
♀ ＵＦＭ　ジヤツクス　アントシ　ＶＧ－８５（Ｓ：ジヤツクス）

♀ ＵＦＭ　アントシ　ベル　ＶＧ－８７（Ｓ：ベル）

♀ ユ－エフエムダブス　パトロン　エレン　ＥＸ－９０（Ｓ：パトロン）

♀ ユ－エフエムダブス　サム　エリン　ＥＸ－９０（Ｓ：アルタサム）【写真２】

　　♀ ユ－エフエムダブス　エロイ　ＶＧ－８７（Ｓ：ロイ）【写真１】

　　　　♀ ユ－エフエムダブス　オ－ロイ　ＶＧ－８５（Ｓ：オーマン）【写真３】

　　　　♂ ＵＦＭ－ダブス　ゴ－ルドロイ　ＥＴ（Ｓ：ゴールドウイン）

　　　　♀ ユ－エフエムダブス　シ－レイ　ＥＴ　ＥＸ－９０（Ｓ：シヨツテル）【写真４】

　　　　　　♀ オムラ　ダブス　シ－レイ　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：アレキサンダー）

　　　　　　　　♀ オムラ　ジエリ－　ＥＴ（Ｓ：オースタイル）

　　　　　　　　♀ オムラ　サリ－　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：オースタイル）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　シエリ－　オ－ク　ＶＧ－８５（Ｓ：アルタオーク）　ＮＴＰ＋２５１８　第９３０位

　　　　　　　　　　♀ オムラ　シ－レイ　ブラウニ－（Ｓ：ブラウニー）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　ジエダイ　ＶＧ－８７（Ｓ：ジエダイ）　ＮＴＰ＋２５５３　第８４７位

　　　　　　　　　　♀ オムラ　サリ－　エクリ－（Ｓ：エクリプス）

　　　　　　　　♀ オムラ　シ－レイ　スタイル　ＥＴ　ＶＧ－８６（Ｓ：オースタイル）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　シ－　レ－サ－　ＧＰ－８３（Ｓ：レイサー）

　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　マツセイ　ＶＧ－８５（Ｓ：マツセイ）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　クレバ－（Ｓ：クレバー）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　ブロ－クス（Ｓ：ブロークス）

　　　　　　　　♀ オムラ　シ－レイ　エロイ（Ｓ：キングホーイ）

　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　ス－パ－レイ（Ｓ：スーパーサイアー）

　　　　♀ ノバ－テイエムジエイ　ゴ－ルデン　エリン　ＥＴ　ＥＸ－９０（Ｓ：ゴールドウイン）【写真５】

　　　　　　♀ ライアンクレスト　サンズ　エクスタシ－　ＥＴ　ＥＸ－９２（Ｓ：サンチエス）【写真６】

　　　　　　　　♀ ライアンクレスト　ＳＷ　エリン　ＥＴ　ＶＧ－８８（Ｓ：アルタアイオタ）【写真７】

　　　　　　　　　　♂ サンワ－ド　ＳＳ　ライアン（Ｓ：スーパーサイアー）【写真８】　ＮＴＰ＋２５６７　第９位

　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　ＨＬＧＮ　エクスタシ－　ＶＧ－８７（Ｓ：ハロゲン）【写真９】

