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コード 交配種雄牛 ドナー牛名 父 祖父 曽祖父 卵数 備考

KBT-1951 美国桜 ひさか９ 勝忠平 安福久 平茂勝 1 宮崎県産（81.4）

KBT-2380 美国桜 ゆりきよ 百合茂 勝忠平 第一花国 3 宮崎県産（81.7）

YKY-3340 美国白清 とよひさ６ 華春福 安福久 平茂勝 4 大分県産（80.0）

CTD-1773 福之姫 えりこ 百合茂 安福久 平茂勝 12 愛知県産（80.4）

CTD-1882 福之姫 ゆりゆり 百合白清２ 百合茂 安平 16 愛知県産（83.0）

YMG-2093 福之姫 まゆみ２１ 勝忠平 安福久 百合茂 6 鹿児島県産（84.０）

YKY-2251 福之姫 あやか 安福久 平茂勝 金幸 16 大分県産（81.2）

YMG-2315 福之姫 ふくまつ 安福久 金幸福 平茂勝 11 鹿児島県産（81.2）

TDR-2367 福之姫 まりこの７の７の３ 百合茂 安福久 安糸福 1 熊本県産（82.0）

TDR-2769 福之姫 うめ３の４２ 百合茂 安福久 平茂勝 8 熊本県産（80.8）

TDR-2951 福之姫 ゆうみ 華春福 安福久 平茂勝 27 熊本県産（81.5）

YMG-3081 福之姫 たかひさ 隆之国 安福久 百合茂 9 鹿児島県産（81.7）

CTD-3267 福之姫 はるえ 美津照重 勝忠平 北国７の８ 6 愛知県産（79.5）

YKY-3346 福之姫 かつあやか 勝忠平 安福久 平茂勝 26 大分県産（80.０）

FJK-3406 福之姫 てっせん１２８ 美津照重 安福久 平茂勝 6 北海道産（80.2）

CTD-3410 福之姫 さとみ 豊奨菊 華春福 安福久 6 愛知県産（81.1）

YKY-3415 福之姫 ただひさ 勝忠平 安福久 安平 13 大分県産（82.3）

YKY-3418 福之姫 みくあやか 美国桜 安福久 平茂勝 23 大分県産（80.7）

TKD-3433 福之姫 さくらただふじ 忠富士 安福久 福之国 1 北海道産（79.1）ストロー長い

HAL-3434 福之姫 すずらん３ 美津照重 百合茂 安福久 7 栃木県産（82.3）

HAL-3440 福之姫 みなら62525 幸紀雄 安福久 百合茂 2 栃木県産（80.3）

HAL-3444 福之姫 えいぶる２７８ 耕富士 安福久 平茂晴 4 栃木県産（80.7）

YMG-3446 福之姫 せいこ４６の１ 安福久 平茂勝 福桜（宮崎） 17 鹿児島県産（83.1）

YMG-3448 福之姫 はなみ２３ 百合茂 安福久 第１花国 17 鹿児島県産（82.4）

YMG-3452 福之姫 ３１みどり６１ 幸紀雄 安福久 百合茂 24 鹿児島県産（82.8）

YMG-3454 福之姫 ゆりぼぶ 百合茂 安福久 平茂勝 22 鹿児島県産（82.8）

YKY-3463 福之姫 とよひさ６ 華春福 安福久 平茂勝 10 大分県産（80.0）

TDR-3465 福之姫 つばみ１１９５ 美国桜 百合茂 安福久 5 熊本県産（81.2）

TDR-3467 福之姫 ふくくに 美国桜 百合茂 安福久 2 熊本県産（82.0）

TDR-3468 福之姫 みぃこ 美国桜 勝忠平 第１花国 7 熊本県産（80.5）

TDR-3469 福之姫 ふく３９８ 華春福 安福久 勝忠平 3 熊本県産（81.0）

YMG-3471 福之姫 ふく 諒太郎 隆之国 勝忠平 1 鹿児島県産（83.1）
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CTD-3412 北美津久 にたか 美国桜 勝忠平 百合茂 13 愛知県産（82.5）

YKY-3419 北美津久 ゆな 耕富士 安福久 忠富士 18 大分県産（80.1）

TKD-3422 北美津久 ぱいおにあ７ 百合茂 安福久 平茂晴 26 北海道産（81.9）ストロー長い

TKD-3431 北美津久 ひもひげ１５ 勝忠平 第１花国 茂重桜 9 北海道産（80.5）ストロー長い

YKY-3464 北美津久 とよき２ 安福久 忠富士 安平 13 大分県産（81.0）

YMG-2327 紀多福 ふじりゅう 勝安竜 金幸 谷秋 10 鹿児島県産（80.6）

YMG-2515 紀多福 ３０ひまこ８３ 百合茂 隆之国 安福久 6 鹿児島県産（81.4）

CTD‐2948 紀多福 こはく 秀幸福 安福久 勝糸福 2 愛知県産（80.6）

YKY-3108 紀多福 おりふくひさ１ 好平茂 安福久 第２平茂勝 4 広島県産（84.6）

YMG-3123 紀多福 りょうじ 隆之国 金幸 但馬福 17 鹿児島県産（82.0）

YMG-3221 紀多福 みゆ 華春福 百合茂 金幸 11 鹿児島県産（83.4）

HAL-3327 紀多福 がく565 美国桜 勝平正 安福久 8 栃木県産（81.0）

TKD-3402 紀多福 ぱいおにあ４ 諒太郎 第一花国 安福久 2 北海道産（81.3）ストロー長い

YMG-3447 紀多福 ６３たかえい１２ 安福久 平茂勝 糸福（大分） 7 鹿児島県産（80.6）

YMG-2647 若百合 はしま８８２５３ 秀幸福 北安徳 金幸 17 鹿児島県産（81.3)

