
受精卵担当者　様

JA全農ET研究所　凍結受精卵リスト　（2023.03.20）

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

幸紀雄 R2490 安福久 平茂勝 神高福 5

美国桜 G6377 金太郎３ 安福久 平茂勝 8

勝忠平 G6303 美津照重 安福久 平茂勝 6

勝乃幸 G6476 安福久 勝忠平 金幸 8

紀多福 G6543 美国桜 勝忠平 安福久 6

百合美 G6264 美津照重 平茂晴 平茂勝 8

※高ゲノム育種価供卵牛凍結受精卵リスト

関平照 G6658 百合白清２ 勝忠平 安福久 8

若百合 G6665 満天白清 耕富士 福之国 4

貴隼桜 G6662 美国桜 耕富士 安福久 8

※種雄牛

安福久 C0245 満天白清 茂洋 安福久 5

安福久 E0987 幸紀雄 勝忠平 第１花国 8

全農種雄牛卵

百忠平 G6262 幸紀雄 安福久 勝忠平 7

満天太郎 G6626 美国桜 百合茂 安福久 8

満天太郎 G6427 美津照重 白清８５の３ 第１花国 3

正平星 G6460 美国桜 勝忠平 安福久 5

美津雄 G6552 勝早桜５ 安福久 百合茂 2

美津雄 G6102 勝忠平 平茂晴 安平 6

北桜丸 G6266 華春福 百合茂 安糸福 8

特別対策卵

拓忠平 G6400 美国桜 安福久 平茂勝 9
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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 F0965 安福久 勝忠平 安福１６５の９ 8

福之姫 F0994 安福久 勝忠平 福栄 8

福之姫 F1008 安福久 勝忠平 神高福 6

福之姫 F0948 安福久 百合茂 平茂勝 11

福之姫 F0988 安福久 百合茂 金幸 8

福之姫 F0995 安福久 百合茂 美津福 11

福之姫 F0997 安福久 百合茂 神高福 9

福之姫 F0951 安福久 忠富士 福之国 9

福之姫 E0986 耕富士 秀正実 福桜（宮崎） 11

福之姫 D0354 耕富士 忠富士 安平 7

福之姫 D0348 百合白清２ 花国安福 安福久 4

福之姫 F0967 華春福 安福久 百合茂 12

福之姫 C0626 金太郎３ 安福久 第１花国 3

北美津久 C0632 安福久 勝忠平 美穂国 10

北美津久 C0478 美国桜 安福久 平茂勝 4

北美津久 C0590 美国桜 安福久 金幸 8

北美津久 D0341 福之姫 安福久 平茂勝 8

北美津久 C0581 美国桜 白清８５の３ 勝忠平 15

北美津久 C0588 美国桜 百合茂 第１花国 21

北美津久 C0602 幸紀雄 安福久 百合茂 4

北美津久 G6481 幸紀雄 勝忠平 安福久 18

美国桜 C0313 安福久 忠富士 平茂勝 2

美国桜 G6583 百合白清２ 安福久 平茂晴 8

美国桜 C0653 百合白清２ 幸紀雄 安福久 11

美国桜 C0598 勝早桜５ 安福久 忠富士 7

美国桜 G6432 金太郎３ 安福久 勝忠平 8

福之鶴 G6585 安福久 勝忠平 福之国 7

福之鶴 C0570 安福久 百合茂 安平 9

福之鶴 C0523 美国桜 安福久 百合茂 8

福之鶴 E0936 百合白清２ 安福久 勝忠平 6

福之鶴 G6374 諒太郎 安福久 百合茂 4

福之鶴 G6437 諒太郎 安福久 忠富士 11

福之鶴 E0927 幸紀雄 安福久 平茂勝 27

福之鶴 G6586 勝早桜５ 美国桜 安福久 12
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種雄牛名 タッグNO 父 母の父 母の祖父 個数

紀多福 C0578 安福久 勝忠平 安平 6

紀多福 F0857 白鵬８５の３ 隆之国 北乃大福 10

紀多福 G6584 美国桜 安福久 百合茂 8

紀多福 C0587 美国桜 百合茂 安福久 7

紀多福 D0308 福之姫 金太郎３ 安福久 4

紀多福 C0567 諒太郎 美国桜 勝平正 15

紀多福 G6195 華春福 美国桜 勝忠平 10

勝早桜５ C0538 美国桜 安福久 茂洋 2

若百合 F0911 安福久 勝忠平 平茂勝 13

若百合 C0655 美国桜 安福久 忠富士 12

若百合 C0620 福之姫 安福久 勝忠平 4

若百合 C0569 美国桜 勝忠平 安福久 17

若百合 G6675 秀幸福 美国桜 安福久 8

諒太郎 G6582 百合茂 安福久 勝忠平 10

関平照 G6310 美国桜 安福久 勝忠平 6

関平照 G6385 諒太郎 安福久 平茂晴 6

関平照 G6149 百合茂 安福久 勝忠平 11

関平照 G6280 金太郎３ 安福久 平茂晴 4

関平照 G6282 幸紀雄 美国桜 安福久 12

福増 G6202 百合茂 勝忠平 安平 5

百合未来 E0896 白鵬８５の３ 平茂晴 金幸 3

百合未来 G6469 勝早桜５ 安福久 勝忠平 10

百合未来 G6529 勝早桜５ 美国桜 安福久 8

安亀忠 G6517 諒太郎 安福久 百合茂 9

安亀忠 G6521 満天白清 勝平正 福之国 8

安亀忠 G6684 若百合 美国桜 安福久 12

茂晴花 G6324 諒太郎 百合茂 安福久 3

茂晴花 G6607 勝早桜５ 華春福 安福久 10

貴隼桜 G6388 幸紀雄 安福久 平茂晴 11

貴隼桜 G6639 秀幸福 美国桜 安福久 18

知恵久 G6652 勝忠平 安福久 金幸 15

豊奨菊 G6170 美国桜 百合茂 金幸 7

百合美 G6478 美国桜 百合茂 安福久 4

百合美 G6477 諒太郎 美津照重 百合茂 10

百合美 G6425 金太郎３ 勝忠平 安福久 8

※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28日(火曜日)

受注報告日： 3月30日(木曜日)
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