
91HO4259  
ハイレーン  アスター

　新年あけましておめでとうございます。今年は例年になく寒い
冬で、AGジャパンのある三重県鈴鹿山麓はすっかり雪化粧をして
います。いま AGジャパンではジャケットの出荷の真っ最中です。
　年末に AGジャパン繋留種雄牛「金安平」が岐阜県で行われた
枝肉共進会で入賞したという朗報が入りました。今月号ではこの
金安平を始め、民間人工授精所の注目種雄牛を紹介していきます。
　本年度もよろしくお願いいたします。
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娘牛　ヒル ブルフ チザム  ファンタシア　VG-86
2-02 2x 385d 12,252m 3.5% 429f 3.0% 367p

娘牛　エルムビュー  ランス  カリーサ
EX-92  EEEE

3-02 3X 365d 14,225m 3.9%f 548f 3.2% 462p
Owned by Ken Beneke &  Mark Rueth, NY & WI

91HO4259  ハイレーン  アスターランス
EX-91 EX(95)FL　aAa:321  DMS:456

aster x Inspiration
HHM All-American Yrlg Bull ’ 96

+2.41  タイプ全米 15位！
+2.17  乳器
+2.05  四肢
+2.88  体細胞数
+2.3　生産寿命
　  娘牛平均能力：
10638kg　3.9％F　3.1％P

体型改良のスペシャリスト新登場！ランス アスターｘインスピレーション

均整のとれたストーム息牛、四肢が抜群！チザム ストームｘスカイバック
6HO844 
Rサファイア ストーム

四肢(+2.51)  全米12位

6HO844  R サファイア ストームチザム
EX-94   aAa:126   DMS:561

優れた後肢構造
優れた蹄の角度 (+2.70）
母・祖母がともに EX94 ！
娘牛が高妊娠率 (DPR+0.2)

　母牛のフルシスター・アリシアはEX-97・EX-99MSを獲
得した世界的に有名な牛です。また、母牛のフルシスター
産子アトレーは2005年度・マディソンWDEでリザーブ イ
ンターミディエート チャンピオンを獲得しました。

ピース&プレンティー アランタ ピグリ－
VG-88 EX-MS

3-03  2x  124  6,028  3.4  204  2.6  159 Inc 
Brad Cates, Lowville, NY 

C アイテケンブラエ スターバック アダ
2E-94 DOM

5-06 365 13,633 3.5 473  3.5 476
オールアメリカン 3歳クラス 1990

リザーブ オールタイム オールアメリカン シニア3歳
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北米最高のファミリーをあなたの元へ・・・
乳器・体型の優れたアランタ上陸！

204HO2014 MD-デライト ストーム アランタ-ET 
B/R TV EX-90　aAa: 456

父: モーリン ストーム EX CAN GM
母:  Ms キングステッド チーフ アディーン-ET 2E-94
3-05 310 13,690m 4.0% 548f 3.4% 463p
オールアメリカン 3歳クラス・4歳クラス ノミネート

TPI +1517
+239M    -.03%   +4.5F   +.03%   +10P   80% Rel.
タイプ +2.10     乳器+2.23      四肢+1.22      74% Rel.

娘牛ピース&プレンティー アランタ パティケーキ 
3歳クラスでEX-90を獲得！ 
Jason Myers & Chris Hill, MD

母牛のフルシスター
ショーマー S アリシア 

EX-97 EX-99-MSは世界最高得点！
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エクスカリバーサイアーズ

アニマルジェネティックスジャパン株式会社
Animal Genetics Japan

TEL 0593-71-6010      FAX 0593-71-6011
URL www.agjapan.co.jp   E-mail agj@agjapan.co.jpアニマルジェネティックスジャパン株式会社

