
 

 

乳用牛受精卵供給事業について 

 

千葉県畜産総合研究センター 

嶺岡乳牛研究所 

 

受精卵移植技術（ＥＴ）は乳牛における育種改良の手段として普及しております。千葉県では全

国に先駆け昭和61年に受精卵供給事業を開始し、現在は下記体制で県内に遺伝的能力に優れ

た乳牛の雌牛（供卵牛）から採取した受精卵をお届けしています。 

 

1 事業の利用方法 

お近くの千葉県農業共済組合の各診療所、千葉県みるく農業協同組合及び安房農業協同組

合まで「嶺岡の受精卵を使いたい」とお声がけいただくだけで簡単に御利用いただけます。なお、

御利用の際は下記の制度等を十分に御理解いただいた上で、お申し込みください。御不明な点

がございましたら嶺岡乳牛研究所まで御連絡ください。 

 

2 供給方法と料金体系 
供給方法は「受胎保証」制と、有償譲渡（一部の受精卵のみ）の2通りです。 

(1) 「受胎保証」制 

委託団体による移植後90日までに妊娠鑑定を受けていただき、受胎が確認されれば対価をお支

払いただく供給方法です。 

受胎が確認されなければ受精卵に対する対価の支払はございません。 

（注意）・移植に際しては別途、委託団体への移植料等が発生します。 

・移植後90日を経過して受卵牛の妊娠が確認された時点で受精卵の対価を 

お支払いただきます。 

 



 

 

「受胎保証」制の対価は、移植した受精卵の種類により次の３通りです。 

① 通常の受精卵 33,000円（消費税込み） 

② 性選別精液により生産された受精卵 55,000円（消費税込み） 

③ LAMP法により判別した性判別受精卵(雌) 77,000円（消費税込み）  

（注意）②及び③で雄が生産された場合であっても対価等の返金等はいたしません。 

 

(2) 有償譲渡 

受精卵の生産から２年以上経過した通常の受精卵（「受胎保証」制の①）は、県内飼養の牛に移

植する目的である場合は有償譲渡することも可能です。ただし、対価の納入確認後の譲渡となり

、受胎保証ではありません。また、譲渡した受精卵の保管は各自でお願いいたします。対価は受

精卵１個 8,800円（消費税込み） です。 
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3 嶺岡乳牛研究所の供卵牛 

嶺岡乳牛研究所では一定の基準を超えた牛のみ供卵牛として受精卵を採取し、県内酪農家へ

供給しています。詳しくはカタログに記載しています。 

 

もっと詳しく知りたい方、御意見・御要望等は下記の連絡先へご連絡ください。 

 

連絡先     千葉県畜産総合研究センター 嶺岡乳牛研究所 

電話：０４７０－４６－３０１１  ファックス：０４７０－４６－３０１２ 

メール：mineoka@mz.pref.chiba.lg.jp  

（ご連絡の際は住所・氏名・電話番号をご記入ください） 

mailto:chikuse@mz.pref.chiba.lg.jp


令和３年７月９日時点
No. 略号 名号 区分 登録番号 生年月日 父 母 産乳成績 体格審査 遺伝評価(％ランク上位）
1 ﾗｲｵﾈﾙ OK ｱﾄﾞﾌｲｰﾊﾞｰ ﾗｲｵﾈﾙ 北海道 1410120562 2014/4/16 ｸﾗﾂｸﾎｰﾑ ﾌｲｰﾊﾞｰ ET OK ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾄ ﾗｲｵﾈﾙ 4-03y,237d,2x,6857-263-3.8%-3.0%-8.4% 4-07 88(89,84,89,88) 耐久性成分・疾病繁殖成分・決定得点3%他

2 ｼﾝﾃﾞｲ TMF ｵｰｹｰ ﾌﾞﾗｰｽ ｼﾝﾃﾞｲ ﾃｲﾅｰ 北海道 1391418511 2014/7/22 ﾊﾟｲﾝﾂﾘｰ ｼﾄﾞ ET TMF ｵｰｹｰ ﾌﾞﾗｸﾚｽ ﾃｲﾅｰ ET 5-01y,305d,2x,11839-430-3.6%-3.1%-8.6% 6-10 87(88,83,88,87)

