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種┃雄┃牛┃情┃報┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛ 

◇ＪＰ５Ｈ５７４２９ アワープライド スノーボール ＥＴ◇ 

ＢＬＦ ＣＶＦ ＢＹＦ ＣＤＦ 

 

スノーボールは２０２０－８月評価において、ＮＴＰ＋２，４４８（第２

５位）で選抜されました。母系のクツキーファミリーは、好体型はもちろ

ん、オーマン系統の特長でもある長命性や健康形質の良さにも優れたファ

ミリーです。この母系に、スノーマン息牛であるレツトイツトスノーを交

配して作出されたのがスノーボールです。スノーボールは乳量＋１，１９

５ｋｇで産乳能力に秀でており、＋５５ｋｇと第７位を誇る乳蛋白量の高

さも魅力です。体型面においては、付着の強く幅のある乳器のほか、尻の

角度と後肢側望も理想的です。特に後躯の機能的な改良を求める方に、ス

ノーボールは最適といえます。また、中程度の体型は扱いやすく、搾乳性

に優れることから、日々の飼養管理において手間をかけさせない特性を持

ち合わせています。気質の評価値はやや低めですが、当団が写真撮影を行

った娘牛たちについては温和で良好な気質を示していました。スノーボー

ルはSort90も利用可能です。機能的な後躯と乳器に加え、搾乳性が良く管

理形質も良好なスノーボールを、後継牛生産にぜひご利用ください。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/R020918_JP5H57429_Snowball.pdf 

 

 

◆当団種雄牛産子 枝肉共励会で大活躍！！◆ 

 

令和２年度全国肉用牛枝肉共励会の成績については、１０月３０日付け発

行のメルマガ臨時増刊号で報告させていただいておりますが、入賞しなか

ったものの素晴らしい成績の当団種雄牛産子が多数出品されていました。

また東京都中央卸売市場食肉市場では全国枝共以外にも年末需要に向けて

枝肉共励会、枝肉研究会が多数開催されており、直近で情報取集した中で

も当団種雄牛の産子が大活躍しておりますので、併せてご報告いたします。 

 

○令和２年度全国肉用牛枝肉共励会（１０／３０） 

 

（有）金子ファーム 去勢 茂晴花×勝早桜５×安福久 

ＢＭＳ12、枝肉重量 556kg、ロース芯 108cm2、バラ厚 9.8cm Ａ5 

 

（株）萩牧場 去勢 茂晴花×安福久×美穂国 

ＢＭＳ11、枝肉重量 539kg、ロース芯 101cm2、バラ厚 8.2cm Ａ5 

http://liaj.lin.gr.jp/
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/R020918_JP5H57429_Snowball.pdf


 

（有）金子ファーム 去勢 茂晴花×安福久×勝忠平 

ＢＭＳ11、枝肉重量 463kg、ロース芯 78cm2、バラ厚 7.6cm Ａ5 

 

（有）北翔産業 去勢 福増×茂勝栄×福栄 

ＢＭＳ11、枝肉重量 540kg、ロース芯 80cm2、バラ厚 8.6cm Ａ5 

 

田村正道氏 雌 美津百合×安福久×福之国 

ＢＭＳ10、枝肉重量 508kg、ロース芯 70cm2、バラ厚 9.3cm Ａ5 

 

（株）松永牧場 雌 福乃百合×光平照×勝忠平 

ＢＭＳ11、枝肉重量 457kg、ロース芯 68cm2、バラ厚 8.7cm Ａ5 

 

○第１３５回全畜連「月例」肉用牛枝肉研究会（１１／５） 

 

最優秀賞 （株）川口ファーム 去勢 秋忠平×隆之国×安福久 

ＢＭＳ12、枝肉重量 572kg、ロース芯 102cm2、バラ厚 9.4cm Ａ5 

 

○一般出荷（１１／４） 

 

マルニトータルサービス 去勢 幸忠栄Ｆ１ 

ＢＭＳ8、枝肉重量 579kg、ロース芯 68cm2、バラ厚 8.1cm Ａ5 

以上、枝肉写真はこちら  

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/t/8101424993 

 

○岩手ふるさと農協前沢牛第５４回枝肉共進会（１１／１７） 

 

優秀賞 小形牧場 去勢 秋忠平×美国桜×平茂勝 

ＢＭＳ12、枝肉重量 573kg、ロース芯 100cm2、バラ厚 9.0cm Ａ5 

 

優良賞 安部直也氏 去勢 茂晴花×百合茂×菊福秀 

ＢＭＳ12、枝肉重量 588kg、ロース芯 88cm2、バラ厚 8.2cm Ａ5 

 

○令和２年度米沢牛枝肉共励会（１１／１８） 

 