　　　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　スパ－ク　エクスタシ－　ＧＰ－８２（Ｓ：スパーク）

　　　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　キング　エクスタシ－（Ｓ：キングミキサー）

　　　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　マジツク　エクスタシ－（Ｓ：マジツクタツチ）

　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　ＭＬＤＮ　エリン（Ｓ：メリデイアン）

　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　ＭＤＫ　エリン（Ｓ：ケネデイ）

　　　　　　　　♀ ライアンクレスト　ＳＷ　イ－グル　ＥＴ　ＶＧ－８５（Ｓ：アルタアイオタ）

　　　　　　　　♀ フイ－ルドハギ　サンズ　アイオタ　エクスタシ－　ＥＴ　ＧＰ－８２（Ｓ：アルタアイオタ）

　　　　　　　　　　♀ フイ－ルドハギ　サンズ　ダビンチ　ＧＰ－８３（Ｓ：ダビンチ）ＮＴＰ＋２７５５　第４７３位

　　　　　　　　　　　　♀ リツチモンド　ＦＨ　サンズ　パウエル　ＥＴ（Ｓ：パウエル）

　　　　　　　　♀ ライアンクレスト　ノテイツク　イライシヤ（Ｓ：ノテイツク）【写真１０】

　　　　♀ ノバ－テイエムジエイ　ゴ－ルデン　エコ－　ＥＴＳ　ＶＧ－８８（Ｓ：ゴールドウイン）【写真１１】

　　　　♀ ノバ－テイエムジエイ　ゴ－ルデン　エデイ－　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：ゴールドウイン）【写真１２】

　　　　　　♀ ノバ　シヨトル　エブリン　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：シヨツテル）

　　　　　　　　♀ ミラ－エフエフ　ＳＳＩＲＥ　エキゾチツク　ＥＴ　ＶＧ－８６（Ｓ：スーパーサイアー）【写真１３】

　　　　　　　　　　♀ ピ－ク　エキゾチツク　ＫＢ　９５１　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：キングボーイ）

　　　　　　　　　　　　♀ シナジイ　マグナス　エコ　ＥＴ　ＧＰ－８３（Ｓ：マグナス）

　　　　　　　　　　　　　　♀ ＨＦ　エキゾチツク　プリテンダ－　ＥＴ（Ｓ：プリテンダー）ＧＮＴＰ＋３０４４　第２９３位
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写真1 　今回は乳用性と品位に富んだ真っ黒なシルエッ