YMG-2736 若百合 たかこのこ 平茂勝 安平 糸秀 7 鹿児島県産（82.3）

YMG-2740 若百合 さかえ 栄１１ 金幸 平茂勝 8 鹿児島県産（82.0）

YMG-2984 若百合 ３１たかこのこ 夏百合 平茂勝 安平 13 鹿児島県産（81.5）

YMG-3037 若百合 ひでたか 隆之国 平茂勝 谷照（鹿児島） 17 鹿児島県産（80.0）

YMG-3113 若百合 きりしま 勝忠平 福栄 北国７の８ 9 鹿児島県産（79.6）

TKD-3430 若百合 ひだまりさくら 勝忠平 安福久 安平 6 北海道産（80.9）ストロー長い

YKY-3246 諒太郎 ながた２３３の３ 若百合 安福久 平茂勝 8 大分県産（83.5）

HAL-3317 諒太郎 なぎさ 美国桜 百合茂 安福久 2 栃木県産（80.０）

YKY-3362 諒太郎 ふくたか 福之姫 隆之国 勝忠平 13 大分県産（82.4）

TKD-3428 諒太郎 みひろ 安福久 茂洋 平茂勝 3 北海道産（79.8）ストロー長い

HAL-3436 諒太郎 えいぶる１６３ 美国桜 安福久 百合茂 6 栃木県産（79.2）

HAL-3437 諒太郎 がく５６５ 美国桜 勝平正 安福久 7 栃木県産（81.０）

HAL-3441 諒太郎 なんこ７８０１ 美国桜 華春福 安福久 4 栃木県産（81.6）
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YMG-2989 百合未来 めぐみ 華春福 金幸 平茂勝 1 鹿児島県産（83.0）

YMG-2993 百合未来 さくらんぼ 華春福 神徳福 金幸 13 鹿児島県産（83.1）

YMG-3141 百合未来 えご７０１ 金吉幸 安福久 平茂勝 3 鹿児島県産（83.1）

YMG-3143 百合未来 ともゆり 栄１１ 神徳福 平茂勝 5 鹿児島県産（83.0）

YMG-3146 百合未来 いずみ 喜亀忠 糸福 金幸 17 鹿児島県産（83.1）

YMG-3150 百合未来 ゆりいと 勝糸福 百合茂 第５隼福 18 鹿児島県産（81.8）

YMG-3152 百合未来 りょうじ 隆之国 金幸 但馬福 25 鹿児島県産（82.0）

YMG-3183 百合未来 はなこ 夏秋花 百合茂 金幸 25 鹿児島県産（82.1）

YMG-3184 百合未来 はるか 勝忠平 金幸 平茂勝 11 鹿児島県産（83.0）

YMG-3186 百合未来 さつき 華春福 安糸福 平茂勝 11 鹿児島県産（82.6）

YMG-3197 百合未来 えご８０３ 喜亀忠 美国桜 百合茂 4 鹿児島県産（81.1）

YMG-3199 百合未来 ３０かねなし２３ 華春福 隆之国 忠茂勝 2 鹿児島県産（83.5）

YMG-3208 百合未来 ２７かね３２ 華春福 忠茂勝 平茂勝 21 鹿児島県産（83.0）

YMG-3213 百合未来 はしま８８５３ 秀幸福 北安徳 金幸 9 鹿児島県産（81.3）

HAL-3328 百合未来 もとさくら 美国桜 勝忠平 平茂勝 9 栃木県産（81.0）

YMG-3355 百合未来 みゆり 美国桜 百合茂 安平照 18 鹿児島県産（82.0）

YMG-3450 百合未来 かつひら８の３ 隆之国 安福久 平茂勝 4 鹿児島県産（82.5）

YMG-3460 百合未来 ゆきひめ 安福久 百合茂 安平 3 鹿児島県産（81.0）

YMG-3048 勝早桜５ ３１たかこのこ 夏百合 平茂勝 安平 1 鹿児島県産（81.5）

HAL-3443 勝早桜５ なぎさ 美国桜 百合茂 安福久 2 栃木県産（80.０）

YMG‐2899 幸紀雄 ゆりいち 百合茂 第５隼福 平茂勝 10 鹿児島県産（82.5）

YMG-3111 安亀忠 ともゆり 栄１１ 神徳福 平茂勝 17 鹿児島県産（83.0）

YMG-3457 安亀忠 はるか 百合茂 安福久 平茂勝 7 鹿児島県産（82.0）

YMG-3058 百合茂 あすかの３ 第５隼福 平茂勝 神高福 1 鹿児島県産（84.0）

HAL-3439 百合茂 かざよけ６００ 美国桜 諒太郎 安福久 4 栃木県産（80.3）

YMG‐2896 関平照 みなみ 隆之国 安糸福 平茂勝 16 鹿児島県産（80.3）

YMG-2543 美津忠 はるか 百合茂 金幸 平茂勝 10 鹿児島県産（83.0）

YMG-2718 美津忠 しずふく 勝忠平 金幸 平茂勝 17 鹿児島県産（81.5）

YMG-3227 夏百合 はる３の５１ 秀幸福 栄１１ 安福久 7 鹿児島県産（83.0）

YMG-3352 華満福 かねきみ３ 勝忠平 安福久 金幸 6 鹿児島県産（84.0）

HAL-3318 雄勝桜 えいぶる276 福之姫 安福久 百合茂 6 栃木県産（81.2）事業対象外
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幸紀雄

尚、在庫は随時変動しておりますので、ご注文は各地区担当の営業マンもしくは、
事務所までお問い合わせください。
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