
 

 
 
 
 
 

ワールド ワイド サイアーズはより多くの種雄牛ラインナップで世界の酪農家の皆さんのニーズにお応えしま

す。ワールド ワイド サイアーズの新種雄牛は多様な種雄牛グループから作出された種雄牛です。例えば、

アダムレッド、ブリッツ、BW マーシャル、カプリ、デーン、デリー、ダーハム、ガーター、ハーシェル、インクワイア

ー、イトー、マグナ、モー、エムトト、オリオン、アウトサイドなどです。 

 新種雄牛の内・・・   

  

21 頭が TPI+1500 以上！ 

13 頭が TPI+1600 以上！！ 
 

15 頭は乳脂肪％がプラス 

11 頭は乳蛋白％がプラス 

９頭は脂肪+45ｋｇ以上 

6 頭は+30kg 以上 
 

乳量+1000kg～+2300kg にランクする種雄牛は全部で 12 頭！ 

→そのうち 4頭が乳量 1360kg 以上！！ 
 

20 頭は体型値+1.50 以上！ 

→そのうち 8頭は少なくとも体型+1.25、乳器+1.25、四肢+1.25 以上！！ 
 

15 頭は体型+2.0 以上 

14 頭は乳器+1.5 以上 

12 頭は四肢+1.5 以上 

 

 

 能力優秀種雄牛 
 

ネットメリット＄No.1 オーマン （＄+775） 

乳量 No.1 マリオン （+2848kg） 

乳蛋白 No.1 マリオン （+64kg） 

乳脂肪 No.３ ファーレイ （+88kg） 

娘牛妊娠率 No.3 ブレット （+3.2） 

 

タイプ優秀種雄牛 
 

体型 No.2 ダミオン （+3.73） 

体型 No.3 ロウ （+3.45） 

体型 No.5 エアライド （+3.29） 

体型 No.6 アドベント レッド （+3.27） 

体型 No.9 プロント （+3.20） 

乳器 No.8 デッカー （+2.68） 

四肢 No.2 ダミオン （+3.01） 

四肢 No.5 デッカー （+2.76） 

 

 World Wide Sires： Dedicated to meeting the demands of 

dairymen world-wide! 

 

 

 



News from the North 
Canadian Proof Highlights 

  Where do we rank? 
 

 

＜乳器＞トップ種雄牛  

乳器トップ９のうち３頭はWWS から！ 

1. 7H5841 シッケマ スター W ハイ メトロ +21 

8. 7H7020 トーマー ディー フォーチュン +15 

9. 7H7653 プレイン オー ダーハム ロス 331 +15 

15. 7H5708 ヒューステッド エモリー ブリッツ +14 

22. 7H7777 ファオラ DJ ブリッツ ドミナント +13 

27. 7H7514 レーガンクレスト デザイン +13 

    

＜体型＞トップ種雄牛  

体型トップ１０のうち 4頭はWWS から！ 

体型トップ１２のうち 5頭はWWS から！ 

2. 7H7020 トーマー ディー フォーチュン +18 

5. 7H7746 ミスター デリー プロモーション +17 

6. 7H7653 プレイン オー ダーハム ロス 331 +16 

8. 7H5841 シッケマ スター W ハイ メトロ +16 

12. 7H5708 ヒューステッド エモリー ブリッツ +15 

 

＜LPI＞トップ種雄牛  

14. 7H6794 ライスクレスト エメット 1818

15. 7H5708 ヒューステッド エモリー ブリッツ 1785

16. 7H7020 トーマー ディー フォーチュン 1768

21. 7H7777 ファオラ DJ ブリッツ ドミナント 1717

35. 7H7653 プレイン オー ダーハム ロス 331 1588

40. 7H7514 レーガンクレスト デザイン 1551

 

＜耐久性＞トップ種雄牛  

1. 7H5841 シッケマ スター W ハイ メトロ 1304

7. 7H5708 トーマー ディー フォーチュン 1124

17. 7H7020 プレイン オー ダーハム ロス 331 1032 

 

  

参照：Who`s Who-Holstein Canada, May 2007 

 

Goldstone Fortune Daisy
VG-85 VG-MS 

Stroelee Blitz Moby 
EX-92 EX-MS 

Selexie Gamie Ross 

Ringia Promotion Julie 
VG-85 

Nelda Design Integrity Joan 
VG-82 

 

 

 

＜カナダ LPI 成績より＞ 



 
May 2007 

 
 
 
 

 

 
 
