
東部地区・隠岐地区のたい肥生産供給者一覧 島根県たい肥利用マップ

番号 所在地 氏名・名称 住所 電話番号 堆肥の種類 堆肥価格
配送サービス

（区域、配送料）
ほ場散布サービス

（散布料）

1 隠岐の島町
㈲西郷生ｺﾝ・隠岐ｳｯ
ﾄﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

隠岐郡隠岐の島町西田300番地4 08512-2-3838 バーク堆肥
・袋詰め：480円/50L（税込）
・バラ：8,100円/t（税込）

相談に応じます 相談に応じます

2 安来市 ㈲松浦商事 安来市東赤江町875番地2 0854-22-3648 バーク堆肥
・袋詰め:420円/20kg
・バラ:7,500円/t
（相談に応じます）

出雲部全域無料

3 安来市 島根東部養鶏組合 安来市東赤江町987番地 0854-22-3648 バーク堆肥
・各ＪＡの価格による
（相談に応じます）
・袋詰めあり

相談に応じます

4 安来市 砂流牧場 安来市上坂田町235番地 0854-28-8704 牛糞堆肥
・市内価格6,000円/2ｔ
（軽トラック１台2,000円）

安来管内
配送料は相談に応じます

5 安来市 松本牧場 安来市荒島町275番地 0854-28-7568 牛糞堆肥 ・バラ:無料 安来市内4,000円/2ｔ

6 安来市 青戸牧場
（牧場）安来市矢田町権田原
（自宅）安来市黒井田町54番地

090-8717-8469 牛糞堆肥
・袋詰め:300円/15kg
・バラ:3,500円/t
（袋詰めは、1回50袋を限度）

松江～米子の範囲無料

7 安来市 寺田禎 安来市伯太町東母里777番地 0854-37-0850 牛糞堆肥
・袋詰め:300円/袋
・バラ:5,000円/2t

県東部
配送料は相談に応じます

8 安来市
島根県農業協同組合
やすぎ地区本部　肥
育センター

安来市広瀬町宇波68番地1 0854-36-9025 牛糞堆肥

・袋詰め：袋持参で各個で詰める場合可。
（価格は要相談）
・バラ:5,348円/2t
（軽トラでの現場渡し:1,800円/0.35t）
・フレコン:2,417円/1㎥（現場渡し）

安来管内＋2,417円/2t
（2t、バラ運搬のみ）

春秋は配送できない時期が
あります

安来ふるさと公社
と連携

℡0854-32-9044

9 松江市 須山弘 松江市朝酌町458番地 0852-39-0924 牛糞堆肥 ・バラ:3,000円/t 松江市内500円/t

10 松江市 中村一夫 松江市鹿島町南講武77番地1 0852-82-0995 牛糞堆肥
・バラ:7,800円/2t
（相談に応じます）

あり
配送料は相談に応じます

鹿島町内のみ
散布料は相談に応

じます

11 松江市 松浦造園㈱ 松江市大庭町728番地6 0852-21-1489 木質系堆肥
・袋詰め:400円／20kg入(40L)
・バラ:6,000円／㎥
（税別）

相談に応じます 相談に応じます

12 雲南市 ㈲カネマツ建設 雲南市大東町大東1853 0854-43-6667 牛糞堆肥
・袋詰め:400円＋税/15kg入り（約40L)
・バラ:6,000円/2ｔ
（相談に応じます）

大東町内:2,000円/2t
面積散布量により

相談

13 雲南市 高島博 雲南市大東町北村26番地 0854-43-2668 牛糞堆肥 ・バラ:3,000円/t
40分以内くらいのところ
で、500～1,500円/2t
（相談に応じます）

近くについては相
談に応じます

14 雲南市 ㈲糸川牧場 雲南市大東町幡屋1003番地3 0854-43-4172 牛糞堆肥 ・バラ:2,000～5,000円/t
あり

堆肥価格に込み

あり
散布料は相談に応

じます

15 雲南市 ㈲青砥畜産 雲南市大東町大東1736番地 0854-43-2047 乾燥牛糞堆肥 ・バラ:15,000円/t
あり
無料

17 雲南市 三原治雄 雲南市大東町東阿用162番地 0854-43-3529 牛糞堆肥 ・バラ:2,000～3,000円/t
あり

堆肥価格に込み
10a当たり6,300円

/t

19 雲南市 高木保夫 雲南市加茂町猪尾271番地1 0854-49-6087 牛糞堆肥
・袋詰め:20円/kg
・バラ:3,000円/t

町内：500円/t 町内：3,000円/t

20 雲南市 ㈲出雲畜産 雲南市加茂町三代990番地 0854-49-7924 鶏糞焼却灰
・袋詰め:500円/15kg
・バラ:価格は相談に応じます

あり
配送料は相談に応じます

21 雲南市 ㈲広野養鶏 雲南市木次町寺領275番地 0854-48-0506 発酵乾燥鶏糞 ・バラ:価格は相談に応じます 相談に応じます
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東部地区・隠岐地区のたい肥生産供給者一覧 島根県たい肥利用マップ