3 ﾙﾝﾊﾞ ﾐﾈｵｶ ｽﾄｰﾐｲ ﾌﾞﾘﾂﾂ ﾙﾝﾊﾞ ET 造成 1257603884 2011/5/23 ﾌｰｽﾃﾂﾄﾞ ｴﾓﾘｰ ﾌﾞﾘﾂﾂ ET ﾐﾈｵｶ ｽﾄｰﾐｲ ｽﾄｰﾑ ﾙｲ 4-07y,305d,2x,14191-353-2.5%-2.7%-7.8% 5-00 85(86,83,87,84) 乳量6%

4 ﾙｰ ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ﾐﾘｵﾝ ﾙｰ ET 造成 1257603808 2011/2/17 ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｱﾓﾝ ﾐﾘｵﾝ  ET ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ﾊｰｼｴﾙ ﾙﾐｴｰﾙ 3-06y,305d,2x,12348-420-3.4%-3.3%-8.9% 5-03 87(87,84,89,87)

5 ｸﾙﾙ ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾌﾟﾗﾈﾂﾄ ｸﾙﾙ 造成 1257603907 2011/7/7 ｴﾝｾﾅﾀﾞ ﾀﾌﾞｰ ﾌﾟﾗﾈﾂﾄ ET ﾐﾈｵｶ ﾓﾃﾞｽﾄ ｸﾘｽﾃｲ 4-01y,305d,2x,11918-396-3.3%-3.4%-9.0% 4-06 86(86,82,89,86) 乳代効果・乳量・無脂固形分量他1%他

6 ｴﾘｽ ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾝｹｰ HB ｴﾘｽ 造成 1349304248 2012/11/27 ﾐﾈｵｶ ﾊﾉｰﾊﾞｰ ﾎﾞﾝﾄﾞ ET ﾀﾞﾝｹｰ ﾘｰﾀﾞｰ ｴﾘｶ 4-05y,305d,2x,11904-422-3.5%-3.2%-8.6% 4-05 88(89,85,90,87) 肢蹄9%

7 ﾊﾟﾙｺ ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰｼﾞ ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙﾂｸ ﾊﾟﾙｺ ET 造成 1349304262 2012/12/19 ｼﾞﾚﾂﾄ ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙﾂｸ ET ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰｼﾞ ﾙﾄﾞﾙﾌ ﾊﾟﾙ ET 4-01y,305d,2x,11357-437-3.8%-3.3%-8.7% 4-05 86(86,85,88,85)

8 ﾒﾛﾃﾞｲｰ ﾐﾈｵｶ ﾒﾗﾆｰ ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙﾂｸ ﾒﾛﾃﾞｲｰ ET 造成 1397804516 2014/3/31 ｼﾞﾚﾂﾄ ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙﾂｸ ET TMF ﾌﾞﾙｰ ﾀﾞｰﾊﾑ ﾒﾗﾆｰ ET 3-01y,305d,2x,11312-409-3.6%-3.3%-8.9% 5-01 85(86,86,87,83) 肢蹄2%、体貌と骨格8%、乳用強健性9%

9 ｵｽｸﾛ ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰｼﾞ ﾋﾙ ｵｽｸﾛ 造成 1460404575 2014/7/30 ﾛﾂﾀﾋﾙ ｼﾖﾄﾙ 41 ET ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰｼﾞ ﾛｰｿﾘﾃｲ ｵｰﾛﾗ 2-11y,305d,2x,8835-366-4.1%-3.5%-9.0% 3-03 85(84,84,87,85) 決定得点10%

10 ｺｰｽ ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ﾌﾞﾗｳﾗｰ ｺｰｽ ﾌﾀｺﾞ 造成 1397804561 2014/7/29 ｼﾞｴﾆﾍﾞﾂｸ ﾌﾞﾗｳﾗｰ ET ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ｼﾞﾔｽﾃｲｽ ｺｰﾄﾆｰ 3-03y,305d,2x,9789-383-3.9%-3.5%-9.1% 4-09 86(87,85,85,85)

11 ﾚｽﾞﾘｰ ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ﾌｲｰﾊﾞｰ ﾚｽﾞﾘｰ 造成 1460404582 2014/8/27 ｸﾗﾂｸﾎｰﾑ ﾌｲｰﾊﾞｰ ET ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ｼﾞﾔｽﾃｲｽ ﾚｲ 3-03y,305d,2x,10402-416-4.0%-3.2%-8.7% 4-08 87(88,86,87,86) 体貌と骨格7%