TEL 0593-71-6010      FAX 0593-71-6011

HG

デルタ オリンピック
アジソンｘベズネ バック

アートエーカース ウィン395
ウィンチェスターｘパトロン

・アウトクロス
・群を抜く強健性
・温和な気質
・安産タイプ

・群を抜く泌乳能力の高さ
・オランダNo.1 の四肢強健性
・群を抜く娘牛の繁殖性
・安産タイプ

テイラーウォートン社凍結保存容器テイラーウォートン社凍結保存容器新製品情報
輸送用木箱新登場 携帯用凍結保存容器 XTL1.5 新登場

XTL1.5 は大規模牧場内での人工授精や、精液の携帯輸送に最
適な容器です。専用バッグで背負うことも出来ます。

キャニスターは 3
本で、1キャニス
ターに 25 本スト
ローが入ります。

輸送に最適な木箱が出来ました。
XT-10 用・XTL-8 用があります。

首部はマジック
テープで固定す
るので脱着が容
易です。

後肢はバックル
付ベルトで固定
します。

洗濯機で丸洗いでき
る、撥水性の丈夫な生
地を使用しています。

カイロ用ポケットと
腹巻で暖めます。

子牛の体型、成長速度等により、上記適応体重・
月齢と一致しない場合もあります。

AGジャケットAGジャケット
子牛の防寒対策に最適！子牛の防寒対策に最適！

サイズ S M L
適応体重 20～40kg 30～70kg 50～100kg
適応月齢 生後～1ヶ月齢 生後～2ヶ月齢 1～3ヶ月齢
ふちライン色 ベージュ シルバー ブラック

アニマル　ジェネティックス
ジャパン通信2006 年新年号

〒519-0271
三重県鈴鹿市西庄内町 4520
TEL　0593-71-6010
FAX　0593-71-6011
E-mail　agj@agjapan.co.jp
URL　www.agjapan.co.jp
編集　守屋寿人
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民間人工授精所・注目の種雄牛特集
２００６年を担う種雄牛をAGジャパン独自の視点で特集しました。

定評のある、人気種集牛紹介 ニューフェース種雄牛紹介

徳
重
和
牛
人
工
授
精
所

勝忠平
　（平茂勝 -忠福 - 第 20 平茂）

百合茂とならんで今一番人気が高
い種雄牛。全国の素牛市場でも非
常に高値で取引されています。

百合茂
　（平茂勝 -神高福 - 忠福）
平成 19年全共の指定牛（鹿児島）
に指定され、人気が一段と高まっ
ています。鹿児島県の育種価トッ
プと言われています。

大成　（平茂勝 -神高福 - 忠福）
全国的に最も人気の高い「百合茂」の全兄弟として、
地元鹿児島を中心に人気の種雄牛です。

亀勝　（平茂勝 -神高福 - 第 20 平茂）
若手平茂勝後継牛として、地元鹿児島で注目されてい
るのが「亀勝」。産子枝肉出荷がはじまり、出だしは上々。

茂重安福
　（茂重波 -安福 - 安光）
岐阜県の育種価で2位と産肉能力に
定評があり、平茂勝をはじめとする
気高系はもとより、糸桜系、兵庫系、
栄光系どの系統にもよくあいます。

安糸福
 （安福165の9-糸福(大分)-八重福）
安福 165‐9 後継牛として定評が
あり、最近では鹿児島県内の各地
域で「安糸福」を母体牛として導
入する動きがあります。

羽
子
田
和
牛
人
工
授
精
所

糸福
　（北国 7の 8- 安福 - 新月）
北国 7の 8後継牛として定評のあ
る糸福（鹿児島）は、全国的に根
強い人気があり、素牛価格も高値
で推移しています。

安平安　（安平 -平茂勝 - 安福165の9）
安平後継牛として注目の安平安。産子が生まれてきて
いますが、生れ落ち体重が大きく注目を集めています。

茂安福　（平茂勝 -安福165の9- 糸福 (大分)）
高育種価牛・安糸福の全姉弟に平茂勝という血統です。
産子 1頭目が BMS12、続いて 9番・7番と注目され
ています。

上
別
府
種
畜
場

第2平茂勝
　（平茂勝 -神高福 - 忠福）
鹿児島県での共進会でグランド
チャンピオンを獲得した第 2平茂
勝は全国的に定評のある種雄牛で
す。

21 世紀　（平茂勝 -忠福 - 第 20 平茂）
若手種雄牛の21世紀、去勢12頭の枝肉成績が発表されてお
り、平均で枝重478kg、BMS7.8と優れた成績を出しました。