番号 所在地 氏名・名称 住所 電話番号 堆肥の種類 堆肥価格
配送サービス

（区域、配送料）
ほ場散布サービス

（散布料）
発酵鶏糞 ・バラ、袋詰め、ペレット:価格は相談に応じます 相談に応じます

アルギットぼか
しペレット

・袋詰め、ペレット:15kgポリ袋入り
・お近くのＪＡへお問い合わせ下さい
（JAしまねの取扱い商品です）

お近くのＪＡへお問い合わ
せください。

ぼかし肥料 ・バラ、袋詰め、ペレット:価格は相談に応じます 相談に応じます

23 雲南市
神明畜産㈱島根三刀
屋牧場

雲南市三刀屋町須所113番地 0854-45-2529 牛糞堆肥 ・バラ:500円/t 1,000～3,000円/4t車

24 松江市 渡部幸吉 松江市玉湯町湯町1629 0852-62-0253
EM発酵米ぬかボ
カシ

・袋詰め:230円/500g：価格は相談に応じます
ゆうパック

相談に応じます

26 奥出雲町 ㈱仁多堆肥センター 仁多郡奥出雲町下阿井1766番地22 0854-54-9080 牛糞堆肥

・袋詰め町内:270円/15kg（送料別）
・バラ町内:3,000円/t(送料別）
・軽トラック:1,300円/台
・フレコン町内:1,700円/450kg（送料別）

町内：フレコン(450kg
入)500円
バラ2t車1,000円
町内：15kg入堆肥60円

町内：フレコン
(450kg入)900円

29 出雲市 ㈲かつべ種畜牧場 出雲市上島町1638番地 0853-48-0516 牛糞堆肥
・バラ:5,000円/t
（多量の場合は相談ください）

相談に応じます

30 出雲市 杉原幹夫 出雲市大津町3618番地1 0853-24-1011 豚糞堆肥 ・バラ:無料

31 出雲市 ㈲福田ファーム 出雲市野石谷町145番地 0853-63-0738 発酵乾燥鶏糞 ・袋詰め:価格は相談に応じます
あり

配送料は相談に応じます

32 出雲市 ㈱エコテック産業 出雲市野石谷町212番地 0853-63-2696 牛糞堆肥 ・バラ: 5,000円/2t、10,000円/4t
あり

配送料は相談に応じます

33 出雲市 河村保志 出雲市久多見町629番地 0853-63-0296 牛糞堆肥 ・バラ:4,000円/2t
斐川町、出雲市地域

無料
35 出雲市 小林春美 出雲市西郷町865番地10 0853-63-4024 牛糞堆肥 ・バラ:4,500円/2t 2t：無料
36 出雲市 原直樹 出雲市江田町192番地 0853-23-5537 牛糞堆肥 ・バラ:3,000円/2t車 出雲市内無料
37 出雲市 須山森夫 出雲市芦渡町225番地 0853-21-5517 牛糞堆肥 ・バラ:1,500円/t あり、無料

38 出雲市
カウベルミルクガー
デン牧場㈱

出雲市佐田町反辺721-1番地 0853-84-0387 牛糞堆肥 ・バラ：市内5,000円/5㎥ 市内、堆肥価格に込み

・袋詰め:370円/15kg
出雲市管内堆肥価格に込み

(相談に応じます）
7,230円/10a
堆肥価格を含む

・バラ:1,600円/㎥
出雲市管内堆肥価格に込み

(相談に応じます）

41 出雲市 河上仁志
（牧場）出雲市多伎町奥田儀519
（自宅）出雲市多伎町奥田儀389

0853-86-3285 牛糞堆肥 ・バラ:4,000円/2t
大田市の一部、出雲市（平

田を除く）
無料

42 雲南市 木次堆肥センター 雲南市木次町寺領1087 0854-42-4488 牛糞堆肥
・袋詰め:相談に応じます
・バラ:4,000円/t
（注文数量に応じて割引有り）

あり
（相談に応じます）

あり（3,300円
/t）

相談に応じます

43 海士町 ㈲隠岐潮風ファーム 隠岐郡海士町大字豊田588-2 08514-2-1677 牛糞堆肥
・袋詰め:500円/40L
・バラ:7,000円/ｔ

町内:500円 2,500円/10ａ

44 松江市 安達才次 松江市鹿島町南講武816 0852-82-1771 牛糞堆肥 ・バラ:7,800円/2t 市内:1,000円/t 1,500円/t

45 松江市 ㈲和野山農場 松江市宍道町上来待1609 0852-66-2862 牛糞堆肥 ・バラ:4,000円/2ｔ
松江市周辺:1,000円～
（相談に応じます）

46 雲南市 ㈲森脇鶏農場 雲南市大東町畑鵯320番地 0854-43-3902 発酵鶏糞
・袋詰め:相談に応じます
・バラ:相談に応じます

（相談に応じます）

47 雲南市 ㈲周藤土木 雲南市木次町新市176番地 0854-42-0506 乳酸菌発酵竹粉
・袋詰め:550円/1kg、2,500円/5kg
・バラ：相談に応じます
（多量の場合には、相談に応じます。）

（相談に応じます） （相談に応じます）

48 出雲市 安田牧場 出雲市高松町394 0853-28-2308 牛糞堆肥 ・バラ:4,000円/2t・1台(6㎥見当）
市内無料

（遠方は相談に応じます）
49 出雲市 川上良信 出雲市高松町445 0853-28-2462 牛糞堆肥 ・バラ:3,000円/2t（5㎥）（消費税込） 20km以内：堆肥価格に含む

出雲市

雲南市

40 牛糞堆肥0853-85-2345出雲市佐田町吉野512番地26㈲エコプラント佐田

0854-48-0151雲南市木次町湯村483番地
㈲きすき有機セン
ター
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