
- 4 -

愛 知 県 家 畜 ふ ん 堆 肥 提 供 農 家 一 覧 

※ 堆肥の受け渡しにあたっては、掲載されている農家の方と必ず直接交渉し、価格等をご確認の上、受け渡しを

行ってください。また、配達や散布にあたって別途費用が必要となる場合がありますので、事前に確認してく

ださい。 

※ 農場で受け渡しする場合、家畜防疫の観点から農場によっては、車両消毒等の立入ルールがある場合がありま

すので、事前に確認してください。 

※ 堆肥成分の値は平成24年3月時点での調査数値であり、必ずしも掲載の成分値が維持されているとは限りま

せんので、ご留意ください（水分・ECは現物当たりの数値です）。 

                                      令和４年８月（一部更新）

 尾 張 地 域 〈 1 件 〉                         

豚 

1
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

冨田畜産 冨田 憲一 瀬戸市北丘町291番地 0561-41-1868 0561-41-1641 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

モミガラ、戻し堆肥 発酵ハウス、コンポスト バラ 2t車、4t車ともに2,000円、軽ダンプで1,500円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

18.6 4.8 7.7 3.8 8 6.9 配達します 取りにこられた方は無料です 

コメント 発酵ハウス・堆肥舎で180日以上発酵させた完熟堆肥です 

 海 部 地 域 〈 2 件 〉 

乳牛 

2
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

加藤牧場 加藤 康利 愛西市立田町福原15 090-3159-9198 0567-24-8482 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

チップ、コーヒー粕 堆肥舎、発酵ハウス バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

60 1.0 0.3 0.8 15.4 1.4 ―

コメント ―

豚 

3
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

― 柴田 繁樹 愛西市下大牧町稲香100 0567-37-0553 0567-37-0553 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、ＰＰＯ、豚ふん 乾燥ハウス ― 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

17.4 3.2 5.4 1.6 10.8 2.6 ― 

コメント バイオ入りの餌を食べた豚の完熟堆肥です 
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 知 多 地 域 〈 ８ 件 〉

乳牛 

4
農場・堆肥センター名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

半田市堆肥生産利用連絡協議会（半田市酪農組合内） 半田市平井町4-2 0569-27-6844 0569-27-7422 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

牛ふん ― バラ、トランスバック500kg 

全窒素 リン酸 全カリ CN比
※現物あたり 

サービス内容 

1.9 2.3 4.9 13 ―

コメント ― 

5
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

(有)ミルキーファーム 榊原 守男 半田市枝山町201番地 0569-22-8647 0569-22-8647 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、戻し堆肥 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

30.9 2.2 3.8 9.0 17 7.4 ― 

コメント 取りに来ていただければ 無料でお渡しいたします 

6
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

有希牧場コンポセンター 鈴木 忍 半田市稲荷町3丁目71番地 0569-27-5181 0569-27-7451 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

少量のオガ粉、牛ふん 堆肥舎、縦型コンポスト バラ 10,000円（7t車用) 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

35.5 2.8 4.1 6.0 13 9.1 近距離配達運賃込み 

コメント コンポストによる優良発酵堆肥、商品名 グリーンコンポゆうき 

肉牛 

7
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

（株）オグリ牧場 小栗 道政 半田市土井山町2-33 090-5861-1574 0569-21-2355 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥 乾燥ハウス バラ 4t車 4,000円（20㎞以内持込価格） 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

43.9 3.1 4.1 5.0 13 5.5 ―

コメント ――
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 知 多 地 域        

豚 

8
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

(有)石川養豚場 石川 安俊 半田市田代町44 0569-27-5210 0569-27-7429 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し コンポスト バラ 無料 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

28.6 4.3 11 1.8 8 1.6 ダンプカー貸します 積込をこちらでします 

コメント リン酸の多い堆肥です 

9
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

(有)前原兄弟畜産 前原 宏史 南知多町大字内海 0569-62-2261 0569-62-2261 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し コンポスト バラ 500円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