トが特長で、体型と乳脂肪の改良に定評がある

「ユーエフエム ダブス エロイ」ファミリーを紹介しま

す。当ファミリーはニューヨーク州南東部マイルブ

ルックに位置するステファン・バン・タッセル氏が営

むUFMダブス牧場で繁栄しています。当ファミリー

の始まりは1960年代の当牧場の導入牛チエダワー

ス　チンシー　ベンになります。その後30年に渡り

インデックスと体型に焦点を当てた改良を続け、当

ファミリーを世に広げる契機となったユーエフエム 

ダブス サム エリン EX-90【写真2】が誕生しました。

彼女はマーク・サムとの交配によって当ファミリーの

肢蹄を大きく改良し、後世にも耐久性に富んだ肢蹄をもたらしました。

　エリンには体型改良を狙ってロイが交配され、2産分娩時にユーエフエム ダブス エロイ【写真1】が誕生しました。エロ

イは2歳4カ月VG-87点を獲得し、当ファミリーの特長である背腰が強く雄大なフレームを作り上げました。高インデックス

に加えて、ワールド・デイリー・エキスポのシュープリームチャンピオン「ハービユー ロイ フロステイEX-97」と同じロイ×

マーク・サムという血統構成が授精所からの注目を集め、ABS社所有ゴールドロイを始めとし10頭以上の種雄牛を輩出し

ています。

　その後、エロイは2005年にウィスコンシン州ノバ牧場へ売買されました。彼女には採卵が繰り返され、VG級21頭、EX級

12頭を輩出しています。一方、タッセル氏の下に残ったエロイの娘ユーエフエムダブス　シーレイ EX-90【写真4】は、80

頭以上の産子を生産し今やUFMダブス牧場のほぼ100％が当ファミリーに繋がります。シーレイは当ファミリーの中でもイ

ンデックスの高い枝葉で、最も雄牛を授精所に輩出した牛です。枝幸町の小椋義則牧場ではシーレイのアレキサンダーに

よる受精卵から血液が広がり、オースタイルやアルタオーク、ジエダイ娘牛がNTP上位にランキングしています。

　シーレイ、エロイ、サム・エリンは3代に渡り乳脂率4.0％を超え、当ファミリーの特長である乳脂肪の改良の礎を築きまし

た。また、この3頭は極めて採卵成績が良好で、特にシーレイの受精卵は世界各国へ送り込まれています。

　エリンの娘牛の中で最も著名なのがノバ テイーエムジエイ ゴールデン エリン ET EX-90【写真5】で、ゴールドロイと全

兄妹に当たります。彼女は娘牛達の販売で10万ドル以上を売り上げています。ショウで最も活躍したのがゴールデン・エリ

ンの娘ライアンクレスト　サンズ　エクスタシー　EX-92【写真6】です。彼女は2012年中西部スプリングショウにてシニア

2歳クラス第2位に輝いたショウカウで、娘のライアンクレスト ノテイツク イライシヤ【写真10】は2018年当才秋生級オー

ルアメリカンに選出されています。日本では、エクスタシーの血液が更別村の日光富男牧場にてライアンクレスト SW エリ

ンET VG-88【写真7】から広がっています。SW・エリンはファミリーの特長である乳用性に富んだ黒い皮膚・被毛を備えた

スタイリッシュな雌牛で8歳5産となる現在も健在です。SW・エリンには能力面での改良を期待して当時ヤングサイアの

スーパーサイアーが交配され、初産分娩で誕生したのが当団種雄牛JP3H56985ライアン【写真8】です。ライアンは当ファ

ミリーから輩出された初の国産種雄牛で、2019年8月の乳用牛遺伝評価成績にて第9位でデビューした世界的にも異例の

体型改良に優れたスーパーサイアー息牛です。ファミリー譲りの好体型と高い遺伝伝達能力が特長です。また、ライアンの

妹 サンワ－ド HLGN エクスタシー VG-87【写真9】は8代連続VG以上を達成しています。

注 目 の カ ウ フ ァ ミ リ ー

ユーエフエム ダブス エロイ VG-87
第 41 回



♀ ＵＦＭ　ジヤツクス　アントシ　ＶＧ－８５（Ｓ：ジヤツクス）

♀ ＵＦＭ　アントシ　ベル　ＶＧ－８７（Ｓ：ベル）

♀ ユ－エフエムダブス　パトロン　エレン　ＥＸ－９０（Ｓ：パトロン）

♀ ユ－エフエムダブス　サム　エリン　ＥＸ－９０（Ｓ：アルタサム）【写真２】

　　♀ ユ－エフエムダブス　エロイ　ＶＧ－８７（Ｓ：ロイ）【写真１】

　　　　♀ ユ－エフエムダブス　オ－ロイ　ＶＧ－８５（Ｓ：オーマン）【写真３】

　　　　♂ ＵＦＭ－ダブス　ゴ－ルドロイ　ＥＴ（Ｓ：ゴールドウイン）

　　　　♀ ユ－エフエムダブス　シ－レイ　ＥＴ　ＥＸ－９０（Ｓ：シヨツテル）【写真４】

　　　　　　♀ オムラ　ダブス　シ－レイ　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：アレキサンダー）

　　　　　　　　♀ オムラ　ジエリ－　ＥＴ（Ｓ：オースタイル）

　　　　　　　　♀ オムラ　サリ－　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：オースタイル）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　シエリ－　オ－ク　ＶＧ－８５（Ｓ：アルタオーク）　ＮＴＰ＋２５１８　第９３０位

　　　　　　　　　　♀ オムラ　シ－レイ　ブラウニ－（Ｓ：ブラウニー）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　ジエダイ　ＶＧ－８７（Ｓ：ジエダイ）　ＮＴＰ＋２５５３　第８４７位

　　　　　　　　　　♀ オムラ　サリ－　エクリ－（Ｓ：エクリプス）

　　　　　　　　♀ オムラ　シ－レイ　スタイル　ＥＴ　ＶＧ－８６（Ｓ：オースタイル）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　シ－　レ－サ－　ＧＰ－８３（Ｓ：レイサー）

