
晴れ間の多かった今年のつゆもようやく明け、いよいよ夏本番に向
かっている三重県鈴鹿ですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今月より、アニマルジェネティックスジャパンの売れ筋ランキング
と、お得な情報、鈴鹿のニュースなどをお届けしていきます！

注目の勝忠平

　今全国から問い合わせが殺
到しているのが徳重和牛人工
授精所の 「勝忠平」。 父平
茂勝を超える増体能力とロー
ス芯の大きさとバラの厚みに、
和牛コンサルタント ・ 小野健
一氏も五ッ星をつけたほどで
す。 昨年 10 月の芝浦での
成績も BMS7.8、 12 頭中 A5
が 6 頭で残りが A4 と好成績
を収め、 平茂勝の後継牛とし
て注目を浴びています。
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和 牛 長宗康夫の和牛動向

増体系に人気集中

　北海道を含め、 全国的に
増体系の種雄牛に人気が集
まっています。そのなかでも、
白清 85 の 3、 日向之国、
雲仙丸、 国栄 97、 北乃大
福はまだ若い種雄牛で、 ４ッ
星クラスの種雄牛ですが、
今後の活躍が期待され、 ５ッ
星へと移行する可能性があり
ます。 また、糸福（鹿児島）、
寿恵福も増体系の牛として注
目を集めています。

和牛受精卵 岐阜の受精卵販売開始

北海道で先行販売

　AGJapan では岐阜県牛母
体の受精卵の販売をはじめ
ました。
　北海道では白老 ・音更の
市場で素牛の市場価格が高
く、 本州からも注目を浴び
ている市場です。 今後受精
卵の動向をレポートしていき
ます。

北海道先行販売に先立ち、 販売元 ・
受入先の農家 ・ 獣医師 ・ 移植師同士
の打ち合わせを北海道にて行いました。

AGJ 売れ筋ランキング

第１位　百合茂
　　　　　第２平茂
第２位　北仁
第３位　平茂勝

ホームページにて最新情報を公開中です。
www.agjapan.co.jp/

ホルスタイン 笹谷雅俊の注目の種雄牛

ソーサ （1H5588)　
　　マンフレッド×ベルウード
　ＴＰＩ第２位のソーサは、 全米第１
位の乳量改良値を誇り、 米国での
初産乳量の平均は 13,000kg 以上
とその実力を発揮。 生産のみでは
なく、 バランスの良い体系に加え、
長命性まで兼ね備えるオールマイ
ティーです。
　母である「スパイシー EX-90」は、
年間乳量 28,118kg という全米記
録を樹立、 また同時にタンパク質
第 3位にもなったスーパーカウで
あり、 ソーサの実力を血統的に支
えます。

娘牛　ｴﾙｽﾊﾞｰﾝﾄﾞｿｰｻ

娘牛　ﾏｰｽ ｿｰｻ
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AGJ 繋留種雄牛

安福力　安福　菊照土井　田安土井

安福王　安福　第７糸桜　第１４茂

金安平　金幸　安福　平茂勝

白雪　飛騨白清　第２鶴雪土井　菊照土井

安照菊　菊安土井　菊照土井　安谷土井

注目度 No.1

　　勝忠平
○優れた増体能力

○優れた肉質

ウィザード (1H6360）
　2004 年 5 月の TPI ランキング 17
位で CRI 社の体型改良スペシャリ
ストです。 ４代 EX を誇る母系を
持ち、 妹 2頭も EX を獲得するな
ど、 体型抜群ファミリーです。

　肢蹄、 乳器の線形は素晴らしく、 期待を裏切りません。
生産寿命は高く、体細胞数は低く、分娩難易度も低いため、
牛群の基盤をしっかり支える娘牛たちが期待できます。

アニマルジェネティックスジャパン通信
創刊記念特別企画

勝忠平凍結精液を

謝恩価格にて販売いたします！

今回取り上げました、 注目の勝忠平、 AGJapan への
入荷が決定しました。 そこで日頃の感謝をこめて、
謝恩価格 (18,000 円 ) で販売を致します。 なお、 数
に限りがございますので、 希望者多数の場合は抽選
とさせていただきます。 詳しくは別紙 「勝忠平精液お
申込書」 をご覧ください。

父        平茂勝

祖父     忠福

祖祖父  第 20 平茂



液体窒素凍結保存容器ランキング
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第 1位

テイラーウォートン社

長期保存型XT-20

第 2位
　XT-20 は凍結精液 ・
受精卵保存の標準的な
サイズです。 液体窒素
の気化率はライバル商
品を含めてトップレベル
の性能です。

テイラーウォートン社
ドライシッパー
CX100
CX-100 は内部に特殊
吸着剤が入っており、
容器が転倒しても液体
窒素がこぼれないように
設計されています。

第 3位
テイラーウォートン社
大量保存容器
VHC35

VHC-35 は AGJAPAN オリジナ
ルの角型キャニスターを使用す
ることで、 在庫管理が容易にで
きます。 精液が大量に保存で
き、 液体窒素の気化が少ない
ため、 全国の AI センターで好
評です。

液体窒素保存Q&A

AGJapan では凍結保存容器のトップメーカー、 テイ
ラーウォートン社の製品を輸入･販売しております。
先月の売れ筋ランキングを紹介します。

今月のオススメ ドライシッパータイプ凍結保存容器　CX100

テイラーウォートン社

ドライシッパー CX100
「これはいいですね！万一倒れても液
体が漏れないから、安心して受精卵を
輸送できるようになりました。」

先日、 知り合いの農家から
「精液の凍結保存をする場
合、 ストロー全体が液体窒
素に沈んでいなくても大丈
夫。」 と聞きましたが、 心配
です。 本当に大丈夫でしょ
うか？

　　　　　　　三重県　M さん

Q A
精液や受精卵の凍結保存にかかせない液体窒素。 でもその取扱や性質は意外と知られ

ていません。 ここでは皆様からの液体窒素に対する質問 ・疑問にお答えしていきます。

　はい、 大丈夫です。
　液体窒素にストローが完全に浸
かっていなくても、 液体窒素が最
低必要量残っていれば、 容器内
は -180℃に保たれています。
　液体窒素再充填は、 残り１５cm
がひとつの目安となります。 この
残量になりましたらすぐに充填さ
れることをお勧めします。

高価な受精卵の販売をしている北海道の A氏
は先日導入したドライシッパー CX100 を実際
に使ってみて、 その性能に大変満足していま
す。 秘密は内部の LN2 吸着剤。 この吸着剤
になんと 4kg 近い液体窒素が吸着され、 転倒
してもこぼれない設計になっているのです。

セール情報 XT20共同購入　開催中！ 投稿募集中！

　あなたの暑さ対策は何です
か？牛舎での工夫や、 繁殖
時に注意していること、 なん
でも結構です。 皆様の投稿を
お待ちしております。
　掲載された方には 500 円分
の図書カードをプレゼントさせ
ていただきます。

メール agj@agjapan.co.jp
または
〒519-0271
三重県鈴鹿市西庄内町 4520
アニマルジェネティックスジャパン㈱
まで。

液体窒素

-180℃