28.9 4.7 8.9 2.9 9 4.0 ―

コメント ―

採卵鶏 

10
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)知多エッグ 中野 滝宗 知多郡武豊町字二ツ峯380番地 0569-73-6341 0569-72-6741 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し 堆肥舎 紙袋 15kg 150円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

15.5 5.28 5.74 3.85 5.09  ― 50袋以上お買い上げの場合1袋100円、400袋以上配送可 

コメント マイルドで使いやすい完全発酵 

堆肥センター 

11
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(農)半田市グリーンベース生産組合 榊原 政己 半田市奥町3-37 0569-27-6818 0569-27-5340 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

牛ふん、モミガラ、オガ粉他 堆肥舎、乾燥ハウス バラ1.6㎥あたり2,000円（税込）、40ℓ袋 473円（税込）

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

35.5 2.5 4.2 7.1 13.9 10.7 配達可 

コメント 堆肥舎で切り返し 高温で熟成発酵させた堆肥です 
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 西 三 河 地 域 〈 １０ 件 〉   

乳牛 

12
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

山本牧場 山本 利昭 西尾市一色町池田寺西36 0563-72-7310 0563-72-0732 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、戻し堆肥 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス バラ 1,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

43.0 2.1 1.7 4.7 16.7 8.4 配達可 

コメント 5種類の堆肥があり 要望に応じています 単価も5段階あり 

13
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)小笠原牧場 小笠原 正秀 西尾市花蔵寺町西島104 0563-52-1648 0563-52-2036 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、モミガラ、戻し堆肥 堆肥舎、発酵ハウス バラ 2,000円/t（市外は距離によってプラス）  

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

37.7 1.5 1.8 2.7 16.6 4.8 配達可 2tダンプ10車以上注文の方散布も可（別途料金）

コメント EM菌使用 副資材の使用を極力抑え3ヶ月以上発酵させた中身の濃い完熟発酵堆肥

豚 

14
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

㈲加藤畜産 加藤 亨 安城市榎前町井杭山 0566-92-0136  

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、戻し堆肥 堆肥舎 バラ 1,500円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

45 1.9 2.6 0.7 16.5 2.5 取りに来られる方は 無料です 紙袋もありますので ご利用ください 

コメント 詳細はお問い合わせください 

15
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(株)ライトハード 鈴木 正徳 西尾市一色町生田千生新田52 0563-72-1708 0563-72-2593 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

モミガラ、戻し堆肥 堆肥舎、発酵ハウス バラ 1,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

35 2.8 5.1 2.2 13.5 5.1 配達可 引取は無料でお渡しします 

コメント EM菌入り堆肥です 使いやすいとご好評いただいております 

16
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)オインク 渡邉 勝行 西尾市一色町千間千生新田179-20 0563-72-2723 0563-72-0987 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し 堆肥舎、密閉式縦型コンポスト 紙袋18kg 40ℓ 200円(送料別)、バラ 1,000円/t（20㎞圏内に限る）

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

20.2 4.4 5.3 3.5 9 6.5 発酵豚糞堆肥「おいんく有機」 

コメント EM菌を使用し 臭いを最小限に抑えた 水分の少ないサラサラ堆肥です 
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 西 三 河 地 域             

豚 

17
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)マルミファ－ム 稲吉 克仁 額田郡幸田町逆川奥88 0564-62-6210 0564-62-6202 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥、灰白土 縦型コンポスト バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

27.1 3.5 4.9 1.8 9 3.0 近所ならばダンプの貸出しもしています ご相談下さい 

コメント ― 

採卵鶏 

18
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)テツマ・イーエムタマゴ 成瀬 光彦 岡崎市中伊西町字下深田16-1 0564-84-2058 0564-84-2058 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

EM醗酵鶏糞 エンドレス醗酵施設 （15K入粒状）350円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

11.1 1.9 7.2 4.6 15 ― 100袋以上配達可 

コメント 臭気がほとんどありません 

19
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)髙橋養鶏 高橋 和雄 岡崎市山綱町谷下58 0564-48-2896 0564-48-2896 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

鶏ふん 乾燥ハウス、発酵舎、堆肥舎 バラ 無料 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― ― ― ― ― ― つみ込み 

