
堆 肥 化 用 通 気 装 置 で 悪 臭 の 発 生 も 防 ぎ 、 処 理 量 ア ッ プ

切り返し不要で省力化。高温発酵で良質堆肥

イージージェットのご紹介

堆 肥 化 設 備 の プ ロ フ ェ シ ョ ナ ル

島根県畜産技術センター共同開発（特許取得）



切り返し不要の堆肥化装置

＜イージージェット＞は、特殊ノズルで目詰まりを防ぎ、ブロワの50倍の高

圧空気を堆肥に送ることで、酸素が内部まで浸透します。

処理物を堆積するだけで、切り返し不要で堆肥化できます。
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イージージェット概念図（一例）



既存の施設にも導入可能！
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◎既存の施設にそのまま設置可能で、施工する面積も形状も

自由に施工することができます。

◎一般的な堆肥舎だけでなく、ロータリーやスクープ発酵槽との

組合せでも効果を発揮します。

◎目詰まりが発生しないので、メンテナンスが容易です。



イージージェット導入による４大メリット

ミライエの＜イージージェット＞には、４つの導入メリットがあります。
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臭気の改善

冬季でも高温発酵 切り返し不要

堆肥品質の向上

１ ３

２ ４



【メリット①】冬季でも高温発酵

寒冷条件でも確実に高温発酵。年間を通じて安定した性能を発揮します。
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外気温－15℃

発酵温度75℃

外気温－25℃

発酵温度85℃

外気温－20℃

発酵温度80℃



【メリット②】悪臭の抑制

独自の通気技術により悪臭を抑制します。臭気の発生でお困りの施設にお

勧めします。
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※臭気物質の濃度が10倍増えると、臭気指数が1上がります。 N=10log(D/T)

従来の処理方法

計測値

250前後

臭気指数

７相当

イージージェット

計測値

50前後

臭気指数

２相当



【メリット③】切り返し不要

人件費と燃料費の大幅な削減に繋がります

処理量：３トン／日 １ヶ月の切り返し時間：計３２時間とした場合の比較

従来の処理方法 イージージェット

イージージェット導入で、年間 の経費削減！

※１：32時間×1,500円/hr－軽油として算出（エンジン負荷は中作業時）
※２：32時間×2,470円/hr×１人として算出（労働費は中小企業平均）

約69％
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燃料費※1 48,000円/月
電気代※3 38,880円/月

人件費※2 79,040円/月

127,040円/月 38,880円/月

燃料を使用
しないので

Co2も
削減

※3：7.5kWh×16円×720時間×45％として算出
（負荷率45%で24時間フル稼働の想定）



【メリット④】堆肥発酵期間61％短縮

従来の通気方式では難しかった「均一な酸素供給」を実現する事により、堆

肥の品質を高めます。酸素を隅々まで送ることで好気発酵を促し、短期間

で良質な堆肥生産を可能にします。
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従来の処理方法

従来方式２ヶ月発酵後
未分解物が残っています 拡大写真

イージージェット

拡大写真
１ヶ月使用
内部まで好気発酵

（島根県畜産技術センター調べ）



導入事例のご紹介



10トン/日（佐賀県）

【食品ゴミ】 新規導入

◎冬期でも発酵温度80℃

◎発酵期間28日

◎戻し堆肥利用で副資材購入費

70～100％削減

1.5トン/日（北海道） 3トン/日（北海道）
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生ゴミ

事業系
食品ゴミ

事業系
食品ゴミ



導入前

導入後

0.2トン/日（北海道）

【食品ゴミ】 既存施設への導入前・後
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導入前

導入後

◎臭気も消え処理量UP
◎品質が向上し堆肥の販路が拡大

植物系
残渣

事業系
食品ゴミ

40㎥/日（福島県）



25トン/日（長野県）

【汚泥】 新規導入

20トン/日（北海道） 40トン/日（愛知県）
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製糖汚泥

食品汚泥

下水汚泥

80トン/日（茨城県）

食品汚泥



導入前

60㎥/日（大分県）

【汚泥】 既存施設への導入前・後
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導入前

◎処理量UP
◎冬期でも高い温度で発酵

汚泥 汚泥

20㎥/日（広島県）

導入後導入後



10トン/日（大分県）

【畜産】 新規・既存導入

8トン/日（鳥取県） 5トン/日（長野県）
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堆肥センター
馬糞
牛糞

鶏糞

堆肥センター
乳牛

コーンコブ

10トン/日（兵庫県）

乳牛糞



3トン/日（宮崎県）

【畜産・廃菌床】 既存施設への導入

20トン/日（滋賀県） 5トン/日（愛知県）
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肉牛糞

豚糞

乳牛糞
肉牛糞

20トン/日（長野県）

廃菌床



導入前

8トン/日（長崎県）

【畜産】 既存施設の導入前・後
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導入前

◎内部まで通気し品質の安定化
◎戻し堆肥により副資材コストを削減

肉牛糞 豚糞

4トン/日（島根県）

導入後導入後



3トン/日（千葉県）

イージージェットＪｒ
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豚糞

0.3トン/日（埼玉県）

木質

手軽に持ち運んで簡単に使える堆肥化ツール。

特殊なノズルがついたステンレスの軽量パイプを
堆肥処理を行いたい部分に挿し込むだけです。
ノズルから高圧の空気が噴出し、切り返しと同様
の効果を得ることができます。
堆肥スペースが限られている施設におすすめです。

