
たい肥供給者リスト

　　　　　 供給可能量(t/年)      熟度 　 供給形態     販 売 価 格      　備         考
　 畜　　種  副資材の種類 (生・半熟・完熟) (ﾊﾞﾗ､袋詰等) 有  ・  無   料     金  有 ・ 無      料      金  水分  窒素  リン酸 　カリ Ｃ／Ｎ比

1 朝日有機センター 村上市黒田2305-6 0254-72-0977 豚 もみ殻 700 完熟 バラ 無し 有り 2,800円／10a（組合員以外） 42.5 2.2 4.9 2.5 16.4
バラ積み引き取り １立米 2,100円
　圃場散布 10a 5,197円

2 黒川堆肥センター 胎内市宮久151 0254-48-3068 牛ふん、豚ふん 生ごみ、おがくず、もみ殻 2,000 完熟 バラ、袋詰め、フレコン 有り 1,050円（市内） 無し 50 1 0.7 1.6 21 １㌧ 3,150円 基本的には市内農業者に供給

3
(農)ウエツファーム
乙育成農場

胎内市乙1523-52
0254-72-1247、090-3295-6614
asahi-uetsufarm@mue.biglobe.ne.jp

採卵鶏 無し 170 完熟
バラ、袋詰め
その他（トランスバック）

有り ４㌧ 5,000円 無し 20 1.71 6.36 4.72 6 バラ ４㌧１台 5,000円、　１袋300円 200～1,000袋

4 (農)本田農場 胎内市乙1521-100 0254-46-2215 採卵鶏 なし 5,400 完熟 バラ 有り 1.98 6.7 4.48 8 バラ ２㌧車１台 1,000円（運搬費込み）（胎内市内）

5 (株)ナカショク中条農場 胎内市中村浜699-81
0254-27-2200
kankyo@nakasyoku.co.jp

豚 おがくず 200 半熟、完熟 バラ 有り 無償 無し 30、60 2 3 2 9

6 佐藤一夫 胎内市羽黒75-1 0254-43-4856 乳牛 もみ殻 2㌧車で50台 半熟 その他（2ｔﾀﾞﾝﾌﾟ） バラ　2トン1台3,000円

7 佐藤均 胎内市羽黒53 0254-43-5683（ミルクファームはぐろ） 乳牛 もみ殻 600 完熟 袋詰 有り 無し 袋　＠300円

8 (有)中条たまご 胎内市山王1455-36
0254-45-2898
nakajyotamago@sunny.ocn.ne.jp

採卵鶏 その他（卵の殻） 1,000 完熟 バラ 有り 無し 14 1.1 1.8 2.8 9.9 バラ ２㌧車１台 1,000円希望

9 石山正博 新発田市下今泉42 0254-24-7412、090-3649-8542 肉用牛 おがくず、もみ殻 100 完熟 バラ、袋詰め 有り 4,500～6,000円 無し 1.4 2.1 1.9 29 バラ　2トン1台　4500～6000円、　袋　400～450円

10 榎本盛雄 新発田市小坂1002 0254-32-2568 肉用牛 おがくず、もみ殻 200 完熟 バラ 有り 2㌧車1台6,000円 無し バラ　2トン1台　6,000円

11 尾田修一 新発田市荒町字清水1247 0254-24-3791 乳牛 もみ殻 100 完熟 バラ 有り 4,000円～8,000円 無し 60 0.5 0.733 0.7 23 バラ　2トン1台4,000円～8,000円

12 (株)ナカショク上中山農場
新発田市上中山字花水
三平山甲2005-4

0254-27-2200
kankyo@nakasyoku.co.jp

豚 その他（まいたけ廃菌床） 約4000㌧ 半熟 バラ 有り 無償 無し 60 2 3 2 9

13 (株)ナカショク長峰農場 新発田市本間新田字長峰577-1
0254-27-2200
kankyo@nakasyoku.co.jp

豚 その他（まいたけ廃菌床） 約4000㌧ 半熟 バラ 有り 無償 無し 60 2 3 2 9

14 鎌田正好 新発田市下中ノ目1480 0254-24-5074 肉用牛 おがくず 1,000 生　半熟、完熟 バラ 有り 市内の場合、半熟完熟は運搬費無料 有り 6,000円/㌧/10a バラ　2トン1台　半熟：2,000円　完熟：5,000円