コメント 堆肥舎で発酵させた肥料です 

20
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)吉良農場 平井 琢磨 西尾市吉良町津平大入332 0563-35-2811 0563-35-2811 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス ビニール袋15kg 100～130円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

15.0 2.5 7.9 4.6 12 3.9 ビニール袋15㎏と扱いやすく乾燥し臭いがなくほこりもない

コメント 発酵期間が60日と長く完全発酵粒子も10mm以下と揃っている 
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 西 三 河 地 域             

堆肥センター 

21
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(農)葵堆肥センター 小戸 裕之 岡崎市奥殿町落ケ入160番地 0564-45-4431 0564-45-6504 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 40ℓ袋バーク360円、腐葉土240円 

牛ふん、モミガラ、オガ粉 スクープ発酵方式 堆肥40ℓ袋300円 2tバラ配達市内7,000円、市外8,000円

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

58.5 1.5 1.6 3.4 28.7 4.8 ポイントカード１袋１ポイント40ポイントで2袋サービス 

コメント サービスデー割引あり 一度使用頂ければ違いが分かると思います 

 豊 田 加 茂 地 域 〈 １ 件 〉                     

乳牛 

22
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)石川牧場 石川 悦一 豊田市百々町9-97 0565-80-6886 0565-80-6886 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 堆肥舎 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

68.7 3.7 7.3 2.8 9.9 ― 配達可能 

コメント ― 

 新 城 設 楽 地 域 〈 １ 件 〉

乳牛 

23
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(農)裏谷高原牧場 伊藤 克雄 北設楽郡設楽町田峯字裏谷144-4 0536-62-2351 0536-62-2351 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 発酵ハウス 紙袋 15kg 400円、バラ 1500円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

34 2.2 3 2.9 11.5 6 ―

コメント 標高1000m美味しい水 綺麗な空気 さわやかな高原からの贈り物    
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 東 三 河 地 域 〈 ２９ 件 〉

乳牛 

24
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

花ヶ池牧場 太田 和美 牧場内(堆肥舎)豊川市伊奈町深田18 090-1475-4008 0533-72-3834 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、モミガラ、バーク 堆肥舎、乾燥ハウス 袋30ℓ 300円、バラ5,000円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

42.8 1.8 1.6 4.0 24 3.2 ―

コメント 堆肥舎で高温（70℃）3ヶ月発酵させた完熟堆肥です 

25
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

野口牧場 野口 隆司 豊橋市野依町字東山8-5 090-2347-7684 0532-25-9058 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、バーク 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス バラ 3,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

63.0 1.0 0.95 2.4 52 1.8 ―

コメント ―

26
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

やまなつ牧場 夏目 高文 豊橋市細谷町字山ノ田17丁目73番地 090-4084-6313 0532-41-1022 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、戻し堆肥 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス バラ 2,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

62.6 2.1 2.0 3.5 20 3.3 近距離配達可 自己搬入される方はｔ当り1,000円 

コメント 3ヶ月以上発酵させた質のいい完熟堆肥をぜひ 

27
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

近藤牧場 近藤 富義 豊橋市東細谷町字牛田31-226 0532-41-4603 0532-43-0120 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉、生石灰 堆肥舎、発酵ハウス、石灰混合機 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― ― ― ― ― ― 畑への散布行います 

コメント ―

28
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

デイリーパラダイス 伊藤 立 田原市石神町月ノ木27 0531-37-1196 0531-37-1003 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 堆肥舎、乾燥ハウス バラ 4,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

45.9 0.95 0.92 1.11 29 1.15 散布・配達等可、価格要相談 

コメント ―
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東 三 河 地 域                               

肉牛 

29
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

彦坂畜産 彦坂 満 豊橋市老津町南原 0532-23-0260 0532-23-0260 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

モミガラ 堆肥舎 バラ 2,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― 1.1 0.8 1.5  ― ― ―

コメント ―

30
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)マルトビーフ牧場 青木 哲 豊橋市西山町西山279 0532-41-4661 0532-41-4661 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 堆肥舎 バラ 1,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

