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　先月号でお伝えした「菊平｣が横浜でA5-11が出ました!今月
号ではこの菊平と、異父兄弟で父親が「安平」の「安平富士
」を紹介します。また鹿児島人工授精所訪問記では、鹿児島
の萩原人工授精所を紹介します。
　AGジャパンスタッフの笹谷と守屋は、北海道の子牛市場へ
先月発売された子牛用ジャケットをもち、のりこみました。
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和　牛 長宗康夫の和牛動向

萩原人工授精所
鹿児島の名門人工授精所
＜繋留牛＞
安福 165 の 8　高杉土井　紋次勝　北安徳

　平茂勝の後継牛として、 平茂勝を繋留する徳重和牛人工
授精所で、 その後継牛として最有力候補であった 「菊平」
が横浜で A5-11 がでました。

11 月号

安福久
安福 165の 9- 紋次郎 - 糸光

百合茂
平茂勝 - 神高福 - 忠福

菊平
平茂勝 - 紋次郎 - 第 20 平茂

▲

長宗　それにしても平茂勝の功績はすごいものですね。
徳重　いまでは地元だけではなく事業団 ・県でも後継牛
として平茂勝が活躍していることに、 改めて平茂勝のす
ごさを再認識しています。
長宗　その平茂勝ですが、 今でも足腰がしっかりしてい
て驚きました。
徳重　夫は平茂勝を引き取ってからは、 毎日 8km 引き
運動をさせていました。 だから今でも背中がピシャ！とし
ているのだと思います。

長宗　平茂勝の後継牛ですが、 そろってきていますね。
徳重　一昨年から私のところでも繁殖･肥育をやっている
のですが、 その中でも百合茂はいい成績を出していま
す。 小ザシ、 モモ抜けがいいので但馬系の牛のように
扱えます。 正面から見ると胸に長方形の板をはめ込ん
だかのようです。
長宗　前から見ても、 横から見ても長方形。 和牛の理
想的な体系ですね。

増体と肉質のよさに優れた 「百合茂」。
徳重さんのところでも 100 頭ほど肥育
をしていました。 上物率去勢で
97.4％、 雌で 89.9％。 さらに BMS
平均も去勢 7.7　雌 7.6 と非常に好成
績です。

母牛の 「もとじろう」 産子の枝肉成績
を見てみると BMS 平均 10.9( 去勢）、
10.0( 雌 ) という恐ろしいほどの実績。
増体の 「平茂勝」 「北国 7 の 8」 の
気高系や糸系の母体の牛に最高では
ないでしょうか。

「本命はこの牛です」 という菊平は徳
重さん自信の種雄牛。 10 月に産肉
データが出るということで、 いまから楽
しみです。 まだ結果が出ていない牛
のため、 価格的にも手ごろです。

勝忠平（平茂勝 - 忠福 - 第 20 平茂）

子牛のジャケット大好評
紋次勝を繋留する萩原さんご夫妻 （中央 ・右） と AGJ 長宗 （左）▲

■徳重政子さんとの対談

菊平　横浜で A5-11
肉質・増体ともに好成績
血統　平茂勝 -紋次郎 -第 20 平茂 -宝勝 -第 15 気高

枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下厚 推定 BMS 肉質 単価

501.0kg 56cm 8.9cm 3.2cm 73.50% 11 A-5 2,555円

菊平-糸晴-安福（去勢）　格付日　平成16年10月1日

BMS
脂肪
交雑

BCS 光沢 等級 締り きめ 等級 BFS
光沢
と質

等級

11 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5

（肉質詳細）

安平富士　入荷しました

父 安平
黒原 2208（84.0）

父 安福
黒原 1255（81.1）

母 きよふく
黒原 568518（82.4）

父 紋次郎
黒　11550（84.1)

黒高　938

母 第 5 ほうしょう 2
黒原 752001（84.0)

父 田安土井
黒　7208（78.8）

黒育 　6（80.6）

父 安福
黒原　930（82.7）

黒育　180（83.4）

父 安美土井
黒　10328（79.6）

黒育　 48（82.3）
母 第 15 ほうしょう
黒原 886728(82.7)

安平富士

血 統

父 第 20 平茂
黒原　287（80.5）

黒育　134（84.7）

推定育種価 2.2

推定育種価 1.6

若大将 (鹿児島 )・菊平の異父兄弟。
父は再注目されている安平。
血統　安平 -紋次郎 -第 20 平茂 -宝勝 -第 15 気高

　「若大将 （鹿児島県）」 ・ 「菊平」 の異父兄弟牛に当
たるのが、 この 「安平富士」。
菊平と同じ、 平茂勝を繋留する徳重和牛人工授精所
の種雄牛です。
　まだ結果は出ていませんが、 最近 「安平」 の人気が
再び上がってきている事と、「菊平」 の産肉データから、
この牛も期待できるのではないかと AG ジャパンでは考
えています。

鹿児島・人工授精所訪問記

▲

「紋次郎」 × 「平茂勝」 のベストコン
ビネーションで誕生した種雄牛です。
　母 「たかはる４」 は、 BMS　No１２の
産子をだすなど脂肪交雑に対する能
力の高い繁殖牛です。
　本牛は、 ３代祖が但馬の 「忠福」
で但馬の 「紋次郎」 を戻し交配した
血統構成を持つ高能力な但馬系種雄
牛です。

