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会社概要

名 称／ 日本ﾎﾜｲﾄﾌｧｰﾑ株式会社

代表取締役 ／ 吉原 洋明

本 社／ 〒039-4101 

青森県上北郡横浜町林尻

設 立／ 昭和56年12月

資 本 金／ 15億6,000万円

事 業 内 容／

1．農畜産物（主にﾁｷﾝ） の育成・処

理・加工 およ び販売

2．肥料の製造および販売

売 上 高／ 432億円 （2015年3月期）

処 理 能 力／ 6,100万羽 （2015年3月現在）

従 業 員 数／1,925名 （2015年3月現在）

知床事業所

宮崎事業所

東北事業所

札幌事業所

ニイブロ株式会社

日本ホワイトファーム(株)会社概要



孵 卵 場

育成 農場

成鶏 農場

日向市

東郷町

都農町

鹿児島県

宮崎県

•熊本県

大分県

宮崎市

(有)長友種鶏場

(有)長友種鶏場

宮崎生産部 種鶏場概要



宮崎生産部 種鶏場概要

＊場所：宮崎県日向市

＊総人数：４７名
・生産管理
・育成・成鶏飼育管理
・鶏舎水洗・消毒
鶏糞搬出（一部業者委託）

・廃鶏出荷は業者委託

＊農場数：９農場
・育成農場２農場
・成鶏農場４農場
・立上げ農場３農場



日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課
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日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課
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約５％の差

３％の差

日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課
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日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課
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♀マニュアル2011

日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課

＊育成期メス体重

１ｗ～３ｗ 毎日給餌
４ｗ～５ｗ ６－１給餌
６ｗ～７ｗ ５－２給餌
８ｗ～１５ｗ ４－３給餌
１６ｗ～１８ｗ ５－２給餌
１９ｗ ６－１給餌
２０ｗ～ 毎日給餌

１～３ｗ 給餌体測

４ｗ～１９ｗ 無給餌体測

２０ｗ～ 給餌体測

４ｗ グレーディング
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♂マニュアル2002

日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部種鶏課

＊育成期オス体重

１ｗ～３ｗ 毎日給餌
４ｗ～５ｗ ６－１給餌
６ｗ～７ｗ ５－２給餌
８ｗ～１５ｗ ４－３給餌
１６ｗ～１８ｗ ５－２給餌
１９ｗ ６－１給餌
２０ｗ～ 毎日給餌

１～３ｗ 給餌体測

４ｗ～１９ｗ 無給餌体測

２０ｗ～ 給餌体測
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成績改善（育成）＊メスの管理
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＊日々の給餌を均一に！

＊育成率をより高く！

＊初期の骨格を大きく形成！

＊床面を改善し快適に！
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ＣＶ値改善(育成)＊餌トイ配置の変更

メインホッパー

従来の給餌ライン

5ｍ30ｃｍ

従来の給餌トイの設置では
給餌トイ間が広く左右で餌に付く
鶏にバラツキがあった。

育成初期の鶏は行動範囲が狭く
上手く餌が見つけられない

やっと給餌
スペース

見つけた‥

＊日々の給餌を均一に！
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13

メインホッパー

内
側
に
寄
せ
る

変更した給餌ライン

2ｍ50ｃｍ

変更後の給餌トイの設置は

餌トイ間を狭くし左右で餌に付く鶏の
バラツキを抑えられた。

育成初期の鶏は行動範囲が狭いので
餌を見つけ易くする

ＣＶ値改善(育成)＊餌トイ配置の変更

給餌スペース
確保！

ここで食べよう！

＊日々の給餌を均一に！



ＣＶ値改善(育成)＊餌トイ配置の変更

２２日令から自動給餌開始

＊日々の給餌を均一に！

1～３週令のＣＶ値に差は有るものの
餌トイ配置を変更後の方がＣＶ値が低く推移。
給餌場所を見つけ易くするのがポイント！



ＣＶ値改善(育成) ＊餌トイゴミ抜き

15

＊日々の給餌を均一に！

毎回、給餌機を回す前にブロアを使い餌トイ内
の ノコ屑を吹き飛ばし綺麗に掃除。

更に給餌時にもサービスルームでノコ屑を抜く。
トイ内を餌だけにし均一給餌。
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ＣＶ値改善(育成) ＊餌トイゴミ抜き

