
福島県　広域たい肥供給者リスト （平成２６年１０月１日更新）

１．供給されるたい肥は、放射性セシウム検査を実施し、暫定許容値（400Bq/kg）以下であることを確認しています。
２．たい肥の購入にあたり、内容・条件等について変動することもありますので問い合わせの際は当事者間でご確認下さい。 １／３

氏名（団体・法人） 郵便番号 住所 電話 FAX HPアドレス

1 酪農 ミネロファーム 960-1243 福島市松川町水原 024-529-6935 同左 http://www.far-
net.or.jp

おがくず バラ 500

2 酪農 有限会社
サトーファーム

960-1408 伊達郡川俣町羽田 024-538-1010 同左 - もみ殻、おがくず バラ 1000

3 肥育 株式会社
伸ちゃん牧場

960-1243 福島市松川町水原 024-567-6650 - - おがくず バラ 150

4 酪農 菅野　伸一 960-0807 伊達市霊山町石田 024-589-2144 同左 - 稲わら、もみ殻、おがくず バラ お問い合わせ下さい

5 酪農 山口　栄 964-0064 二本松市岳温泉横森 0243-24-2451 同左 - もみ殻、おがくず バラ 60

6 肥育 菅野　弘一 964-0111 二本松市太田 0243-23-8929 0243-23-2989 - おがくず バラ 200

7 肥育 菅野　尚子 964-0077 二本松市大関 0243-24-2441 同左 - おがくず バラ 200

8 肥育 國分　勘 969-1205 本宮市和田 0243-44-3225 同左 - もみ殻、おがくず バラ 100

9 肥育 本田　勉 963-0213 郡山市逢瀬町多田野 024-957-2261 同左 - もみ殻、おがくず バラ 300

10 肥育
有限会社
五葉山農場

963-0532 郡山市日和田町梅沢 024-958-4914 024-958-6560 - おがくず
バラ
(2t車)

70

11 肥育 先崎畜産 963-3314 田村郡小野町大字塩庭 0247-72-2101 0247-72-2779 - おがくず バラ 1000

12 肥育 先崎義雄 963-3403 田村郡小野町大字小野赤沼 0247-72-5166 0247-72-5351 - おがくず バラ 150

13 肥育
佐久間農園
（佐久間徳男）

963-4436 田村郡船引町新舘 0247-84-2427 0247-73-8884 - おがくず バラ 500

963-3311 田村郡小野町大字湯沢

963-3523 田村郡小野町大字小野山神

15 肥育 有限会社ヨシダアグリファーム 963-4611 田村市常葉町大字堀田 080-5562-2803 0247-77-4275 - おがくず バラ 3900

