱
２１
(TEL 03-6659-0605)
道飼料㈱委託製造）
豚および家禽 中部有機リサイク株式会社 愛知県名古屋市守山区花咲台 (TEL 052-725-9200)
2丁目1102番地

38.9％以上

豚

（有）ブライトピック千葉

千葉県旭市南堀之内8-2

(TEL 0479-60-7476)

38.9％以上

豚

（有）ブライトピック千葉

千葉県旭市南堀之内8-2

(TEL 0479-60-7476)

59％以上

豚

（有）ブライトピック千葉

千葉県旭市南堀之内8-2

(TEL 0479-60-7476)

59％以上

豚

（有）ブライトピック千葉

千葉県旭市南堀之内8-2

(TEL 0479-60-7476)

59％以上

豚

（有）ブライトピック千葉

千葉県旭市南堀之内8-2

(TEL 0479-60-7476)

20%以上

採卵鶏

20%以上

採卵鶏

75％以上

豚、牛、鶏

JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
有限会社ファイン フォダ

茨城県神栖市東深芝3
茨城県神栖市東深芝3
群馬県前橋市市之関町451-1

(TEL 0299-92-1981)
(TEL 0299-92-1981)

平成22年7月26 日

平成25年7月25 日

22認証第16号 乾燥粉砕茶粕

お茶粕

平成22年8月 26 日 平成25年8月25 日

22認証第25号 QCシステムECO18

平成22年8月 26 日 平成25年8月25 日

22認証第26号 QCシステムECO17

平成22年8月 26 日 平成25年8月25 日

22認証第27号 QCシステムECO16

平成22年8月 26 日 平成25年8月25 日

22認証第28号 QCシステムECO15

平成22年12月 8 日 平成25年12月 7 日

22認証第34号 CO-IMARI黒瀬

菓子屑・国産大豆粕・国産
脱脂米ぬか
菓子屑・国産大豆粕・国産
脱脂米ぬか
菓子屑・国産大豆粕・国産
脱脂米ぬか
菓子屑・国産大豆粕・国産
脱脂米ぬか
食パンの耳、小麦末粉

平成23年3月28 日

平成26年3月27 日

22認証第35号 IPSF匝瑳ＥＣＯ16

平成23年3月28 日

平成26年3月27 日

22認証第36号 ＱＣシステムＥＣＯ14

平成23年9月5日

平成26年9月4 日

23認証第１号 ニッパイエコ60-285

平成23年9月5日

平成26年9月4 日

23認証第２号 ニッパイエコ65-285

平成23年9月5日

平成26年9月4 日

23認証第３号 ニッパイエコ70-285

平成23年9月5日

平成26年9月4 日

23認証第４号 ニッパイエコ75-285

平成23年9月5日

平成26年9月4 日

23認証第５号 ニッパイエコ80-285

平成23年9月16日

平成26年9月15 日

23認証第６号 モルトレージ2号

平成23年9月16日

平成26年9月15 日

23認証第７号 特配レージ

平成23年10月27日

平成26年10月26 日

23認証第８号 ＳＦ成鶏用ライス15Ｔ

平成23年10月27日

平成26年10月26 日

23認証第９号 ＳＦ成鶏用ライス16Ｔ

平成23年10月27日

平成26年10月26 日

23認証第10号 ＳＦ成鶏用ライス17Ｔ

平成23年10月27日

平成26年10月26 日

23認証第11号 ＳＦ成鶏用ライス18Ｔ

平成23年12月 22 日 平成26年12月21日

23認証第12号 FE飼料A

平成24年1月 13 日 平成27年1月12日

23認証第13号 V-Mix

平成24年7月 17日

平成27年7月16日

24認証第1号 エコ16

平成24年7月 17日

平成27年7月16日

24認証第2号 エコ17

平成24年7月 17日

平成27年7月16日

24認証第3号 エコ18

平成24年9月 4日

平成27年9月3日

平成24年10月 10日 平成27年10月9日

高速攪拌火力 75％以上
乾燥（植物性廃
食油燃料使用）

粉砕および配
合
粉砕および配
合
粉砕および配
合
粉砕および配
合
混合→粉砕→
造粒（ＥＰペレッ
菓子屑・国産大豆粕・国産 ト）
粉砕および配
菜種粕・国産脱脂米ぬか
合
菓子屑・国産大豆粕・国産 粉砕および配
脱脂米ぬか
合
菓子パン屑・国産大豆粕・国 粉砕および配
産菜種粕・国産ふすま・国産 合
脱脂米ぬか
菓子パン屑・国産大豆粕・国 粉砕および配
産菜種粕・国産ふすま・国産 合
脱脂米ぬか
菓子パン屑・国産大豆粕・国 粉砕および配
産菜種粕・国産ふすま・国産 合
脱脂米ぬか
菓子パン屑・国産大豆粕・国 粉砕および配
産菜種粕・国産ふすま・国産 合
脱脂米ぬか
菓子パン屑・国産大豆粕・国 粉砕および配
産菜種粕・国産ふすま・国産 合
脱脂米ぬか
豆腐粕・醤油粕・ビール粕・ 混合および撹
国産ふすま
拌
豆腐粕・茶粕・醤油粕・ビー 混合および撹
ル粕・国産ふすま
拌
菓子屑・国産大豆粕・国産 粉砕および配
菜種粕・国産脱脂米ぬか
合
菓子屑・国産大豆粕・国産 粉砕および配
菜種粕・国産脱脂米ぬか
合
菓子屑・国産大豆粕・国産 粉砕および配
菜種粕・国産脱脂米ぬか
合
菓子屑・国産大豆粕・国産 粉砕および配
菜種粕・国産脱脂米ぬか
合
小麦系生地屑・パン屑・めし 破砕混合加熱
屑・生麺屑等
処理