12 ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ ﾐﾈｵｶ ｶﾌﾞﾚﾂﾄ ｽｰﾊﾟｰ ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 造成 1460404636 2014/10/2 ｼﾔｰﾚｽﾃﾞｰﾙ ｽｰﾊﾟｰｽﾃｲｼﾖﾝ ET ﾐﾈｵｶ ｶﾌﾞﾚｯﾄ ﾏｼﾞｴｽﾀ ﾀﾞﾘｱ 5-06y,305d,2x,14654-499-3.4%-3.1%-8.5% 6-08 90(89,87,90,91) 乳代効果・乳量4%、無脂固形分量他5%他

13 ﾓﾁｰﾌ ﾐﾈｵｶ ｳｲﾆｰ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ﾓﾁｰﾌ 造成 1460404698 2014/12/16 ｼｰｶﾞﾙﾍﾞｲ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ET ﾐﾈｵｶ ｳｲﾆｰ HB ﾓｰﾆﾝｸﾞ 2-10y,305d,2x,8947-378-4.2%-3.3%-8.9% 4-05 85(86,82,87,84) 乳脂量8%

14 ﾊﾟﾙﾌｴ ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰｼﾞ ﾌﾟﾗﾈﾂﾄ ﾊﾟﾙﾌｴ 造成 1460404674 2014/11/29 ｴﾝｾﾅﾀﾞ ﾀﾌﾞｰ ﾌﾟﾗﾈﾂﾄ ET ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰｼﾞ ｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾙﾂｸ ﾊﾟﾙｺ ET 3-02y,305d,2x,11260-452-4.0%-3.2%-8.5% 5-01 85(86,80,87,85) 乳脂量6%

15 ﾙｰﾗ ﾐﾈｵｶ ｽﾄｰﾐｲ ｵｰｿﾘﾃｲ ﾙｰﾗ 造成 1487304803 2015/8/8 ﾃﾞｽｰ ｵｰｿﾘﾃｲｰ ET ﾐﾈｵｶ ｽﾄｰﾐｲ ｼﾖﾂﾄ ﾙﾂｺﾗ 4-03y,305d,2x,13842-417-3.0%-2.9%-8.1% 4-05 85(86,84,87,85) 乳量4%、乳代効果10%

16 ｸﾛｰﾑ　※2 ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾌﾞﾂｹﾑ ｸﾛｰﾑ 造成 1466705003 2016/3/1 ﾃﾞｽｰ 521 ﾌﾞﾂｹﾑ ET ﾐﾈｵｶ　ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ　ﾊﾞｰﾝｽﾞ　ｸﾛｰﾃﾞﾙ 3-06y,305d,2x,11946-442-3.7%-3.3%-8.7% 5-03 86(87,88,87,85) 乳用強健性3%、肢蹄・無脂固形分量他7%他

17 ｼﾝｼｱ　※1 ﾐﾈｵｶ ｼﾝﾃﾞｲｰ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ｼﾝｼｱ 造成 1487304889 2016/5/8 ﾒｰﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝｽﾞｱｲ G W ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ET TMF ｵｰｹｰ ﾌﾞﾗｰｽ ｼﾝﾃﾞｲ ﾃｲﾅｰ 2-00y,305d,2x,7764-301-3.9%-3.2%-8.9% 2-06 81(81,82,84,80) 耐久性成分・肢蹄・乳用強健性・乳器3%他

18 ｼﾔﾛﾝ　※1 ﾐﾈｵｶ ｼﾝﾃﾞｲ ﾓｰｸﾞﾙ ｼﾔﾛﾝ 造成 1416005245 2017/11/3 ﾏｳﾝﾄﾌｲｰﾙﾄﾞ SSI DCY ﾓｰｸﾞﾙ ET TMF ｵｰｹｰ ﾌﾞﾗｰｽ ｼﾝﾃﾞｲ ﾃｲﾅｰ 2-01y,305d,2x,8586-376-4.4%-3.2%-8.8% 2-02 82(83,80,81,82)

19 ﾁﾔｲｶ　※2 ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ ﾁﾔｲｶ 造成 1550405291 2017/11/22 ﾒｰﾌﾟﾙ ｳｰﾄﾞ ﾌﾞﾙｰﾏｽﾀｰ ET ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ ﾁﾔﾍﾟﾙ 乳脂量8%