照美
　（平茂勝 -安平 - 隆美）

本牛は、誰でも目を疑うほどの高さ
があり、その産子も卓越した増体能
力をもち人気の種雄牛です。

金安平
　（金幸 -安福 - 平茂勝）
平茂勝母体との相性がいいという
ことで、金幸後継牛に注目が集
まっています。その中で金安平は
増体・肉質を兼備した種雄牛です。

AGジャパン（三重県 )徳重和牛人工授精所（鹿児島県 )

A5 ファーム（岐阜県 )

福雄峰　（第５隼福-第２宝勝-忠福）
第 5隼福譲りのきめ細かな
サシと肉色が特徴。上物率
90%以上の安定した能力
で、鹿児島県内での育種価
は TOP5 に入るといわれて
います。

馬場種畜牧場（鹿児島県）

徳重 (義 ) 種畜場（鹿児島県 )

羽子田和牛人工授精所（鹿児島県 )

上別府種畜場（鹿児島県 )

森元種畜場（鹿児島県 )

アニマルジェネティックスジャパン供用種雄牛紹介

　純粋但馬の母体に安福をかけ
た「安福力」は、非常に質の高
い産肉能力をもった種雄牛です。
繁殖・肥育から精肉まで手がけ
ている「やまよし」では脂肪融
点が低く、きめ細かなサシに安
福力の能力を絶賛しています。

神之国　（第1花国-照長土井-谷福土井）安福力　（安福-菊照土井-田安土井）
増体系母体に最適 第 1花国後継牛登場！

今最も注目を集めている糸系種
雄牛「第 1 花国」は同じく青森
県「照神 12」との相性が抜群で、
「照神 12」x「第 1 花国」の交配
で２ケタが連発しており、この
交配が青森で推奨されています。
　神之国の祖母は「照神 12」の
全兄弟であり、この注目の交配
との逆パターンであることから
高い能力を期待できます。

北勝福　（北国7の8-安福165の9-平茂勝）
　母「ふくえ」の異父兄弟が「飛
騨白清」で A5-12 がでており、
枝重 500kg と肉質・増体を兼ね
備えています。「ふくえ」の岐阜
県における脂肪交雑の育種価は、
2.119 と非常に高いレベルです。
　曾祖母「ふくゆき」は全国的
に有名な岐阜県の関子牛市場で、
最も注目を集めているファミ
リーです。

北国 7の 8後継牛

金安平 
血統：金幸-安福-平茂勝
　　　-忠福-第20平茂-田安福

生年月日：平成13年5月15日
登記番号：黒13469
生産者：岐阜県高山市　片桐畜産
（B3- F13- CL16- CHS- MCSU-）

平茂勝母体に相性がいいということで、金
幸後継牛に注目が集まっています。その中
で金安平は、増体・肉質ともに期待の一頭
です。

上物率100%
質量兼備の金幸後継牛登場！

枝肉重量 平均503.3kg
出品者：中吉畜産（中田吉兵衛）
血統：金安平ｘ平茂勝ｘ忠福
BMS：11　枝肉重量：512.9kg　月齢：29ヵ月

BMS 平均8.4
6 代にわたる肉質 - 増体の
　　　　　　　コンビネーション
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全国的に最も人気の高い「百合茂」の全兄弟として、
地元鹿児島を中心に人気の種雄牛です。

亀勝　（平茂勝 -神高福 - 第 20 平茂）
若手平茂勝後継牛として、地元鹿児島で注目されてい
るのが「亀勝」。産子枝肉出荷がはじまり、出だしは上々。

茂重安福
　（茂重波 -安福 - 安光）
岐阜県の育種価で2位と産肉能力に
定評があり、平茂勝をはじめとする
気高系はもとより、糸桜系、兵庫系、
栄光系どの系統にもよくあいます。

安糸福
 （安福165の9-糸福(大分)-八重福）
安福 165‐9 後継牛として定評が
あり、最近では鹿児島県内の各地
域で「安糸福」を母体牛として導
入する動きがあります。
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糸福
　（北国 7の 8- 安福 - 新月）
北国 7の 8後継牛として定評のあ
る糸福（鹿児島）は、全国的に根
強い人気があり、素牛価格も高値
で推移しています。