紋次勝（紋次郎 -平茂勝 -忠福）

勝忠平　矢板市場でトップ

鹿児島で育種価トップといわれるこの勝
忠平。 １０月１日２日に開催された矢板
の子牛市場では平茂勝を抜きトップの
価格となりました。
価格 634,200 円 ( 去勢 )
（去勢平均 547,273 円）

２

速報



価格 1本 3,150 円 ( 税込）
キングアーサー　　　　　

・ 乳脂肪のスペシャリスト
Sir：ルッツメドウス E マンデル  ET
　　VG 85 5 Yr USA
　　GM ‘95 Extra ‘96 GT ET *TV *TL
Dam：グレン ドルモンド シンメー
　　VG 85 2 Yr CAN
　　GT ET *RC
2nd Dam グレン ドルモンド シャワー ET
　　EX CAN GT ET *TL
3rd Dam：グレン ドルモンド 8 C ジョーベス
　　EX 2E CAN GT
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ホルスタイン カナダ・ユニバーサル ジェネティックス社 種雄牛紹介

価格 1本 3,150 円 ( 税込）

S&H ブリッジウッド　5592
2-02  152d  9920  3.2%F  317F  2.9%P  284P

S&H ブリッジウッド　5635
2-01  166d  9020  3.6%F  322F  2.9%P  265P

オブリッジ 74H0360　

Sir：イーストビュー　インフルエンス
　　マティーＧ  VG 86
Dam：サンディーバレー Du ブリザード ET
　　VG 86 2 Yr USA DOM
2nd Dam：ライスクレスト ブード 
　　　　　　ブリアンヌ ET
　　VG 88 USA DOM GMD
3rd Dam：ライスクレスト サウスウインド 
　　　　　ケイ ET
　　VG 87 3 Yr USA GMD DOM

オブリッジ　娘牛紹介

Damグレン ドルモンド シンメー
6-02 22,710 4.5%F 3.2%P

キングアーサー母親

価格 1本 3,150 円 ( 税込）

ジョーダン 74H0327　

・ 優れた母系が魅力！
・曾祖母がダーハムの母
Sir：ブラバント スター パトロン ET
Dam：レーガンクレスト ジェド デボラ
　　EX 2E USA DOM
2nd Dam：スノー -N デリア ダーレン ET
　　EX 94 2E USA DOM GMD
3rd Dam：スノー -N デニセス デリア
　　EX 95 2E GMD DOM *TV *TL

74H0312

ジョーダン　母方ファミリー

3rd Dam スノー -N デニセス デリア
7-06 305d 31,230 4.05%F 3.1%P

Damレーガンクレスト ジェッド デボラ
5-09 305d 36,109 4.0%F 3.0%P

子牛のジャケット・北海道で大好評！
市場で１３０枚販売！！
　１０月１２日～１６日にかけて、 先月
発売開始した子牛用ジャケット 「AG
ジャケット」 の展示即売会を北海道の
各子牛市場 （白老 ・音更 ・北見） で
行いました。 朝晩はもう０度近くまで冷
え込む北海道では、 子牛のジャケット
は必需品とのことです。

　AG ジャケットは撥水処理をしており、
また腹部を暖める腹巻と使い捨てカイ
ロがはいるポケットを装備しており、 「い
ろいろ試したけれども、 これはすごくよ
さそうだよ！」 と購入される方もいまし
た。 また、 虚弱児用の Sサイズととも
に、 増体系の血統が好まれる北海道
では、 大きい子牛のために Lサイズも
人気がありました。
　

AG ジャケット、 好評発売中！
Sサイズ （２０ｋｇ～４０kg） 5,775 円　Mサイズ (３０ｋｇ～７０kg） 6,300 円　
L サイズ (５０ｋｇ～１００kg)　6,825 円　（税込み ・送料別）

TPI　1281 TPI　1441

TPI　1287

AG ジャパンは SIC （家畜精液
輸入協議会） に加入しました。

　アニマルジェネティックス
ジャパン㈱は平成１６年１０月
に SIC へ加盟し、カナダの人工
授精所「ユニバーサルジェネ
ティックス社」の輸入代理店に
なりました。
　今月よりここで紹介する３頭
の種雄牛の取扱を開始しますの
で、よろしくお願いします。
　詳細な成績を記載したカタロ
グを用意しておりますので、ご
希望の方は弊社までご連絡下さ
い。

僕たちも着たかったなぁ・・・

能力 (U.S.lbs) 体型
乳量 +1057 体型 +1.31
脂肪 +29 -0.04% 乳器 +1.49
蛋白 +46 +0.06% 蹄肢 +0.92

体細胞数 +2.9 ﾈｯﾄﾒﾘｯﾄ +$405
生産寿命 +0.8 信頼度 80%

能力 (U.S.lbs) 体型
乳量 +804 体型 +1.11
脂肪 +47 +0.08% 乳器 +1.64
蛋白 +28 +0.02% 蹄肢 -0.24

体細胞数 +3.09 ﾈｯﾄﾒﾘｯﾄ +289
生産寿命 -0.2 信頼度 90%

能力 (U.S.lbs) 体型
乳量 +55 体型 +1.29
脂肪 +41 +0.17% 乳器 +1.97
蛋白 +12 +0.04% 蹄肢 +0.33

体細胞数 +2.78 ﾈｯﾄﾒﾘｯﾄ +$277
生産寿命 +0.9 信頼度 83%