20 ｴﾋﾞｽ　※1 ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾝｹｰ ﾓｰｸﾞﾙ ｴﾋﾞｽ ET 造成 1550405369 2018/3/6 ﾏｳﾝﾄﾌｲｰﾙﾄﾞ SSI DCY ﾓｰｸﾞﾙ ET ﾀﾞﾝｹｰ ﾘｰﾀﾞｰ ｴﾘｶ 3-03 82(82,80,83,82)

21 ｸﾛﾉｽ　※2 ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾋﾟﾕｱ ｸﾛﾉｽ 造成 1550405376 2018/3/31 STE ｵﾃﾞｲｰﾙ ﾋﾟﾕｱ ET ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾌﾞﾂｹﾑ ｸﾛｰﾑ 耐久性成分・乳器2%、決定得点7%、乳量8%

22 ｶﾑﾘ　※2 ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ｼﾞｴﾀﾞｲ ｶﾑﾘ 造成 1550405390 2018/4/17 S-S-I　ﾓﾝﾄﾛｽ　ｼﾞｴﾀﾞｲ　ET ﾐﾈｵｶ　ﾊﾞｰﾅ　ｽｰﾀﾞﾝ　ｶﾘﾌﾟｿ 3-01 82(83,79,83,82) 乳量・乳蛋白・乳代効果・無脂固形分量1%他

23 ｸﾚｱ　※2 ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲｰ ﾊﾞｰﾝｽﾞ ｸﾚｱ 造成 1487304810 2015/8/14 ﾃﾞﾕﾄﾞﾂｸ ﾐｽﾀｰ ﾊﾞｰﾝｽﾞ ET ﾐﾈｵｶ ｼﾞﾕｰﾃﾞｲ ﾌﾟﾗﾈﾂﾄ ｸﾙﾙ 3-03y,305d,2x,12019-417-3.5%-3.3%-8.8% 3-09 84(84,82,87,84) 乳蛋白質量1%、乳第効果・乳量3%他

24 ｶﾘｽﾀ ﾐﾈｵｶ   ﾊﾞｰﾅ   ﾏﾂｶﾁｴﾝ   ｶﾘｽﾀ 造成 1487304865 2015/12/20 ﾃﾞｽｰ BKM ﾏﾂｶﾁｴﾝ 1174 ET ﾐﾈｵｶ　ﾊﾞｰﾅ　ｽｰﾀﾞﾝ　ｶﾘﾌﾟｿ 3-00y,305d,2x,10232-421-4.1%-4.1%-8.6% 3-05 85(86,84,86,85) 耐久性成分1%、肢蹄2%、決定得点5%他

25 ﾗﾌｱｴﾙ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾗｲｵﾈﾙ   ﾓﾝﾄﾛｽ   ﾗﾌｱｴﾙ 造成 1550405406 2018/4/21 ﾍﾞｰｺﾝﾋﾙ ﾓﾝﾄﾛｽ ET ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾗｲﾗ 1-10y,305d,2x,9208-317-3.4%-3.1%-8.7% 3-01 81(79,78,82,84) 乳器3%

26 ﾀﾞｲﾀﾞﾛｽ　※2 ﾐﾈｵｶ  ｶﾌﾞﾚﾂﾄ  ﾌﾗﾂｸﾞｼﾂﾌﾟ  ﾀﾞｲﾀﾞﾛｽ 造成 1461305475 2018/9/28 S-S-I ﾌｱｰｽﾄｸﾗｽ ﾌﾗﾂｸﾞｼﾂﾌﾟ ﾐﾈｵｶ ｶﾌﾞﾚﾂﾄ ｽｰﾊﾟｰ ﾀﾞｰｼﾞﾘﾝ 2-08 79(80,73,79,81) 疾病繁殖成分2%、長命連産効果10%

27 ｱｲﾘｰﾝ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾊﾞｰﾅ   ﾛｰﾄﾗｽﾄ   ｱｲﾘｰﾝ 造成 1461305505 2018/11/1 ｺﾑｽﾀｰ ﾛｰﾄﾗｽﾄ ﾐﾈｵｶ ﾊﾞｰﾅ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ｱﾃﾞﾙ 2-07 80(81,77,80,80) 体貌と骨格5%、耐久性成分9%、決定得点10%

28 ｿﾌﾟﾃﾞﾄ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾐﾂｸｽ   ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ  ｿﾌﾟﾃﾞﾄ  ET 造成 1461305536 2018/12/8 ﾒｰﾌﾟﾙｳｰﾄﾞ ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ ET ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ｿﾌｲｰ 2-06 82(82,79,84,82) 乳脂量7%