重さ180ｇ
の軽量パイプ



主な納入実績

納入先 処理対象物 処理能力 納入先 処理対象物 処理能力 納入先 処理対象物 処理能力

北海道 汚泥 30t/日 千葉県 食品残渣 20t/日 島根県 採卵鶏糞 0.7t/日

北海道 家庭系生ゴミ 事業系生ゴミ 1.5t/日 千葉県 採卵鶏糞 5t/日 島根県 肉牛糞 6t/日

北海道 乳牛糞 150t/日 長野県 家庭系生ゴミ 事業系生ゴミ 1t/日 岡山県 汚泥 60t/日

北海道 汚泥 1t/日 長野県 汚泥 食品ゴミ 40t/日 広島県 汚泥 3t/日

北海道 肉牛糞 1t/日 長野県 乳牛糞 廃菌床 5t/日 広島県 汚泥 15t/日

北海道 乳牛糞 3t/日 長野県 乳牛糞 15t/日 広島県 汚泥 食残 1t/日

北海道 事業系生ゴミ 3t/日 長野県 廃菌床 20t/日 山口県 動物糞 2t/日

北海道 汚泥 5t/日 長野県 汚泥 4t/日 山口県 乳牛糞 3t/日

青森県 事業系生ゴミ 3t/日 富山県 汚泥 10t/日 福岡県 肉牛糞 馬糞 0.5t/日

秋田県 食品ゴミ 0.2t/日 岐阜県 肉牛糞 5t/日 佐賀県 食品ゴミ 5t/日

秋田県 廃菌床 0.2t/日 岐阜県 もみ殻 牛糞 1t/日 佐賀県 食品ゴミ 9t/日

岩手県 豚糞 3t/日 愛知県 汚泥 食残 60t/日 長崎県 豚糞 20t/日

新潟県 もみ殻 剪定枝 50t/日 愛知県 乳牛糞 肉牛糞 5t/日 長崎県 バーク 食品ゴミ 3t/日

福島県 事業系生ゴミ 5t/日 滋賀県 肉牛糞 20t/日 熊本県 乳牛糞 10t/日

福島県 植物残渣 5t/日 滋賀県 馬糞 5t/日 大分県 汚泥 15t/日

群馬県 食残 豚糞 30t/日 三重県 肉牛糞 10t/日 大分県 採卵鶏糞 10t/日

茨城県 豚糞 10t/日 大阪府 食品ゴミ 3t/日 大分県 飼料 4t/日

茨城県 汚泥 食品ゴミ 80t/日 兵庫県 馬糞 1.5t/日 大分県 豚糞 10t/日

茨城県 木くず 80t/日 兵庫県 乳牛糞 10t/日 宮崎県 豚糞 3t/日

茨城県 汚泥 30t/日 鳥取県 牛糞 馬糞 15t/日 宮崎県 動植物加工残渣 20t/日

埼玉県 食品残渣 3t/日 鳥取県 乳牛糞 10t/日 鹿児島県 事業系生ゴミ 剪定枝 0.5t/日

埼玉県 豚糞 3t/日 島根県 乳牛糞 16t/日 沖縄 食品ゴミ 7t/日



ミライエの有機廃棄物スピード処理システム「Ｃモード」なら、大幅な経費削減を実現できます

0120-004-285（平日8:30 - 17:30）
E-mail ： kankyou@miraie-corp.com

お問合せ先

悪臭 コスト 処理量
発酵
温度

会社名：株式会社ミライエ（MIRAIE Corporation）

住 所：本社／〒690-0021 島根県松江市矢田町250-167

東京事務所／〒104-0061 東京都中央区銀座6－13－9 ジラク銀座８F

電 話：0852-28-0001（本社）

設 立：1972年1月

資本金：199,650千円(資本準備金含む)

代表者：代表取締役 島田義久

受賞暦：中小企業優秀新技術 奨励賞（りそな財団 ・日刊工業新聞社）

中国地域ニュービジネス 特別賞（中国ニュービジネス協議会）

発明表彰 経済産業局長賞（発明協会・特許庁）

ドリームゲート エネルギー・環境部門 最優秀賞

（プロジェクトニッポン、東京電力）

MIT-VFJビジネスプランニング＆コンテスト 優秀賞

（日本MITベンチャーフォーラム）

スタ★アトピッチJapan 準グランプリ りそな銀行賞（日本経済新聞社）