豚、牛、鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

養殖魚

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

20.0%以上

採卵鶏

86.9%
95.0%
20%以上
20%以上
20%以上
20%以上
100%

熱風間接型乾 100%
燥
粉砕および配 20%以上
合

牛

有限会社ファイン フォダ

JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
日本水産㈱伊万里油飼工
場
JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
JA東日本くみあい飼料㈱
鹿島工場
日本配合飼料株式会社（苫
小牧飼料株式会社苫小牧
工場委託製造）
日本配合飼料株式会社（苫
小牧飼料株式会社苫小牧
工場委託製造）
日本配合飼料株式会社（苫
小牧飼料株式会社苫小牧
工場委託製造）
日本配合飼料株式会社（苫
小牧飼料株式会社苫小牧
工場委託製造）
日本配合飼料株式会社（苫
小牧飼料株式会社苫小牧
工場委託製造）
フタバ飼料株式会社

群馬県前橋市市之関町451-2

茨城県神栖市東深芝3
茨城県神栖市東深芝3
茨城県神栖市東深芝3
茨城県神栖市東深芝3

(TEL 0299-92-1981)
(TEL 0299-92-1981)
(TEL 0299-92-1981)
(TEL 0299-92-1981)

佐賀県伊万里市山代町久原1- (TEL 0955-20-2255)
61
(TEL 0299-92-1981)
茨城県神栖市東深芝3
茨城県神栖市東深芝3

(TEL 0299-92-1981)

北海道苫小牧市晴海町43-45 連絡先：日本配合飼料㈱
（TEL045-450-5771）
北海道苫小牧市晴海町43-45 連絡先：日本配合飼料㈱
（TEL045-450-5771）
北海道苫小牧市晴海町43-45 連絡先：日本配合飼料㈱
（TEL045-450-5771）
北海道苫小牧市晴海町43-45 連絡先：日本配合飼料㈱
（TEL045-450-5771）
北海道苫小牧市晴海町43-45 連絡先：日本配合飼料㈱
（TEL045-450-5771）

栃木県塩谷郡高根沢町大字太 (TEL 028-676-2280)
田1189
牛
フタバ飼料株式会社
栃木県塩谷郡高根沢町大字太 (TEL 028-676-2280)
田1189
採卵鶏
JA東日本くみあい飼料株式
(TEL 0299-92-1981)
茨城県神栖市東深芝３番地
会社 鹿島工場
採卵鶏
JA東日本くみあい飼料株式
(TEL 0299-92-1981)
茨城県神栖市東深芝３番地
会社 鹿島工場
採卵鶏
JA東日本くみあい飼料株式
(TEL 0299-92-1981)
茨城県神栖市東深芝３番地
会社 鹿島工場
採卵鶏
JA東日本くみあい飼料株式
(TEL 0299-92-1981)
茨城県神栖市東深芝３番地
会社 鹿島工場
豚
株式会社小田急ビルサービ 神奈川県相模原市中央区田名 （TEL 042-777-6316）
ス小田急フードエコロジーセ 塩田1-17-13
ンター
豚および鶏 株式会社農業技術マーケ 千葉県市川市本行徳2554番地 （TEL 047-307-4833）
ティング
63
採卵鶏
JA西日本くみあい飼料(株) 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町 （TEL 078-811-1633）
神戸工場
18番地

24認証第4号 エコフィードつがる

食品製造副産物等、余剰食
品
国産ごま油粕・国産醤油粕・
国産大豆粕・国産菜種粕・
国産脱脂米ぬか
国産ごま油粕・国産醤油粕・
国産大豆粕・国産菜種粕
国産ごま油粕・国産醤油粕・
国産大豆粕・国産菜種粕
食品製造副産物、余剰食品

粉砕および配
合
粉砕および配
合
加水混合

100%

豚

24認証第5号 でん粉粕サイレージ

でん粉粕

サイレージ化

66%

牛

20%以上

採卵鶏

20%以上

採卵鶏

JA西日本くみあい飼料(株)
神戸工場
JA西日本くみあい飼料(株)
神戸工場
株式会社木村牧場
鹿児島県経済農業協同組
合連合会

兵庫県神戸市東灘区住吉浜町
18番地
兵庫県神戸市東灘区住吉浜町
18番地
青森県つがる市木造丸山竹鼻
118-5
鹿児島県鹿児島市鴨池新町15
番地

（TEL 078-811-1633）
（TEL 078-811-1633）
（TEL 0173-26-3688）
（TEL 099-258-5411）