16 肥育 株式会社和洋福島牧場 962-0201 須賀川市志茂 0248-67-3127 0248-67-3136
www.wayo-
bokujo.com

もみ殻、おがくず、バーク バラ 7000

17 肥育 芳賀　文行 963-8405 東白川郡鮫川村大字渡瀬 0247-48-2328 - - 稲わら、もみ殻、残飯 バラ 30

18 繁殖 高橋　磯吉 963-5663 東白川郡棚倉町大字流 0247-33-5892 同左 - もみ殻 バラ 35

19 肥育 鈴木　則隆 963-5534 東白川郡塙町大字木野反 0247-43-3629 同左 - もみ殻 バラ 10

20 酪農 伊藤　雄治 969-0255 西白河郡矢吹町寺内東 0248-43-2560 0248-43-2243 -
稲わら、もみ殻、おがくず

（時期により異なる）
バラ お問い合わせ下さい

21 酪農 中野目　正明 969-0101 西白河郡泉崎村大字泉崎 0248-53-2177 同左 - 稲わら、もみ殻 バラ 20

22 肥育
有限会社
水野谷物産

961-0102 西白河郡中島村大字滑津 0248-52-3111 0248-52-3013 - もみ殻、おがくず バラ 350

23 酪農
有限会社
中畑畜産

969-0103 西白河郡泉崎村大字北平山 0248-53-2230 0248-53-4060 - おがくず バラ 500

24 肥育 沼野　博 963-5662 東白川郡棚倉町大字岡田 0247-33-5368 同左 - もみ殻、おがくず バラ 100

25 牛・豚
鮫川村豊かな土づくりセンター

「ゆうきの郷土」
963-8406 東白川郡鮫川村大字富田 0247-49-3474 0247-49-3475 -

稲わら、もみ殻、落ち葉
（H22年産のものを使用）、
その他

バラ・袋
1000

（t/年）

26 肥育 齋藤　栄信 969-3531 喜多方市塩川町新井田谷地 0241-27-7145 - - もみ殻 バラ 200

27 肥育 中川　幸谷 969-3501 喜多方市塩川町三吉 0241-27-7233 同左 - もみ殻（粉砕） バラ 200

28 肥育 湯浅　英明 969-3533 喜多方市塩川町新江木 0241-27-7120 同左 - もみ殻 バラ 30

29 肥育 湯浅　治 969-3539 喜多方市塩川町源太屋敷 0241-27-7175 同左 - もみ殻 バラ 970

30 肥育 五十嵐　健一 966-0023 喜多方市熊倉町新合 0241-25-7419 同左 - もみ殻 バラ 200

31 繁殖 大谷　知徳 979-2462 南相馬市鹿島区上栃窪 0244-47-2347 同左 - 稲わら、もみ殻、おがくず バラ 30

32 繁殖
株式会社

桜井アグリサービス
979-2331 南相馬市鹿島区江垂 0244-46-2293 同左 - 稲わら、もみ殻 バラ 200

33 肥育 下浦　祐一 976-0007 相馬市大坪 0244-36-0845 同左 - 稲わら、おがくず バラ 80
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バラ0247-72-2178 同左14 -
株式会社

伸ちゃん牧場

県
中

お問い合わせ下さいおがくず

～次ページに続きます～

肥育
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福島県　広域たい肥供給者リスト （平成２６年１０月１日更新）

１．供給されるたい肥は、放射性セシウム検査を実施し、暫定許容値（400Bq/kg）以下であることを確認しています。
２．たい肥の購入にあたり、内容・条件等について変動することもありますので問い合わせの際は当事者間でご確認下さい。 ２／３