　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　マツセイ　ＶＧ－８５（Ｓ：マツセイ）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　クレバ－（Ｓ：クレバー）

　　　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　ブロ－クス（Ｓ：ブロークス）

　　　　　　　　♀ オムラ　シ－レイ　エロイ（Ｓ：キングホーイ）

　　　　　　　　♀ オムラ　ダブス　ス－パ－レイ（Ｓ：スーパーサイアー）

　　　　♀ ノバ－テイエムジエイ　ゴ－ルデン　エリン　ＥＴ　ＥＸ－９０（Ｓ：ゴールドウイン）【写真５】

　　　　　　♀ ライアンクレスト　サンズ　エクスタシ－　ＥＴ　ＥＸ－９２（Ｓ：サンチエス）【写真６】

　　　　　　　　♀ ライアンクレスト　ＳＷ　エリン　ＥＴ　ＶＧ－８８（Ｓ：アルタアイオタ）【写真７】

　　　　　　　　　　♂ サンワ－ド　ＳＳ　ライアン（Ｓ：スーパーサイアー）【写真８】　ＮＴＰ＋２５６７　第９位

　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　ＨＬＧＮ　エクスタシ－　ＶＧ－８７（Ｓ：ハロゲン）【写真９】

　　　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　スパ－ク　エクスタシ－　ＧＰ－８２（Ｓ：スパーク）

　　　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　キング　エクスタシ－（Ｓ：キングミキサー）

　　　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　マジツク　エクスタシ－（Ｓ：マジツクタツチ）

　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　ＭＬＤＮ　エリン（Ｓ：メリデイアン）

　　　　　　　　　　♀ サンワ－ド　ＭＤＫ　エリン（Ｓ：ケネデイ）

　　　　　　　　♀ ライアンクレスト　ＳＷ　イ－グル　ＥＴ　ＶＧ－８５（Ｓ：アルタアイオタ）

　　　　　　　　♀ フイ－ルドハギ　サンズ　アイオタ　エクスタシ－　ＥＴ　ＧＰ－８２（Ｓ：アルタアイオタ）

　　　　　　　　　　♀ フイ－ルドハギ　サンズ　ダビンチ　ＧＰ－８３（Ｓ：ダビンチ）ＮＴＰ＋２７５５　第４７３位

　　　　　　　　　　　　♀ リツチモンド　ＦＨ　サンズ　パウエル　ＥＴ（Ｓ：パウエル）

　　　　　　　　♀ ライアンクレスト　ノテイツク　イライシヤ（Ｓ：ノテイツク）【写真１０】

　　　　♀ ノバ－テイエムジエイ　ゴ－ルデン　エコ－　ＥＴＳ　ＶＧ－８８（Ｓ：ゴールドウイン）【写真１１】

　　　　♀ ノバ－テイエムジエイ　ゴ－ルデン　エデイ－　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：ゴールドウイン）【写真１２】

　　　　　　♀ ノバ　シヨトル　エブリン　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：シヨツテル）

　　　　　　　　♀ ミラ－エフエフ　ＳＳＩＲＥ　エキゾチツク　ＥＴ　ＶＧ－８６（Ｓ：スーパーサイアー）【写真１３】

　　　　　　　　　　♀ ピ－ク　エキゾチツク　ＫＢ　９５１　ＥＴ　ＶＧ－８７（Ｓ：キングボーイ）

　　　　　　　　　　　　♀ シナジイ　マグナス　エコ　ＥＴ　ＧＰ－８３（Ｓ：マグナス）

　　　　　　　　　　　　　　♀ ＨＦ　エキゾチツク　プリテンダ－　ＥＴ（Ｓ：プリテンダー）ＧＮＴＰ＋３０４４　第２９３位
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写真1 　今回は乳用性と品位に富んだ真っ黒なシルエッ