15 斉藤清 新発田市大伝本村282 0254-22-0178 肉用牛 おがくず、もみ殻 完熟 バラ 新規の方には対応できない状況です。

16 斎藤裕之 新発田市竹ヶ花103
0254-22-6967
090-2989-9002

乳牛 おがくず、もみ殻 800 完熟 バラ 有り 無し 0.194 0.796 0.736 バラ　2トン1台5,000円

17 佐藤幸一 新発田市板山2935 0254-25-2173 乳牛
チップ30％､おがくず20％
もみ殻50％､その他(草くず)

完熟 有り 2㌧車1台市内3,000円～。距離に応じ4,000円 無し

18 野坂畜産 新発田市大字松岡字差沢甲 0254-22-6603 肉用牛 おがくず、もみ殻 250～300 半熟、完熟 バラ 有り 無し 60 バラ　5000～8000円（運搬費込み）

19 (有)川瀬養鶏場 新発田市中田町２丁目16-8 0254-41-2550 採卵鶏 もみ殻 1,000 半熟 バラ 有り ２㌧車 市内1,500～4,000円 有り 1,000円／㌧ 60 1.3 3.1 2 バラ ２㌧車１台 1,000円 散布は砂丘地だけ

20 （有）渋沢牧場 新発田市宮古木3838-3 0254-25-2211 肉用牛 おがくず70、もみ殻30 完熟 有り 2㌧車1台市内3,000～。距離に応じ4,000円 無し

21 阿賀野市グリーンアクアセンター 阿賀野市六野瀬763
0250-68-2106
kaetu@cd.wakwak.com

乳牛 もみ殻 4,500 完熟
バラ
300㍑・500㍑袋詰め

有り（市外） 有り 35～40 0.8 0.5 0.9 23 10kg 525円～

22 阿賀野市ゆうきセンター 阿賀野市大室字王ヶ峰4772 0250-62-2410
乳牛
ブロイラー

もみ殻、おから 3,300 半熟、完熟
袋詰め
（40㍑・500㍑袋詰）

無し 有り 2,500円／10a 50～60 1.67 2.62 1.91 袋 40㍑ 500円、 500㍑ 3,570円

23 （有）臼井農畜産 阿賀野市水原1805 0250-62-3926 肉用牛 おがくず、もみ殻 4,000 半熟、完熟 バラ 有り ２㌧車１台 市内1,000円 無し バラ　２㌧車１台 1000円

24
大江山堆肥生産利用組合
堆肥化施設

新潟市江南区松山764 025-277-0760 鶏 もみ殻
もみ殻入り ２㌧車 100台、
もみ殻無し ２㌧車 60台

生、半熟 バラ（２㌧ダンプ） 有り
生は無償で配達。
コンポスト（もみ殻無し）は近ければ無償で配
達。

２㌧車１台あたり、
 (1)生：0円、 (2)もみ殻入り半熟：5,000円（運搬費込み）
 (3)コンポスト（もみ殻無し）：遠所2,000円（運搬費込み）

25 阿部嘉寿一 新潟市江南区横越東町2-25-5 025-385-2890（畜舎） 乳牛 もみ殻 300 完熟 バラ 有り 距離により異なる。要相談。 無し バラ ２㌧車１台 3,000円

26 市野瀬潔 新潟市江南区沢海字焼山2754 0250-67-4464 乳牛 もみ殻 200 完熟 バラ 有り 遠い所 1,000円、　近い所 無償 無し バラ ２㌧車１台 5,000円

27 遠藤明 新潟市江南区小杉224 025-385-2604 豚 もみ殻 100 半熟 バラ 有り 距離により異なる。要相談。 無し バラ ２㌧車１台2,000円

28 坂井武雄 新潟市江南区横越東町2-24
025-385-4744（畜舎）
025-385-2609（自宅）

乳牛 もみ殻 400 完熟 バラ 有り 有り 限定。要相談 バラ ２㌧車１台 5,000円（運搬費込み）

29 佐藤藤一 新潟市江南区阿賀野2-7-30 0250-67-2410（畜舎） 乳牛 もみ殻 300 完熟 バラ 有り 無償 無し バラ ２㌧車１台 3,500円

30 中川登志一 新潟市江南区小杉3-3-5 025-385-2854 乳牛 もみ殻 20 半熟 バラ 有り 無し バラ ２㌧車１台 遠い所4,000円、近隣3,000円（運搬費込み）

31 五十嵐守 新潟市西蒲区針ヶ曽根493 025-375-4520 豚 もみ殻 160 完熟 バラ 有り 無し 33.5 3.8 4.7 2.6 10.1 ２㌧車１台 運搬費込み 区内3,000円

32 川作ファーム（株） 新潟市西蒲区富岡134 0256-82-4817 豚 なし 1,000 完熟 バラ、袋詰め 有り 有り 堆肥10円／kg　＋　2,000円／10a 27.1 2.7 3.6 1.6 14.3
袋　１袋400円（15kg入り、消費税込み）
２㌧車１台運搬費込み 区内10,000円