45.5 1.9 2.4 4.6 23 5.1 配達可 2tダンプで3,500円～5,000円（距離による） 

コメント 牛ふん100％ 

31
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

彦坂牧場(株) 彦坂 勝久 豊橋市細谷町字中ノ島95 0532-21-3087 0532-21-3087 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

モミガラ 堆肥舎 バラ 2,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

49.1 1.85 2.81 4.62 17.5 5.06 ―

コメント ―

32
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

太田牧場 太田 好仁 豊橋市豊清町字茶屋ノ下150-4 0532-41-1761 0532-41-1836 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 発酵槽 ダンプでの配達可 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

43.2 2.6 3.7 4.2 13 6.2 ― 

コメント 取りに見える方歓迎 

33
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

榊原畜産 榊原 保 田原市八王子町清水原66 0531-37-0401 0531-37-0491 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 堆肥舎 バラ 無料～1,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

65.3 2.2 2.2 1.1 19 0.81 ―

コメント ―
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肉牛 

豚 

35
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

中神畜産 中神 良成 豊橋市南大清水町字元町554 0532-25-1819 0532-25-5803 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し コンポスト バラ 無料 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

33.6 4.5 12.1 2.0 7.8 4.4 配達可 タダです 

コメント ダンプがあるので自由にもっていって下さい 

36
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

山本畜産 山本 由晃 豊橋市細谷町字東山179 0532-41-3376 0532-41-3377 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥 発酵ハウス、コンポスト ― 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― ― ― ― ― ― ―

コメント ― 

37
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

（有）河邊農牧 河邊 健吾 豊橋市原町字塘上46-3 090-1412-9952 0532-41-8927 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

モミガラ、豚ふん 堆肥舎 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 配達可3t車1車3千円 

43 2.7 7.2 2.4 13.3 3.8 燃料負担にてダンプ貸出可、散布車・ショベル貸出可(要相談)

コメント 通年で完熟籾殻堆肥供給出来ます 施設園芸での利用実績有り 

34
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

伊藤牧場 伊藤 文二 田原市野田町比留輪12-337 0531-25-0470 0531-25-1775 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ屑、バーク 堆肥舎、ブロアー バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

54.3 1.8 0.96 2.5 21 2.5 2t車2,000、3,000円 

コメント ブロアーで2回切り返した堆肥です 

38
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

㈲寺内ファーム 赤羽根農場 寺内 弘 田原市若見町箕形10-1 0531-45-3583 0531-45-3613 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥 発酵ハウス バラ 無料 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

19.1 4.84 6.5 3.0 6.0 5 ― 

コメント ― 
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豚 

39
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

㈲鈴啓スワインファーム 鈴木 雄太 田原市赤羽根町八分48 0531-45-3402 0531-45-3402 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥、草と木のチップ ブロアー バラ 1,500円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

9.7 3.0 5.1 1.5 10 2.3 ―

コメント ― 

40
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

農事組合ヒルワ畜産組合(鈴木正章) 鈴木 正章 田原市野田町東ひるわ122 0531-25-0265 0531-25-1165 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥 堆肥舎 バラ 1,500円2t車ダンプ 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

35.8 4.5 11 4.1 8 4.5 配達可能 

コメント 豚のみの堆肥 

41
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号 

中神畜産 中神 良成 田原市西神戸町新美29-2 0532-25-1819 0532-25-5803 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

オガ粉 堆肥舎 バラ 無料 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― ― ― ― ― ― 配達可 タダです 

コメント ダンプがあるので自由にもっていって下さい 
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採卵鶏 

42

農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

農事法人大木養鶏組合 藤井 伸明 豊川市西原町金次 0533-93-5400 ― 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し 乾燥ハウス、発酵ハウス ビニール袋15kg 200円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― ― ― ― ― ― ― 

コメント ― 

43

農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

藤井養鶏場 藤井 伸明 豊川市大木町新道319-4 0533-93-2243 0533-93-2243 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス、製品倉庫 ビニール袋15kg 180円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

9.3 3.2 3.2 4.7 9.3 ― ― 

コメント 藤井有機ファームパワー（粒状） 

44
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

㈲冨田養鶏場 冨田 眞之 豊橋市若松町豊美236 0532-21-3533 0532-21-3839 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥 堆肥舎、乾燥ハウス、発酵ハウス バラ 20,000円/t 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