＊日々の給餌を均一に！ブロア動画
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＊育成率をより高く！

コクシジウム症の発症には減少傾向にある。
育成期間中に鶏糞を採材しコクシジウム数・クロストリジウム数を検査。
２週令～１０週令は毎週採材検査・１０週令以降は月１回採材検査する。

糞便検査実施

育成率改善(育成)＊コクシジウム対策
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育成率改善(育成)＊コクシジウム対策

＊ノコ屑に水を撒き床面を湿らせる
（２週令～５週令頃まで1週間に1回程度）

＊飼育密度を上げ、糞便との接触
機会を増やす。（網で狭く仕切る）

＊飼料添加剤を使用する。
（使用後はコクシ・クロスト数値が抑えられた）

＊3週令頃から換気量を増やし
高温・多湿をなるべく避ける。

水撒き！

狭く飼育！

＊育成率をより高く！



♀脚弱羽数の推移(成鶏期)

以前より成鶏期での脚弱羽数は減少しているが改善には至っていない。
特に9月・12月餌付け鶏群で脚弱発症が多い。
宮崎種鶏課の課題として様々な取組みを行っていく。

育成率改善(育成)＊脚弱対策

＊育成率をより高く！

● ９月餌付
● ６月餌付
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育成率改善(育成)＊脚弱対策

水撒き！

狭く飼育！

＊育成率をより高く！

舎内最低温度は20℃以下にしない！

体重誘導をＳ字曲線にしない！

＊温風ヒーターで保温
（舎内最低温度20℃以上キープ）

＊体重誘導に気を付ける
（体重がＳ字曲線にならない様にする）



種卵化率改善（育成）＊メスの管理
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１０週令頃までマニュアルより大きくコントロール

＊初期の骨格を大きく形成！

＊育成期の体重コントロールの見直し
育成初期に餌量を増やし骨格をしっかり形成し

成鶏期での卵重のアップを図る。
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飼育環境改善(育成)＊環境改善

＊床面を改善し快適に！

ドリンカー給水

ニップル給水
へ変更

鶏舎老朽化により雨漏りや隙間が多い為、
随時鶏舎補修実施中



成績改善（育成）＊オスの管理
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＊ビークトリミングを正確に均一に！

＊セレクト作業を正確に数多く！

＊日々の給餌を慎重に正確に！

＊体重コントロールを慎重に！
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＊ビークトリミングを正確に均一に！

受精率改善（育成）＊オスの管理

オートデビーカーの
中央穴を使用し
少し深めにカット

ビークトリミングは
オス約1500羽を2名、
3時間で実施。

出来るだけ少人数で
実施する。

嘴の確認・修正を
４ｗ・７ｗ・１０ｗ・１９ｗに実施。
（オスセレクト作業時）
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受精率改善（育成）＊オスの管理

＊セレクト作業を正確に数多く！

セレクト

セレクト

セレクト
セレクト

セレクト回数を多く実施

＊4日令・4週令・7週令・10週令・19週令にオスセレクト（グレーディング）実施。
＊全羽体重を量り、小鶏・淘汰鶏を選別。（小鶏は１２週令までは別飼いする）
＊１９週令（１３３日令）最終選別では基準を設けて淘汰。基準体重２５００ｇ～３５００ｇ
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受精率改善（育成）＊オスの管理

＊日々の給餌を慎重に正確に！

＊体重コントロールを慎重に！

週間増体を意識する。日々確認！

日々確認！



メス給餌動画
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＊日々の給餌を慎重に正確に！

ＣＶ値改善(育成)
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成績改善（成鶏）
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＊５％産卵日令を遅らせる！

