
受精卵担当者　様

JA全農ET研究所　凍結受精卵リスト　（2023.03.06）

種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

プレミア卵　：　各プレミア卵の詳細は広告ページをご確認ください

※北海道育種価供卵牛凍結受精卵リスト

紀多福 M1309 芳之国 安福久 平茂勝 3

勝忠平 G6377 金太郎３ 安福久 平茂勝 7

幸紀雄 G6303 美津照重 安福久 平茂勝 4

美国桜 R2960 勝忠平 安福久 平茂勝 6

勝乃幸 G6578 金太郎３ 安福久 百合茂 2

百合美 G6642 勝早桜５ 安福久 金幸 6

※高ゲノム育種価供卵牛凍結受精卵リスト

紀多福 G6670 白鵬８５の３ 安福久 平茂勝 4

美国桜 G6376 金太郎３ 安福久 百合茂 8

福之鶴 G6443 金太郎３ 安福久 勝忠平 8

※種雄牛

安福久 C0137 耕富士 秀正実 福之国 8

安福久 G6340 美国桜 百合茂 安福久 11

全農種雄牛卵

勝鈴蘭 G6451 美国桜 光平照 福之国 7

百忠平 G6279 幸紀雄 美国桜 安福久 8

百忠平 G6125 華春福 勝忠平 北国７の８ 5

満天太郎 G6599 百合白清２ 安福久 平茂晴 6

正平星 G6460 美国桜 勝忠平 安福久 10

正平星 G6190 華春福 安福久 百合茂 4

美津雄 G6564 諒太郎 安福久 北平安 10

満天桜 G6315 勝忠平 安福久 百合茂 8

特別対策卵

拓忠平 G6340 美国桜 百合茂 安福久 8
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

和牛卵

福之姫 C0436 安福久 耕富士 勝忠平 8

福之姫 F0838 安福久 美国桜 百合茂 7

福之姫 F0893 安福久 美国桜 百合茂 4

福之姫 F0940 安福久 平茂晴 勝忠平 8

福之姫 F0958 安福久 幸紀雄 第１花国 12

福之姫 G6436 安福久 華春福 百合茂 6

福之姫 E0957 白鵬８５の３ 安平照 第１花国 6

福之姫 F0817 耕富士 安福久 百合茂 14

福之姫 F0953 美国桜 安福久 百合茂 22

福之姫 F0966 勝忠平 安福久 平茂勝 8

福之姫 F0971 華春福 安福久 平茂勝 8

北美津久 G6655 耕富士 安福久 百合茂 19

北美津久 C0545 美国桜 安福久 百合茂 19

北美津久 E0931 百合白清２ 安福久 第１花国 3

北美津久 G6674 福之姫 安福久 百合茂 14

北美津久 C0383 諒太郎 安福久 平茂勝 7

北美津久 G6424 諒太郎 安福久 平茂勝 6

北美津久 C0530 勝忠平 安福久 百合茂 16

北美津久 G6411 勝早桜５ 百合茂 安福久 6

美国桜 F0861 耕富士 安福久 勝忠平 5

美国桜 G6659 福之姫 百合白清２ 安福久 10

美国桜 G6572 勝忠平 安福久 百合茂 7

福之鶴 C0555 安福久 忠富士 安平 17

福之鶴 G6528 安福久 勝忠平 福之国 5

福之鶴 C0399 耕富士 華春福 安福久 13

福之鶴 G6640 美国桜 百合茂 安福久 8

福之鶴 E0938 百合白清２ 第１花国 安福久 16

福之鶴 C0469 紀多福 百合茂 福桜（宮崎） 8

福之鶴 G6240 華春福 勝忠平 金幸 9

紀多福 G6680 安福久 百合茂 安平 13

紀多福 C0547 美国桜 安福久 百合茂 9

紀多福 C0524 美国桜 百合茂 安福久 9

紀多福 C0561 百合白清２ 華春福 安福久 8

紀多福 G6372 勝早桜５ 安福久 第１花国 15
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

勝早桜５ C0512 美国桜 百合茂 安平 15

勝早桜５ G6417 美津照重 勝忠平 安福久 7

若百合 C0543 安福久 勝忠平 第１花国 7

若百合 C0491 美国桜 安福久 勝忠平 14

若百合 G6673 満天白清 美津照重 安福久 3

若百合 G6184 華春福 勝忠平 安福久 4

諒太郎 G6334 隆之国 勝忠平 安福久 3

関平照 G6655 耕富士 安福久 百合茂 13

関平照 M1345 百合白清２ 安福久 第１花国 7

関平照 G6459 勝早桜５ 安福久 百合茂 7

勝忠平 G6681 満天白清 美穂国 忠富士 5

福増 G6325 勝早桜５ 百合茂 金幸 3

百合未来 G6227 美国桜 忠富士 安福久 4

百合未来 G6294 華春福 勝忠平 安平 6

安亀忠 F0915 美国桜 安福久 勝忠平 15

安亀忠 G6506 百合茂 安福久 平茂勝 12

安亀忠 G6645 幸紀雄 秀正実 忠富士 8

茂晴花 G6539 美国桜 勝忠平 安福久 6

茂晴花 G6613 秀幸福 百合茂 安福久 10

貴隼桜 G6544 諒太郎 安福久 安茂勝 8

貴隼桜 G6509 百合茂 安福久 平茂勝 11

貴隼桜 G6273 美津照重 隆之国 勝忠平 7

豊奨菊 G6606 美国桜 勝忠平 安福久 8

豊奨菊 G6669 満天白清 美穂国 忠富士 2

百合美 G6656 福之姫 百合白清２ 安福久 6

百合美 G6473 勝早桜５ 安福久 百合茂 13

※リストに載せている受精卵情報をブログで紹介しております。

　QRコードを添付致しますので是非ご覧ください！

受注締切日： 3月13日(月曜日)

受注報告日： 3月15日(水曜日)
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