トが特長で、体型と乳脂肪の改良に定評がある

「ユーエフエム ダブス エロイ」ファミリーを紹介しま

す。当ファミリーはニューヨーク州南東部マイルブ

ルックに位置するステファン・バン・タッセル氏が営

むUFMダブス牧場で繁栄しています。当ファミリー

の始まりは1960年代の当牧場の導入牛チエダワー

ス　チンシー　ベンになります。その後30年に渡り

インデックスと体型に焦点を当てた改良を続け、当

ファミリーを世に広げる契機となったユーエフエム 

ダブス サム エリン EX-90【写真2】が誕生しました。

彼女はマーク・サムとの交配によって当ファミリーの

肢蹄を大きく改良し、後世にも耐久性に富んだ肢蹄をもたらしました。

　エリンには体型改良を狙ってロイが交配され、2産分娩時にユーエフエム ダブス エロイ【写真1】が誕生しました。エロ

イは2歳4カ月VG-87点を獲得し、当ファミリーの特長である背腰が強く雄大なフレームを作り上げました。高インデックス

に加えて、ワールド・デイリー・エキスポのシュープリームチャンピオン「ハービユー ロイ フロステイEX-97」と同じロイ×

マーク・サムという血統構成が授精所からの注目を集め、ABS社所有ゴールドロイを始めとし10頭以上の種雄牛を輩出し

ています。

　その後、エロイは2005年にウィスコンシン州ノバ牧場へ売買されました。彼女には採卵が繰り返され、VG級21頭、EX級

12頭を輩出しています。一方、タッセル氏の下に残ったエロイの娘ユーエフエムダブス　シーレイ EX-90【写真4】は、80

頭以上の産子を生産し今やUFMダブス牧場のほぼ100％が当ファミリーに繋がります。シーレイは当ファミリーの中でもイ

ンデックスの高い枝葉で、最も雄牛を授精所に輩出した牛です。枝幸町の小椋義則牧場ではシーレイのアレキサンダーに

よる受精卵から血液が広がり、オースタイルやアルタオーク、ジエダイ娘牛がNTP上位にランキングしています。

　シーレイ、エロイ、サム・エリンは3代に渡り乳脂率4.0％を超え、当ファミリーの特長である乳脂肪の改良の礎を築きまし

た。また、この3頭は極めて採卵成績が良好で、特にシーレイの受精卵は世界各国へ送り込まれています。

　エリンの娘牛の中で最も著名なのがノバ テイーエムジエイ ゴールデン エリン ET EX-90【写真5】で、ゴールドロイと全

兄妹に当たります。彼女は娘牛達の販売で10万ドル以上を売り上げています。ショウで最も活躍したのがゴールデン・エリ

ンの娘ライアンクレスト　サンズ　エクスタシー　EX-92【写真6】です。彼女は2012年中西部スプリングショウにてシニア

2歳クラス第2位に輝いたショウカウで、娘のライアンクレスト ノテイツク イライシヤ【写真10】は2018年当才秋生級オー

ルアメリカンに選出されています。日本では、エクスタシーの血液が更別村の日光富男牧場にてライアンクレスト SW エリ

ンET VG-88【写真7】から広がっています。SW・エリンはファミリーの特長である乳用性に富んだ黒い皮膚・被毛を備えた

スタイリッシュな雌牛で8歳5産となる現在も健在です。SW・エリンには能力面での改良を期待して当時ヤングサイアの

スーパーサイアーが交配され、初産分娩で誕生したのが当団種雄牛JP3H56985ライアン【写真8】です。ライアンは当ファ

ミリーから輩出された初の国産種雄牛で、2019年8月の乳用牛遺伝評価成績にて第9位でデビューした世界的にも異例の

体型改良に優れたスーパーサイアー息牛です。ファミリー譲りの好体型と高い遺伝伝達能力が特長です。また、ライアンの

妹 サンワ－ド HLGN エクスタシー VG-87【写真9】は8代連続VG以上を達成しています。

注 目 の カ ウ フ ァ ミ リ ー

ユーエフエム ダブス エロイ VG-87
第 41 回
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