＊初期卵重をより大きく！

＊４０週令以降の管理強化！

＊大切な種卵を守る！
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・点灯時間の変更。

５％産卵を遅らせる事によって、卵重を
大きくし種卵化率の改善を図るのが目的。

種卵化率改善（成鶏）＊５％産卵日令変更

前回農場

21Ｗ 8：00～17：00 9時間点灯

22Ｗ 8：00～17：00 9時間点灯

23Ｗ 6：30～18：30 12時間点灯

24Ｗ 6：30～18：30 12時間点灯

25Ｗ 6：00～19：00 13時間点灯

26Ｗ 6：00～19：00 13時間点灯

27Ｗ 5：30～19：30 14時間点灯

28Ｗ 5：00～20：00 15時間点灯

29Ｗ 5：00～20：00 15時間点灯

試験農場

21Ｗ 7：30～17：30 9時間点灯

22Ｗ 8：00～17：00 9時間点灯

23Ｗ 7：30～17：30 10時間点灯

24Ｗ 7：00～18：00 11時間点灯

25Ｗ 6：30～18：30 12時間点灯

26Ｗ 6：00～19：00 13時間点灯

27Ｗ 5：30～19：30 14時間点灯

28Ｗ 5：00～20：00 15時間点灯

29Ｗ 5：00～20：00 15時間点灯

＊５％産卵日令を遅らせる！
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種卵化率改善（成鶏）＊５％産卵日令変更

＊５％産卵日令を遅らせる！



32

種卵化率改善（成鶏）＊種卵個数比較

＊５％産卵日令を遅らせる！
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ＣＰ16.5

種卵化率改善（成鶏） ＊飼料変更

＊初期卵重をより大きく！
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ランハード
の添加？ 麦飯石の添加？

ＨＹ－Ｄの添加？

種卵化率改善（成鶏）＊４０週以降の管理
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種卵化率改善（成鶏）＊４０週以降の管理

＊大切な種卵を守る！
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農場Ａ、Ｂのみ毎回
破卵が多い

種卵化率改善（成鶏）＊破卵対策

＊大切な種卵を守る！
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＊破卵の多くはピンホール型
の割れが多く目立っている

新型のネストには、ネスト内
のゴミが落ちるように穴が開
いている
旧型のネストには穴はない

＊（写真上） 主な破卵 ＊（写真上） 新型ネスト

＊（写真上） 旧型ネスト

種卵化率改善（成鶏）＊破卵対策
＊大切な種卵を守る！
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＊巣外卵拾いの時に、なぜ多いか確認しているが、
突いている鶏は見られない。下の穴からの明かりが
原因ではないかと穴をアルミテープにて塞いで様子
を見る。

種卵化率改善（成鶏）＊破卵対策
＊大切な種卵を守る！



成績改善（育成・成鶏）
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＊確実なワクチン接種！

＊鶏アデノウイルス対策！

＊農場衛生管理の徹底！

＊孵卵場と密に連携！
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成績改善(育成)＊自動接種器導入

自動連続注射器導入
・作業者への誤注射事故の防止
・簡単な操作、作業の軽減
・正確・均一な注射

＊確実なワクチン接種！
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・アデノウイルスはワクチンがなく、野外感染で抗体を持
つしかない. 種鶏では、産卵・死亡などに影響がない
為、抗体を持っているか判断が難しい

雛質の改善 ＊鶏アデノウイルス対策

＊鶏アデノウイルス対策！
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育成期10週前後に棟別に採血を10本づつ取り

獣医から化血研へ検査に出してもらい

アデノウイルスの抗体を持っているか確認する。

雛質の改善 ＊鶏アデノウイルス対策

＊鶏アデノウイルス対策！



43

雛質の改善 ＊鶏アデノウイルス対策

＊鶏アデノウイルス対策！

抗体を持っていない場合は、抗体を持っている棟から
鶏糞を取り、敷料に混ぜウイルスに感染させる。

＊抗体が無かった場合は‥



＊農場の衛生管理
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＊農場衛生管理の徹底！
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＊孵卵場との連携
＊孵卵場と密に連携！

毎月1日と15日の産卵分を棟毎に仕分
けて、受精率のデータを孵卵場から
バックしてもらい,農場での鶏舎別の♂
の状態、舎内環境の確認をする。
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◇爆発卵のフィードバックを孵卵場よりＦＡＸを週一農場に送ってもらい、農場での
汚卵の廃棄基準を変更する事により、孵卵機内での爆発卵の数を減らす。

＊孵卵場との連携

＊孵卵場と密に連携！



命の恵みを大切に

1羽・1個を大切に

質の良い種卵・質の良い雛の供給に

今後も取り組んでいきます。
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“世界一の元気なヒヨコを生みだしたい”
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最後までご清聴ありがとうございます

ご不明な点・御意見など、ご連絡下さい

事務所 ０９８３－２１－２９１１

日本ホワイトファーム㈱宮崎生産部
柳田 泰宏