＜ＰＴＡ体型＞ 

    

7Ｈ7004 ダミオン +3.73     

7Ｈ7359 ロウ +3.45     

7Ｈ7020 フォーチュン +3.33     

514Ｈ4026 エアライド +3.29     

7Ｈ7872 アドベント レッド +3.27  
 

    ＜ＰＴＡ乳量＞ 

＜乳器＞  14Ｈ3831 マリオン +2848kg

  7Ｈ7653 ロス +2.81  7Ｈ5708 ブリッツ +2056kg

14Ｈ4056 デッカー +2.68    7Ｈ7193 デザイン +2002kg

  7Ｈ7615 コルビー +2.61  14Ｈ4271 グッディー +1696kg

  7Ｈ7463 ポンティアック +2.58     

  7Ｈ7081 トライアウト +2.56  ＜ＰＴＡ乳蛋白＞ 

    14H3831 マリオン +64
＜四肢＞  14H3964 ボブ +60

  7Ｈ7004 ダミオン +3.01    7H6417 オーマン +55

14Ｈ4056 デッカー +2.76  14H4271 グッディー +52

514Ｈ4026 エアライド +2.71    7H7193 デザイン +49

  7Ｈ7193 デザイン +2.46     

514Ｈ4099 ビリオン +2.33  ＜ＰＴＡ乳脂肪＞ 

14Ｈ3944 ロウ +2.33    7H6695 ファーレイ +88

   14H3964 ボブ +80

   7H6417 オーマン +75
＜生産寿命＞ 

   7H7452 エイブ +75

7Ｈ6417 オーマン +6.0  14H3831 マリオン +73

514Ｈ4148 ニフティ +5.6    

  7Ｈ7615 コルビー +5.6  ＜ネットメリット＄＞ 

14Ｈ3597 ポッター +5.5    7H6417 オーマン +＄775

   14H4148 ニフティ +＄577
＜娘牛妊娠率＞  14H3964 ボブ +＄522

  9Ｈ2575 ブレット +3.2    7H8175 プロント +＄509

  7Ｈ7615 コルビー +2.8  514H4099 ビリオン +＄507

       

       

 

  

 

 

 

 

左：ｶﾞﾙｼｱ ﾆﾌﾃｨ 613 

中央：Md ﾒｰﾌﾟﾙ ﾛｰﾝ ﾌﾟﾛﾝﾄ 2332

右：ﾏﾎｶﾞﾆｰ ﾏﾘｵﾝ 487  

 

 

左：ﾌﾞﾚﾅｰ ｺﾙﾋﾞｰ 186 

右：ﾍﾞﾝ ﾄﾞｰﾗ ﾀﾞﾐｵﾝ ｻﾗ 

＜アメリカ TPI 成績より＞ 



 

 

 
  

 

 

 

 

  

   
セカンド クロップのサクセス ストーリー 

 

ポッターが世界の牛群を改良するにつれ、均一性が世界に広

がります！ 

ポッターには、祖父にジュラー、父にマンフレッドを持つ彼

の家系と遺伝伝達能力が見られます。薄く絹のような皮膚被 

 

毛を伴うポッターの娘牛達は、適度なフレームを持つ機能的な乳用牛です。彼女達の優

れた乳房は、幅があり、付着が強く、飛節に対して高い位置にあります。ポッターの娘

牛は体全体に強さが漲っており、胸から尻にかけて優れた幅を示しています。更に彼女

達は、体の深さ及び開張した前肋・後肋を持ち合わせたバランスのとれた牛でもありま

す。 

ポッターの娘牛は其々長命性、機能的センスを表し、彼の成績にもそういった特徴が見

られます。生産寿命＋5.5、娘牛妊娠率＋2.0、そして体細胞＋2.81 という飼養管理に

関する形質において素晴らしい数字を伴うポッターこそ、全ての酪農家を感心させる種

雄牛です。またポッターの分娩難易度は 6%であり、未経産への人工授精でも活躍しま

す。 

 

 

  

 

  

 

 

TPI トップ 100／能力＆体型信頼度 75％以上 
 

 

    
ｷﾝｸﾞｽ ﾗﾝｿﾝ ﾎﾟｯﾀｰ 2538      ﾐﾗｰ ﾎﾟｯﾀｰ 163              ｼｭﾐｯﾂ ﾎﾟｯﾀｰ 240    ﾌﾞﾘｴｯﾂﾍﾟｯｶｰ ﾎﾟｯﾀｰ ﾁｪﾙｼｰ 314 