安平安　（安平 -平茂勝 - 安福165の9）
安平後継牛として注目の安平安。産子が生まれてきて
いますが、生れ落ち体重が大きく注目を集めています。

茂安福　（平茂勝 -安福165の9- 糸福 (大分)）
高育種価牛・安糸福の全姉弟に平茂勝という血統です。
産子 1頭目が BMS12、続いて 9番・7番と注目され
ています。
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第2平茂勝
　（平茂勝 -神高福 - 忠福）
鹿児島県での共進会でグランド
チャンピオンを獲得した第 2平茂
勝は全国的に定評のある種雄牛で
す。

21 世紀　（平茂勝 -忠福 - 第 20 平茂）
若手種雄牛の21世紀、去勢12頭の枝肉成績が発表されてお
り、平均で枝重478kg、BMS7.8と優れた成績を出しました。

照美
　（平茂勝 -安平 - 隆美）

本牛は、誰でも目を疑うほどの高さ
があり、その産子も卓越した増体能
力をもち人気の種雄牛です。

金安平
　（金幸 -安福 - 平茂勝）
平茂勝母体との相性がいいという
ことで、金幸後継牛に注目が集
まっています。その中で金安平は
増体・肉質を兼備した種雄牛です。

AGジャパン（三重県 )徳重和牛人工授精所（鹿児島県 )

A5 ファーム（岐阜県 )

福雄峰　（第５隼福-第２宝勝-忠福）
第 5隼福譲りのきめ細かな
サシと肉色が特徴。上物率
90%以上の安定した能力
で、鹿児島県内での育種価
は TOP5 に入るといわれて
います。

馬場種畜牧場（鹿児島県）

徳重 (義 ) 種畜場（鹿児島県 )

羽子田和牛人工授精所（鹿児島県 )

上別府種畜場（鹿児島県 )

森元種畜場（鹿児島県 )

アニマルジェネティックスジャパン供用種雄牛紹介

　純粋但馬の母体に安福をかけ
た「安福力」は、非常に質の高
い産肉能力をもった種雄牛です。
繁殖・肥育から精肉まで手がけ
ている「やまよし」では脂肪融
点が低く、きめ細かなサシに安
福力の能力を絶賛しています。

神之国　（第1花国-照長土井-谷福土井）安福力　（安福-菊照土井-田安土井）
増体系母体に最適 第 1花国後継牛登場！

今最も注目を集めている糸系種
雄牛「第 1 花国」は同じく青森
県「照神 12」との相性が抜群で、
「照神 12」x「第 1 花国」の交配
で２ケタが連発しており、この
交配が青森で推奨されています。
　神之国の祖母は「照神 12」の
全兄弟であり、この注目の交配
との逆パターンであることから
高い能力を期待できます。

北勝福　（北国7の8-安福165の9-平茂勝）
　母「ふくえ」の異父兄弟が「飛
騨白清」で A5-12 がでており、
枝重 500kg と肉質・増体を兼ね
備えています。「ふくえ」の岐阜
県における脂肪交雑の育種価は、
2.119 と非常に高いレベルです。
　曾祖母「ふくゆき」は全国的
に有名な岐阜県の関子牛市場で、
最も注目を集めているファミ
リーです。

北国 7の 8後継牛

金安平 
血統：金幸-安福-平茂勝
　　　-忠福-第20平茂-田安福

生年月日：平成13年5月15日
登記番号：黒13469
生産者：岐阜県高山市　片桐畜産
（B3- F13- CL16- CHS- MCSU-）

平茂勝母体に相性がいいということで、金
幸後継牛に注目が集まっています。その中
で金安平は、増体・肉質ともに期待の一頭
です。

上物率100%
質量兼備の金幸後継牛登場！

枝肉重量 平均503.3kg
出品者：中吉畜産（中田吉兵衛）
血統：金安平ｘ平茂勝ｘ忠福
BMS：11　枝肉重量：512.9kg　月齢：29ヵ月

BMS 平均8.4
6 代にわたる肉質 - 増体の
　　　　　　　コンビネーション