すぐに使える完熟堆肥です。

33 斎藤春敏 新潟市西蒲区馬堀3347 0256-73-2290 豚 もみ殻 60 完熟 バラ 有り 無し ２㌧車１台 運搬費込み 区内2,000円 炭入りの飼料を給与した豚の豚糞堆肥です。

34 成沢穣一郎 新潟市西蒲区五之上2632 025-372-4422 乳牛 もみ殻、その他（戻し堆肥） 100 完熟 バラ 無し 無し 66.6 1.7 1.9 3.2 20.2 バラ ２㌧車１台 4,000円 完熟堆肥で品質に自信あります。

35 成田秀一 新潟市西蒲区横曽根1443-1 0256-82-2590 乳牛 おがくず、もみ殻 40 半熟 バラ 有り 無し 66.6 1.7 1.9 3.2 20.2 ２㌧車１台 運搬費込み 区内3,000円

36 藤田一昭 新潟市西蒲区間瀬2632 0256-82-2888 乳牛 もみ殻 1,000 生、半熟、完熟 バラ 有り 無し 60.6 2 1.9 2 14.4 ２㌧車１台 運搬費込み 西区・西蒲区内7,000円

37 穂苅一司 新潟市西蒲区五之上3901-2 025-372-1364 豚 もみ殻 60 完熟 バラ 有り 無し 54.1 2.5 4.6 2.8 13.6
バラ （旧潟東村内 運搬費込み ２㌧車１台 3,000円）
（運搬なし ２㌧車１台 2,000円）

38 （有）阿部畜産 新潟市西蒲区油島1170 0256-82-2831 豚 なし 5,000袋（20kg袋） 完熟 バラ、袋詰め 有り 無し 30.3 2.7 4.9 3.9 7.1 バラ ２㌧車１台 1,000円、　袋 １袋 200円（20kg） 豚糞100％の堆肥です。

39 （有）ピーふぁーむ 新潟市西蒲区五之上上字浦395 025-372-1252 豚 その他（米ぬか、くんたん） 6,000袋（40リットル袋） 完熟 袋詰め 無し 無し 14.7 3.6 5 2 11.2 袋　１袋525円（40リットル入り、消費税込み） ＥＭ菌、くんたん入りの醗酵とんぷんです。

40 渡辺信夫 新潟市西蒲区槇島675 0256-82-6223 肉用牛 おがくず、もみ殻 10 完熟 バラ 無し 無し

41 石黒和啓 新潟市秋葉区竜玄142 0250-38-4390 乳牛 もみ殻 300～350 半熟、完熟 バラ 有り ２㌧車１台 3,000円～

42 高橋信雄 新潟市秋葉区浦興野279 0250-23-0044 乳牛 もみ殻、その他（敷わら） 完熟 バラ 有り 要相談 有り 要相談 バラ 2,000円から

43 田村豊 新潟市秋葉区東金沢1992 0250-22-9029 乳牛 もみ殻 半熟 バラ 有り 3,000円 有り 3,000円／1.5㌧ バラ 3,000円

44 新井田潔 新潟市秋葉区矢代田640
0250-38-5520
kniida@poplar.ocn.ne.jp

乳牛 おがくず30%、もみ殻70% 1,200 半熟、完熟（半熟50%、完熟50%） バラ 有り 無償 有り 500円／㌧（市内） バラ ２㌧車１台 4,000円（完熟） 散布サービスは10台以上より

45 荏原英衛 五泉市大蔵4610番地 0250-47-2818 豚 おがくず、もみ殻 400 半熟 バラ 有り 無し 44 2.7 1.8 2.6 9.04 バラ ２㌧車１台 5,000円（市内運搬費込み）

46 木村晴夫（キムラファーム） 五泉市論瀬6363 0250-43-4036 採卵鶏 もみ殻 半熟、完熟 有り 要相談 無し 要相談

47 桐生信幸 五泉市下大蒲原1262-2 0250-58-4551 乳牛 もみ殻、その他（ワラ） 100 半熟、完熟 バラ 有り 無し 54.64 1.072 1.003 1.625 14.66 バラ １台 2,000～5,000円

48 酒井彦七 五泉市柄沢180-1 0250-47-2227 乳牛
もみ殻80%、おがくず5%
その他（牧草15%）

400 バラ 有り ２㌧車 2,500～3,500円 運搬費込み

49 加藤敏正 三条市上大浦37 0256-46-3837 乳牛 おがくず、もみ殻、その他（ワラ） 160 生 バラ 有り ２㌧車１台 2,000円 無し バラ ２㌧車１台 2,000円