最優秀賞 横山晃太氏 雌 光平照×百合茂×第１花国 

ＢＭＳ12、枝肉重量 414kg、ロース芯 78cm2、バラ厚 7.3cm Ａ5 

 

優秀賞 青木芳治氏 雌 美津百合×安福久×平茂勝 

ＢＭＳ11、枝肉重量 403kg、ロース芯 68cm2、バラ厚 7.4cm Ａ5 

 

優良賞 矢久保翔氏 雌 福乃百合×光平照×安茂勝 

ＢＭＳ11、枝肉重量 519kg、ロース芯 73cm2、バラ厚 9.2cm Ａ5 

 

優良賞 米沢肉用牛センター 雌 百合勝安×菊福秀×平茂勝 

http://liaj.lin.gr.jp/index.php/detail/data/t/8101424993


ＢＭＳ11、枝肉重量 528kg、ロース芯 92cm2、バラ厚 8.0cm Ａ5 

 

 

体┃外┃受┃精┃卵┃情┃報┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆体外受精卵を封入したストローの表示の変更事項について◆ 

 

本件につきましては、前２２３号でご紹介したところですが、「卵信ミニ

Vol.３」にも当団の対応および変更事項について掲載いたしました。家畜

バイテクセンターＨＰにアップいたしましたので下記をご覧ください。 

http://liaj.or.jp/ivf/tamago_mini/index.html 

 

◆Sort90Ｙ幸忠栄の体外受精卵の移植はご注意ください◆ 

 

令和２年１０月１日よりSort90Ｙ幸忠栄の黒毛和種体外受精卵の販売を開

始しました。当面はＭＧＳ＋凍結卵のみの供給です。「幸忠栄」はＧ育種

価枝肉主要３形質で福之姫に次ぐ第２位を象徴する優れた現場肥育成績も

続々と判明してきている「枝肉重量三銃士」の一角です。そのため産子が

大きい可能性がありますので、分娩には十分に注意していただくとともに、

移植する受卵牛も経産牛や大型の牛をお勧めします。 

 

◆新鮮卵輸送計画◆ 

 

家畜バイテクセンターＨＰに令和２年１２月２６日（土）移植分までの新

鮮卵輸送計画を掲載していますので下記をご覧ください。 

http://liaj.or.jp/ivf/menu/shin.html 

 

 

牛┃群┃検┃定┃関┃係┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◇令和２年度 お試し検定を募集中！◇ 

 

今年度も牛群検定を６ヶ月間無料体験できる、お試し検定を実施していま

す！６カ月間の検定経費を補助しますので、ぜひご利用ください！！興味

のある方はお近くの牛群検定組合または事業実施主体までお問い合せくだ

さい。またご不明な点は当団でも承ります。 

http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei_info.html 

 

◇牛群検定通信（検定成績表の裏面）を更新しました◇ 

 

Ｎｏ．１２７ ２０２０年１１月号 記事 

除籍理由を活用しましょう。牛群検定での具体的な除籍理由と都府県での

比率を掲載しています。自分の検定成績表と見比べて飼養管理に役立てて

ください。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/gyukentusin127.pdf 

http://liaj.or.jp/ivf/tamago_mini/index.html
http://liaj.or.jp/ivf/menu/shin.html
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei_info.html
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/gyukentusin127.pdf


 

◇増刊牛群検定通信を更新しました◇ 

 

増刊牛群検定通信 Ｎｏ．１１８ 令和２年１１月号 主な記事 

・冬季の分娩管理に注意しましょう。冬季の死産を検定成績表で確認する

方法を掲載しています。 

・分娩時月齢をチェックしましょう。各産次での分娩時月齢の度数分布と、

自分の検定成績表と見比べるポイントを掲載しています。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/zoukan118.pdf 

 

◇検定員の方々へのお知らせを更新しました◇ 

 

検定員の方々へのお知らせ Ｎｏ．１０９ 令和２年１１月号主な記事 

冬本番が間近です。暗い牛舎内ではペンライトを使い、正確に乳量計を読

み取りましょう。サンプルを屋外に放置するのは厳禁です。 

※他、増刊牛群検定通信と同じ記事 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/osirase109.pdf 

 

 

肉┃牛┃ト┃ピ┃ッ┃ク┃ス┃ 

━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 

◆令和２年度全国肉用牛共励会◆ 

 