29 ﾀﾗｿﾜ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾀﾞｲｱ   ｺﾞｰﾙﾄﾞﾁﾂﾌﾟ  ﾀﾗｿﾜ 造成 1461305574 2019/1/5 ﾐｽﾀｰ ﾁﾔｼﾃｲｰ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾁﾂﾌﾟ ET ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾀﾏﾗ 体貌と骨格8%

30 ｿﾕｰｽﾞ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾐﾂｸｽ   ﾌｵｰﾁﾕﾝ   ｿﾕｰｽﾞ  ET 造成 1575505792 2019/7/28 ﾌﾟﾛｼﾞｴﾈｼｽ ﾌｵｰﾁﾕﾝ ET ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ｿﾌｲｰ 体細胞スコア5%、TPI20%、NM＄15%

31 ﾁｸﾞﾘｽ　※2 ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ﾙﾋﾞｺﾝ ﾁｸﾞﾘｽ ET 造成 1575505709 2019/11/22 EDG ﾙﾋﾞｺﾝ ET ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾌｲｰ ﾌﾞﾘﾕｰﾏｽﾀｰ ﾁﾔｲｶ 乳脂率1%、NM$4%、乳脂量5%、TPI10%

32 ﾗﾍﾞﾂｼ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾗｲｵﾈﾙ   ﾕﾆｸｽ   ﾗﾍﾞﾂｼ  ET 造成 1575505723 2019/11/26 ｸﾛﾄｰ ﾚｽﾍﾟﾛﾝ ﾕﾆｸｽ ET ﾐﾈｵｶ ﾗｲｵﾈﾙ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾗｲﾗ 体型5%、乳器5%

33 ｿｽﾗﾝ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾐﾂｸｽ   ﾛｰﾄﾗｽﾄ   ｿｽﾗﾝ  ET 造成 1575505754 2019/12/7 ｺﾑｽﾀｰ ﾛｰﾄﾗｽﾄ ﾐﾈｵｶ ﾐﾂｸｽ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ｿﾌｲｰ NM$9%、乳脂率10%

34 ﾙﾁﾅ　※2 ﾐﾈｵｶ   ﾍﾞﾂｶ   ﾀﾘｰﾉ   ﾙﾁﾅ 造成 1575505761 2019/12/23 ｳｴﾙｶﾑ ﾀﾘｰﾉ 3181 ET ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ｻﾙｰﾝ ﾙｸｰﾙ 乳脂量・乳脂率10%

35 ﾏﾙﾃﾞｲｰﾆ※2 ﾐﾈｵｶ　ｽｳｲｰﾄ　ﾊﾞﾝﾀﾞﾚｽ　ﾏﾙﾃﾞｲｰﾆ 造成 1575505693 2019/11/21 ﾜｰﾃﾞﾙ　ﾖﾀﾞｰ　ﾊﾞﾝﾀﾞﾚｽ　ET ﾐﾈｵｶ ｽｳｲｰﾄ ｽｰﾊﾟｰｻｲｱｰ ET 繁殖力指数・未経産受胎率・経産牛受胎率10%

36 ﾗｽｶﾘﾅ ※2 ﾐﾈｵｶ　ﾗｲｵﾈﾙ　ﾕﾆｸｽ　ﾗｽｶﾘﾅ　ET 造成 1575505655 2019/8/23 ｸﾛﾄｰ ﾚｽﾍﾟﾛﾝ ﾕﾆｸｽ ET OK ｱﾄﾞﾌｲｰﾊﾞｰ ﾗｲｵﾈﾙ 乳器・死産率10%

37 ｳｵｰﾃﾞﾝ　※2 ﾘｰﾌﾊﾞﾝﾋﾞ　ｽﾀﾝﾘｰｶﾂﾌﾟ　ｳｵｰﾃﾞﾝ 造成 1368711812 2013/7/20 ｼﾞﾚﾂﾄ ｽﾀﾝﾘｰｶﾂﾌﾟ  ET ﾘｰﾌﾊﾞﾝﾋﾞ ﾘｳﾞｴﾚｽﾄ ﾘﾘｰ 4-01,305d,2x,M10,228kg,F332kg,SFN918kg 5-10 88(88,87,90,88)

