
畜種 住所 名称 担当者 電話番号 副資材 販売荷姿１ 販売価格１ 販売荷姿２ 販売価格２ 備考

牛 生駒郡安堵町東安堵３３２－１ 松本　光祐 0743-57-2030 オガクズ バラ 5,000円/t

牛 宇陀市大宇陀小和田１３２ 宇陀牧場 井上　源一 0745-83-2493 オガクズ バラ 3,000円/t

牛 宇陀市室生向渕２８７０ 永井牧場 オガクズ バラ 12,000円/3t

牛 宇陀市室生向渕２２４９ 藤井　勲 0745-92-2397 オガクズ バラ 5,000円/台

牛 橿原市南浦町８７７ 西井牧場 西井　利易 0744-22-5772 オガクズ バラ 1,000円/軽ﾄﾗ

牛 葛城市北道穂４２ 吉村　雅利 0745-69-7870 オガクズ バラ 無料

牛 葛城市西辻１０２－３ 奥村牧場（販） 奥村　喜洋 0745-62-3262 オガクズ バラ 10,000円/2t

牛 葛城市西辻２０４ 奥村酪農場 奥村　喜照 0745-62-5274 オガクズ バラ 10,000円/2t 袋 300円/50ℓ 引き取りなら250円/50ℓ

牛 葛城市山口２０２－１ 高松牧場 高松　生人 0745-62-3953 オガクズ バラ 2,000円/2t

牛 葛城市山田２８４ 新庄町堆肥生産利用組合 住野　光男 0745-69-2886 オガクズ バラ 2,000円/2t

牛 五條市黒駒３５５ 小羽根　修 090-3464-3410 オガクズ バラ 6,000円/2t

牛 五條市野原６－５－９ 田中　園二 0747-22-4736 オガクズ 袋 275円/袋 価格は現場渡しの場合

牛 五條市野原中２－１－２６ 中井牧場 中井　常夫 0747-24-2293 オガクズ バラ 6,000円/2t

牛 五條市東阿田３３－２ 北山畜産 北山　高嗣 0747-22-7563 オガクズ バラ 12,000円/2t

牛 御所市池之内４５８－３ 野瀬牧場 野瀬　善玄 0745-62-3575 オガクズ 袋 ５00円/袋

牛 高市郡明日香村畑５２３ 山尾牧場 山尾　佳輝 0744-54-3133 オガクズ バラ 5,000円/t 袋 300円/20ℓ

牛 天理市杣之内町７９４ 山中　大樹 0743-62-2827 オガクズ 200円/10㎏

牛 天理市中山町１０２５ 金中　秀行 0743-66-2830
オガクズ、モミガラ、
剪定枝、米ぬか

バラ 5,000円/2t 遠方は運賃加算

牛 天理市兵庫町２０８－２ 森口牧場 森口　茂久 0743-67-0808 オガクズ バラ 県内5,000円/2ｔ バラ 県外6,000円/2ｔ

牛 奈良市窪之庄町２７６ 堀内牧場 0742-61-7990 オガクズ バラ 5,000円/2t

牛 奈良市都祁南之庄５５９ 中尾　茂 0743-82-1464 オガクズ、モミガラ バラ 4,000円/t 袋 250円/40ℓ

牛 山辺郡山添村北野２２３４－１ ジェイワン・タケダファーム
代表取締役
竹田芳弘

0743-86-0057 オガクズ、モミガラ バラ 20,000円/4t（税別） 袋 200円/40ℓ（税別）

豚 五條市霊安寺町５７－２ 桝本　辰夫 0747-23-0338 オガクズ バラ 無料 トランスバック500㎏

豚 天理市竹之内町１６５ 奥口養豚場 奥口　宗次 0743-66-1263 オガクズ バラ 6,000円/軽ﾄﾗ1台 袋 500円/20㎏

豚 奈良市東鳴川町６３２ 村田畜産 村田　芳子 0742-34-1836 木材チップ バラ 無料 荷姿は相談に乗ります

豚 吉野郡大淀町薬水１１０４ 上田　武実 0747-52-4178 オガクズ 袋 300円/袋

宇陀市大宇陀守道９２１－２ 仲尾三郎 0745-83-1875 バラ 袋

採卵鶏 橿原市飯高町２２６－１ （有）大宮農場 大宮守 0744-24-4895 なし バラ 無料

採卵鶏 五條市三在１６１７ （有）ヒグチファーム 樋口　一 0747-23-2684 なし 袋 100円/袋

採卵鶏 五條市中之町８０ 刀谷養鶏場 刀谷　晃治 0747-22-3715 なし バラ 袋 150円/袋

採卵鶏 五條市六倉町１７６ 竹村養鶏場 竹村　雅司 0747-23-0734 なし

採卵鶏 御所市櫛羅７３９ 西川養鶏場 西川　和哉 0745-62-4568 なし 袋 100円/袋

採卵鶏 磯城郡田原本町多３２１ 松本養鶏場 松本　文彦 0744-33-5695 なし 袋 100円/袋

採卵鶏 奈良市荻町４５６ 吉本エッグファーム 吉本　文孝 0743-84-0234 なし バラ 4,000円/t 袋 250円/15㎏

採卵鶏 奈良市杣ノ川町５２－１ 香芝市発酵鶏糞利用組合 野村　隆一郎 0742-81-0619 なし バラ 無料

採卵鶏 奈良市矢田原町１１１３－１ 竹内孵卵場
代表取締役
鈴木譲

0742-81-0333 モミガラ、ヒキ粉 バラ 無料

採卵鶏 大和郡山市池之内町５４０ 堀内エッグファーム 堀内　丈徳 0743-52-3967 なし 袋 100円/袋

採卵鶏 大和郡山市上三橋町２０１ なら・グリーンファーム 飯田喜代視 0743-52-5080 オガクズ バラ 12,500円/t 袋 500円/40ℓ

採卵鶏 吉野郡吉野町千股１４０５ 野澤養鶏（株）
代表取締役
野沢　永一

0746-32-5233 なし バラ 無料 袋 30円

採卵鶏 香芝市平野336 葉山養鶏場 葉山義高 0745-77-3794 なし 袋(15㎏)

※情報は平成27年4月現在です。荷姿、価格等詳細については直接問い合わせて確認してください。