12.1 3.4 6.8 4.5 9.5 6.6 近郊へは配送もしています 散布車もあります 

コメント キャベツ等の耕種農家の方々に好評な堆肥を生産しています 

45
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

(有)アツミファーム 杉野 康兵 豊橋市小島町下田濃240 0532-21-1771 0532-21-1771 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

無し 発酵ハウス 紙袋 15kg 100円、トランスバック500kg 1,500円 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

― ― ― ― ― ― ― 

コメント ― 
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採卵鶏 

46
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

㈱イラコファーム西山・保美農場 髙井 正和 田原市小塩津町馬越山 090-1561-5837 0531-35-1214 

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

戻し堆肥、バーク 堆肥舎、乾燥ハウス バラ 無料 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

45.5 2.7 4.1 3.2 13 5.0 旧渥美町内であればすべて配送可能エリアです 散布も可 

コメント 堆肥舎で二次発酵までさせた 力のある堆肥です 

堆肥センター 

47
農場・堆肥センター名 堆肥名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

渥美エコセンター みなみエコユーキ3号 田原市小塩津町為原1-1 0531-34-3055 0531-34-3056

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

牛ふん、豚ふん、鶏ふん、木材樹皮粉砕チップ 堆肥舎 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

50 0.8 1.5 1.0 15 2.0前後 管内配達 ロジ散布可 

コメント 通常の約3倍以上の放線菌が住み 良質な完熟堆肥 

48
農場・堆肥センター名 堆肥名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

田原エコセンター みなみエコユーキ1号 田原市野田町比留輪12-345 0531-24-7474 0531-24-7475

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

牛ふん、バーク、杉皮 堆肥舎 バラ、袋（15kg）価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

52 0.8 0.8 1.0 25 1.5前後 管内配達 ロジ散布 施設散布可 

コメント 堆肥1ｇ当たり 約2.1億の放線菌（通常の約30倍以上）を含んでいる 

49
農場・堆肥センター名 堆肥名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

田原エコセンター みなみエコユーキ2号 田原市野田町比留輪12-345 0531-24-7474 0531-24-7475

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

豚ふん、バーク（木材樹皮粉砕チップ） 堆肥舎 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

50 1.3 1.4 1.0 17 2.0前後 管内配達 ロジ散布 施設散布可 

コメント 堆肥舎で4ヶ月以上 切り返しも十分行った完熟堆肥 
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堆肥センター 

50
農場・堆肥センター名 堆肥名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

田原エコセンター みなみエコユーキ3号 田原市野田町比留輪12-345 0531-24-7474 0531-24-7475

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

牛ふん、豚ふん、鶏ふん(ブレンド）、木材樹皮粉砕チップ 堆肥舎 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

50 0.8 1.5 1.0 15 2.0前後 管内配達 ロジ散布可 

コメント 通常の約3倍以上の放線菌が住んでいる完熟堆肥 

51
農場・堆肥センター名 堆肥名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

田原エコセンター カルコンポ 田原市野田町比留輪12-345 0531-24-7474 0531-24-7475

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

豚ふん、木材樹皮チップ、乳酸卵殻 堆肥舎 バラ 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

50 1.0 1.1 0.5 15.4 2.55前後 管内配達 ロジ散布 施設散布可 

コメント カルシウムを約10％含有している機能性堆肥 

52
農場・堆肥センター名 代表者名 堆肥の受け払い場所 電話番号 ファックス番号

豊橋養鶉農協堆肥センター 幡野 喜一 豊橋市高塚町字東大縄手 0532-48-0113 0532-48-0143

使用副資材 製造施設 荷姿・価格等 

フスマ、微生物 スクープ式発酵機、縦型コンポスト、横型コンポスト バラ 15kg 価格要相談 

水分 全窒素 リン酸 全カリ CN比 EC サービス内容 

11.4 6.6 4.8 2.7 6 5.6  送料別途にて 全国配送いたします 

コメント 三段階発酵させた高窒素ぼかしです 