氏名（団体・法人） 郵便番号 住所 電話 FAX HPアドレス

34 繁殖 猪狩　嘉隆 976-0002 相馬市椎木 0244-36-0760 同左 - 稲わら、もみ殻 バラ 100

35 肥育 和田山　孝明 976-0002 相馬市椎木 0244-36-0791 同左 - もみ殻、おがくず バラ 100

36 肥育 伊東　博道 976-0007 相馬市大坪 0244-36-0834 同左 - もみ殻、おがくず バラ 300

37 肥育 高田　裕章 976-0053 相馬市小野 0244-35-4306 同左 - おがくず バラ 100

38 肥育 狩野　幾雄 979-2511 相馬市蒲庭 0244-33-5638 同左 - もみ殻、おがくず バラ 100

39 肥育 門馬　敬典 975-0071 南相馬市原町区深野 0244-22-6598 同左 - もみ殻、おがくず バラ 100

40 肥育 荒川　周市 975-0071 南相馬市原町区深野 0244-22-6311 同左 - おがくず バラ 200

41 肥育 小倉　敏孝 975-0064 南相馬市原町区押釜 0244-22-6522 同左 - おがくず バラ 200

42 肥育 古内　勝輝 975-0064 南相馬市原町区押釜 0244-22-6391 同左 - おがくず バラ 100

43 肥育 伏見　友晶 975-0075 南相馬市原町区石神 0244-22-6258 同左 - もみ殻、おがくず バラ 100

44 肥育 佐藤　邦明 975-0079 南相馬市原町区大原 0244-22-6721 同左 - おがくず バラ 100

45 肥育 佐藤　高志 975-0079 南相馬市原町区大原 0244-22-1628 同左 - もみ殻、おがくず バラ 200

46 肥育 玉置　重信 975-0079 南相馬市原町区大原 0244-22-6708 同左 - もみ殻、おがくず バラ 50

47 酪農 清水　教仁 975-0011 南相馬市原町区小川町 0244-22-0604 0244-23-5318 - 稲わら、麦桿 バラ 315

48 酪農 鈴木　高志 979-2453 南相馬市鹿島区小池 0244-46-4032 同左 - 稲わら、もみ殻、おがくず バラ 600

49 酪農 水戸牧場 979-2706 相馬郡新地町杉目 0244-62-4089 同左 - 稲わら、もみ殻、おがくず バラ 50

50 酪農
繁殖

長澤　真二 976-0154 相馬市玉野 0244-34-2305 同左 - 稲わら、もみ殻 バラ 50

51 酪農 髙山　章 979-2521 相馬市赤木 0244-36-8165 同左 - 稲わら、もみ殻 バラ 80

52 酪農 佐藤　広信 976-0007 相馬市大坪 0244-36-0824 同左 - 稲わら、もみ殻 バラ 50

53 豚 島　養豚牧場 976-0151 相馬市山上 0244-32-5023 同左 - もみ殻、おがくず バラ・袋 150

54 豚 (有)太陽商事 975-0078 南相馬市原町区大谷 0244-22-6814 0244-26-0555 - お問い合わせ下さい バラ・袋 300

55 豚 有限会社　英泉産業 979-2301 南相馬市鹿島区永渡 080-6050-4829 - - 杉皮 バラ 1000

56 肥育
株式会社

伸ちゃん牧場
979-3201 いわき市川前町川町 0246-82-2188 同左 - おがくず バラ お問い合わせ下さい

57 肥育 (有)いわき遠野牧場 972-0251 いわき市遠野町入遠野 0246-89-2788 同左 - おがくず バラ 200

58 酪農
JAいわき市

第5営農経済センター
974-0151 いわき市田人町黒田 0246-62-4670 0246-62-7647 - もみ殻、おがくず バラ お問い合わせ下さい

59 肥育 蛭田　安信 972-0162 いわき市遠野町滝 090-8926-0002 0246-89-2366 - もみ殻、おがくず バラ 3000

60 肥育 小野　智子 979-0153 いわき市川部町 0246-65-0208 0246-65-0309 - 竹のこな、おがくず バラ お問い合わせ下さい

61 肥育
根本畜産
根本福夫

974-8232 いわき市錦町曲田 0246-62-2018 同左 - もみ殻、おがくず バラ お問い合わせ下さい

62 繁殖 斎藤　栄一 970-1376 いわき市三和町下三坂 0246-85ｰ2918 同左 - 稲わら、おがくず バラ 50

63 豚
コツワルドジャパン株式会社

遠野農場
972-0164 いわき市遠野町深山田 0246-89-2793 0246-89-2795 http://www.cotsj.com お問い合わせ下さい バラ 50

64 豚
大平牧場
大平光正

979-3123 いわき市小川町塩田 0246-83-2508 同左 - おがくず バラ お問い合わせ下さい

65 馬
有限会社

カントリーライフ２１
970-1374 いわき市三和町上三坂 090-7337-2255 - - おがくず バラ 200
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http://www.cotsj.com/


福島県　広域たい肥供給者リスト （平成２６年１０月１日更新）

１．供給されるたい肥は、放射性セシウム検査を実施し、暫定許容値（400Bq/kg）以下であることを確認しています。
２．たい肥の購入にあたり、内容・条件等について変動することもありますので問い合わせの際は当事者間でご確認下さい。 ３／３

氏名（団体・法人） 郵便番号 住所 電話 FAX HPアドレス

66 肥育 三戸　誠 972-0253 いわき市遠野町大平 0246-89-2578 同左 - おがくず バラ 2760

67 酪農
農事組合法人
いわき吉田牧場

979-3204 いわき市川前町小白井 0246-84-2144 同左 - おがくず バラ 150

68 酪農 園部　左恭 979-0151 いわき市瀬戸町 0246-65-0368 - - もみ殻 バラ 210

69 肥育 折笠　雄一 972-0252 いわき市遠野町上根本 0246-89-2078 - - もみ殻、おがくず バラ 1380
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