50 （株）ナカショク 三条市広手字四ツ釜平290 0256-46-2392 豚 おがくず、もみ殻 1,500 半熟 バラ 有り 無し 55 2 3 2 9 バラ ２㌧車 4,000円 運搬費込み

51 村山佐喜雄 三条市貝喰新田2338 0256-45-2228 乳牛 もみ殻 750 生、半熟、完熟 バラ 有り 有り 4,500円 2.9 0.8 1.6 バラ ２㌧ 3,000円

52 今井一栄 加茂市上高柳344 0256-53-1339 乳牛 もみ殻 生、完熟 バラ 有り 無し バラ 運搬費込み ２㌧車１台完熟： 3,000円、生：要相談 運搬は隣市まで

53 江口保 燕市佐善字佐善925 0256-93-4514 ブロイラー おがくず、もみ殻 生 バラ 無し

54 加藤福恵 燕市米納津 0256-93-1129（とり福） 豚 半熟 バラ 無し 無し 無償 取りに来られれば無償。但し、電話連絡必要。

55 （有）ツバメファーム 燕市道金485
090-4527-2096
masao@k-shimizu.jp

採卵鶏 もみ殻 150 完熟 バラ 有り 3,000円 有り 要相談 50.7 0.84 1.85 1.6 15.7 バラ ２㌧車１台 2,000円 機械仕上（コンポ）、マニアスプレッダー有

56 橋本善衛 弥彦村大字村山字蒲田 0256-94-3632 豚 おがくず、もみ殻 240 完熟 バラ、袋詰め 有り 5,000円 無し 2.16 2.72 4.9 17 バラ 5,000円、　袋 300円

57 （有）本多ファーム 弥彦村大字村山字蒲田 0256-94-4913、0256-94-3622 豚 もみ殻 100 完熟 バラ、袋詰め 有り ２㌧車 5,000円 無し 15.1 3.7 5.9 2.4 10.3 バラ ２㌧車 5,000円、　袋 20kg 400円

58 (有)花田養豚場 十日町市野口2564-1 025-768-2546 豚 もみ殻 250 半熟 バラ 有り バラ ２㌧車１台 市内5,000円～

59
津南町農業協同組合
地力増進施設

中魚沼郡津南町沖ノ原
025-765-3123
einou.ja-tsunan@juno.ocn.ne.jp

牛 きのこ廃菌床他 5,260 半熟 バラ、袋詰め 有り 要相談 無し 1.4 2.1 1.3 13 １立米2,500円

60 新井一充 上越市板倉区関田１６２３ 0255-78-4523 乳牛 無し 60 半熟 バラ 無し 無し バラ2トン車1台　5，000円～6，000円

61 石平篤信 上越市下馬場45-2 025-522-1386 乳牛 おがくず、もみ殻 200 半熟・完熟 ﾊﾞﾗ､袋詰 有り 2，000円（上越一円） 無し 67 1.6 1.1 1.3 バラ㎥　3，000円、袋30㍑300円

62 栗崎恵安 上越市大字上綱子896 025-541-2391 肉用牛 もみ殻 生 バラ 有り 無し バラ運搬料込み２ｔ　1台5，000円

63 (有)青木養豚 上越市三和区今保635番地 025-532-2258 豚 もみ殻、こぬか、油粕 10 半熟、完熟 バラ、袋詰 無し 無し 袋　@500円　15kg詰

64 (有)シンムラ上越 上越市中郷区板橋新田129-1 0255-74-2488 豚 無し 100 半熟 バラ 有り 無し
バラ　無償,運搬のみ1，000円・1台
（２ｔ車､3km以内　3km超は1kmごとに200円増）

65 渡辺孝治 上越市名立区平谷2671-2 025-538-2169 肉用牛 おがくず 60 完熟 バラ 有り 距離により異なる。要相談。 無し 62.8 1.83 2.6 2.28 22.3 バラ　2トン1台6，000円

66 富永正信 佐渡市新穂長畝3418 0259-22-2584 乳牛
おがくず、もみ殻
その他（切りワラ）

100 半熟 バラ 有り 有り 1,000円／㌧ バラ 1.5㌧ 4,000円（運搬費込み）

  散布ｻｰﾋﾞｽの有無と料金（円） 　　 たい肥成分（％）
     所在地 ･ 住所  氏 名･法人名 連絡先 (電話番号、Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等)

    運搬ｻｰﾋﾞｽの有無と料金（円）
番号