38 タマラ ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ﾏﾂｶﾁｴﾝ ﾀﾏﾗ 造成 1511105031 2016/9/4 ﾃﾞｽｰ BKM ﾏﾂｶﾁｴﾝ 1174 ET ﾐﾈｵｶ ﾀﾞｲｱ ﾁﾔﾝﾋﾟｵﾝ ﾙｰﾘﾝ 3-02y,305d,2x,10535-431-4.1%-3.5%-8.8% 4-09 86(88,82,86,86) 体貌と骨格　4%

39 ルクール※2 ﾐﾈｵｶ   ﾍﾞﾂｶ  ｻﾙｰﾝ  ﾙｸｰﾙ 造成 1550405345 2017/12/28 ｻﾝﾃﾞｲﾊﾞﾚｰ ｻﾙｰﾝ ET ﾐﾈｵｶ ﾍﾞﾂｶ ｱﾂﾄｳﾂﾄﾞ ﾙﾅ 1-11y,305d,2x,10309-387-3.8%-3.2%-8.8% 3-05 85(84,85,88,85) 総合指数12%、産乳成分10%、乳器7%他

40 エカチエリナ※2 ﾐﾈｵｶ   ﾀﾞﾝｹｰ ﾀﾄｳｰ ｴｶﾁｴﾘﾅ ET 造成 1575505662 2019/8/27 ﾀﾞｹﾂﾄ ｸﾗﾂｼﾕ ﾀﾄｳｰ ET ﾀﾞﾝｹｰ ﾘｰﾀﾞｰ ｴﾘｶ 耐久成分2%、疾病繁殖成分1%、肢蹄2%他

41 シノン※2 ﾐﾈｵｶ  ｼﾝﾃﾞｲ  ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ  ｼﾉﾝ  ET 造成 1575505778 2020/1/1 ｳﾂﾄﾞｸﾚｽﾄ  ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ ﾐﾈｵｶ ｼﾝﾃﾞｲ ﾓｰｸﾞﾙ ｼﾔﾛﾝ 耐久成分7%、決定得点8%、肢蹄4％他

42 シロナ※2 ﾐﾈｵｶ  ﾐﾂｸｽ  ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ  ｼﾛﾅ  ET 造成 1575505679 2019/9/11 ｳﾂﾄﾞｸﾚｽﾄ  ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ TMF ｵｰｹｰ ﾌﾞﾗｰｽ ｼﾝﾃﾞｲ ﾃｲﾅｰ 耐久成分3%、決定得点3%、肢蹄3％、乳器6％他

43 チヤーミー※2 ﾐﾈｵｶ  ﾁﾔｰ ﾌﾞﾚｰｸ ﾁﾔｰﾐｰ  ET 造成 1524047496 2020/2/16 ｳｵｰﾙﾅﾂﾄﾛｰﾝ ﾌﾞﾚｰｸ ET ﾀｸｼﾝ ｺｰﾘﾝ ｽﾊﾟﾗﾙ 体貌と骨格7%、肢蹄3％、乳用強健性10％

44 エドリス※2 ﾐﾈｵｶ   ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ  ｼﾞｴﾂﾄ  ｴﾄﾞﾘｽ  ET 造成 1452805847 2020/3/26 S-S-I ﾓﾝﾄﾛｽ ｼﾞｴﾂﾄ  ET ﾐﾈｵｶ ﾀﾞﾝｹｰ HB ｴﾘｽ 疾病繁殖成分　3%

45 アポロ ｴﾂｾﾝｽ ｷﾝｸﾞﾄﾂｸ ﾌﾞﾗｳﾗｰ ｱﾎﾟﾛ 2 ET 北海道 1512013649 2019/7/12 ｳﾂﾄﾞｸﾚｽﾄ ｷﾝｸﾞﾄﾞﾂｸ ｴﾂｾﾝｽ ﾌﾞﾗｳﾗｰ ｴﾙ ｱﾎﾟﾛ

46 ボランテイア ﾛﾂｸｳ  ｿﾘﾕｰﾄ  ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱ 北海道 1407625339 2019/11/21 ﾌﾕｰｽﾃﾂﾄﾞ S-S-I ｿﾘﾕｰｼﾖﾝ ET ﾛﾂｸｳ ﾓﾃﾞｽﾄ ﾎﾞﾗﾝﾁ 02 ET

【※印は体格得点及び泌乳成績以外の基準で供卵牛となったもの】

県有乳用供卵牛一覧

※1 導入した本牛を母にもつもの。

※2 ゲノミック評価においていずれかの項目で10％ランク上位の数値を得ており、その中でも供卵牛として適当であると考えられるもの。