１０月３０日、東京食肉市場で、和牛去勢２６５頭、牝１５９頭、交雑種

７４頭の枝肉共励会が開催されました。コロナ禍で不安でしたが無事開催

され、市場も関係者は非常に喜んでおられました。例年の１０％ぐらいの

少ない観客でしたが、盛り上がった共励会でした。特に、牝の観客が目立

ちました。和牛去勢の名誉賞は、（株）松永牧場の百合白清２で６，５７

６，３３９円、和牛牝の最優秀賞は、（株）まる亀こうじ牧場の茂晴花で

３，０５４，４８６円、交雑種の最優秀賞は、太田充英氏の福之姫で１，

９３９、３９２円で、最近のそれなりの枝肉価格を反映した価格でした。

永年この共励会を見てきましたが、今回の共励会で、特に感じたことは、

種雄牛の世代交代が進んできたなということでした。特に、交雑種の最優

秀賞の福之姫は、交雑種で今までに見たことがない和牛のような枝肉でし

た。ＢＭＳ№が１１で、バラ・カブリも和牛のように充実していました。

最近、交雑種の枝肉成績が上がっていますが、さらに、レベルアップする

キッカケになるのではないかと思いました。牝の最優秀賞の茂晴花もバラ

ンスが取れたすばらしい枝肉でした。当団の次の世代を背負う種雄牛の活

躍が目立った共励会でした。（寺島） 

 

 

事┃業┃関┃係┃ 

━┛━┛━┛━┛ 

◇２０２０後検（前期）調整交配（乳牛）◇ 

 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/zoukan118.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/osirase109.pdf


２０２０後検前期の交配期間は令和３年２月までとなっています。正確な

後代検定には、国内娘牛の記録が重要です。期間内の交配について、皆様

のご協力をお願いいたします。 

 

◆２９現検（前期）枝肉調査終了！（肉牛）◆ 

 

２９年度前期候補種雄牛の現場後代検定調査牛のすべての枝肉調査が終了し

ました。このあと、枝肉成績の入手・集計を行います。種雄牛別の枝肉成績に

ついては、ホームページに掲載しています。 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n29-1f_gaiyo.pdf 

 

◆３１現検（前期）検定調査牛導入まもなく終了！（肉牛）◆ 

 

３１年度前期候補種雄牛の現場後代検定調査牛について、各肥育委託農家等へ

の導入が１１月２１日に終了する予定です。関係者の皆様におかれましては、

検定調査牛の個体確認等ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

◆３１現検（後期）検定調査牛（肉牛）◆ 

 

３１年度後期候補種雄牛の現場後代検定調査牛はおおむね令和２年７～９月

に生産されました。関係者の皆様におかれましては、検定調査牛の日齢に見合

った発育をするよう良好な哺育・育成管理をよろしくお願いいたします。また、

雄子牛の去勢は、生後４カ月齢までに確実に実施するようよろしくお願いいた

します。併せて、遺伝子型検査（親子判定）は購買までに確実に実施するよう

よろしくお願いいたします。 

（平成３１年度後期候補種雄牛名簿） 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n31-2r_sire.pdf 

 

◆Ｒ０２現検（後期）調整交配実施中！（肉牛）◆ 

“交配終了期日がせまっています！” 

 

令和２年度後期候補種雄牛１３頭の調整交配期間は１２月１４日までです。関

係者の皆様におかれましては、調整交配協力雌牛全頭への交配をよろしくお願

いいたします。 

（令和２年度後期候補種雄牛名簿） 

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/nr02-2r_sire.pdf 

 

 

編集後記 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

この時期恒例となっている丸の内界隈のシャンパンゴールドに彩られた街

路樹を眺めていると冬の足音が聞こえてくるようです。そんな中、夜のウ

ォーキングの途中、ここ１週間で３度タヌキに出くわしました。周辺では

新たなバイパスの建設真っ只中でエサ場が少なくなっているのでしょうか。

仕方なく人前に出てきているのかと思います。タヌキのずんぐりしたイメ

http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n29-1f_gaiyo.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/n31-2r_sire.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/uploads/nr02-2r_sire.pdf


ージは、この時期に冬の備えで脂肪を蓄えた様子です。私たちはタヌキを

まねる必要はないのですが、コロナ禍でしかもインフルエンザにも備えな

ければなりません。健康一番、皆様ご安全にお過ごしください。（T） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

┏┓┏┳━┓┏┓発行元：一般社団法人 家畜改良事業団 

┃┃┃┃┃┃┃┃サイト：<http://liaj.lin.gr.jp/> 

┃┗┫┃ ┣┛┃メール：<webmaster@liaj.or.jp> 

┗━┻┻┻┻━┛電話（代表）：03-5621-8911  

 

★万一、当メールがご迷惑をおかけしている場合や連絡先等の変更などが

ある場合は、大変お手数ですが折り返し下記アドレスまでご連絡ください。

webmaster@liaj.or.jp 

★当団のメールマガジンはスマートフォンへの配信も行っています。 

ご希望の方は、上記アドレスまでご連絡ください。          

★このメールマガジンにはファイルは添付されていません。 

 

http://liaj.lin.gr.jp/
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