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小松種鶏場の取り組み 

株式会社 小松種鶏場  

 代表取締役社長 小松伸好 

平成２８年７月２２日 

～「岡崎おうはん」の販売と利用～ 

会社概要 

商 号：株式会社小松種鶏場 

代表者：代表取締役 小松 伸好 

設 立：創  業 大正１４年(１９２５年) 

法人化：昭和２５年(１９５０年) 

 

施 設：本社 ヒナ孵卵工場 家畜診療所 食品工場 

農 場：有明山農場（長野県安曇野市） 

従業員：25名 

資本金：4500万円 

小松種鶏場と岡崎牧場 

家畜改良センター岡崎牧場 

㈱小松種鶏場 ・人口２６万人 

・国宝 松本城 

①「種」が他の実用鶏と違うことが目で見て分かる。 
②改良方向が海外の育種会社とは異なり、卵肉兼用

を目指す。 
③外国実用鶏では困難な、国産鶏実用鶏の特徴であ

る種鶏を含む生産履歴情報を養鶏場、流通業界、
消費者までに提供できる。 

販売を開始した理由 

国産鶏の需要を今よりも拡大 

期待される展開 

他の鶏種よりも差別化が可能 
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横斑プリマスロック（雄） ロードアイランドレッド（雌） 

× 

2つの品種を交配した 
交雑種 

種鶏の飼養からCM鶏生産まで 

国産の種：さかのぼれる素性の安心安全な純国産鶏 

「岡崎おうはん」の供給開始 

「岡崎おうはん」の販売を開始 

平成２１年１月～ 

 
 国産鶏「岡崎おうはん」振興協議会発足 

 

平成２０年１０月１７日 

現在に至る 

○主な参加者 

「岡崎おうはん」振興協議会 

消費流通販売 
 

 （株）大地を守る会（会計監査） 
 （株）ナチュラルアート （会計）  
 生活クラブ連合会 
 （株）太田商店（副会長）  
 （株）ヒノマル 

成鶏処理  六ッ美養鶏加工協同組合 （副会長）  

生産 
 

 トキワ養鶏（副会長） 
 ブラウンエッグファーム 
 ゼンケイ  

種鶏孵卵 
 (株)小松種鶏場（会長） 
 (株)後藤孵卵場 

 国内における種の育成に関する理解を深め、純国産鶏
「岡崎おうはん」の生産と消費の拡大、ブランドの維持を
図ることを目的とする。 

○目的 

ロゴマーク 

太田商店（愛知県） 

「地域振興の役割を担うことのできる鶏」 

大地を守る会（千葉県） 

「自然にやさしいおいしさをいただくことは、 
環境を守ることにもつながる」 

ブラウンエッグファーム（長野県） 

「たまごを通じた幸せづくりをしている」 

主な飼養者 



3 

評価
１ 

評価
２ 

産卵・産肉性能とも高い 

卵質・肉質についても高い評価 

特長
３ 

新たな付加価値 

「岡崎おうはん」の評価 「岡崎おうはん」の特徴 

・赤玉 

・卵肉兼用種 

・温順で飼いやすい 

・美しい横斑 

一般的な白玉と比較して、「岡崎おうはん」の卵は、
旨味や甘味が強くまろやかな味わいです。 

フィールドの状況 

「岡崎おうはん」のフィールド成績 

農場名 餌付日 導入日 導入日齢 導入羽数 

東１ 2015年5月6日 2015年9月2日 120日齢 1,224羽 

農場名 餌付日 導入日 導入日齢 導入羽数 

東2 2015年5月6日 2015年9月2日 120日齢 1284羽 

フィールドの状況 
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江尻養鶏における産卵率の推移 
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新たな取り組み 

②レッドコーニッシュ × 岡崎おうはん（あづみ野鶏） 
 飼育場所 ：会田共同養鶏 
 餌 付 日：2014年3月14日 
 羽数：雄50羽、雌50羽 

①レッドコーニッシュ × 岡崎おうはん（あづみ野鶏） 
飼育場所： ㈱小松種鶏場 南信育成場 
餌 付 日：  2014年4月18日 
羽 数   ：  雄86羽、雌76羽 

③834系♂ × 岡崎おうはん（有明シャモ） 
 飼育場所： ㈱小松種鶏場 南信育成場 
 餌 付 日：  2014年4月18日 
 羽 数   ：  雄26羽、雌20羽 

「岡崎おうはん」利用について 

１ 美膳軍鶏(岡山県） 

• 雄系が８３４(龍軍鶏ごろう）×雌系が「岡崎おうはん」
で昨年１千羽を試験生産し、本年から本格的に市場へ提
供 。来年には年間２万羽の出荷を目指すとのこと。 

• 特定JAS認定(地鶏JAS）の取得を検討中。 

２ 神奈川県 

• 雄系が８８（大型横斑ロック）系統又は８３３系統(大型
軍鶏）、雌系が「岡崎おうはん」での提供を目指し、試
験的に飲食店等に提供して試食等実施するなど、本格的
な提供に向けた準備を進めているところ。 

 

交雑種～地鶏生産利用への試み～ 

飼養状況 
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体重測定の推移 
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①あづみ野鶏  
   （赤色コーニッシュ×岡崎おうはん） 

飼育場所：  ㈱小松種鶏場 南信育成場 
餌 付 日 ：  2014年4月18日 
羽 数     ：  雄86羽、雌76羽 
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あづみ野鶏（雄） あづみ野鶏（雌） 

あづみ野鶏（大すう） ②有明シャモ  
   （ 834系♂ × 岡崎おうはん） 

飼育場所：  ㈱小松種鶏場 南信育成場 
餌 付 日 ：  2014年4月18日 
羽 数     ：  雄26羽、雌20羽 
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有明シャモ（雄） 有明シャモ（雌） 

有明シャモ（大すう） 
新たな地鶏の生産に向けて 

http://bizen-syamo.jp/ 

・岡崎おうはん× 龍軍鶏ごろうの岡山県生まれ純国産の地鶏。 
・美膳軍鶏は長野県安曇野の大自然の中で孵化し、まだ幼い  
 雛のまま、岡山の湯原に運ばれます。 
・湯原のミネラル豊かな地下水と厳選された飼料で、丁寧に、 
 徹底管理のもと育てられます。 
・国内に流通している多くの鶏肉は、孵化後45～85日前後  
 で出荷されますが、美膳軍鶏は、約140日間、広大な土地  
 でのびのびと平飼いし、丁寧に育て上げます。 

美膳軍鶏 

http://bizen-syamo.jp/
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純国産鶏種・赤玉鶏「あずさ」 

• ロードアイランドレッドと白
色プリマスロックの交配種 

• 国が開発した純国産鶏です。 

• 一般に普及している赤玉鶏よ
り産卵率が良いといわれてい
ます。 

ご静聴、ありがとうございました。 

 

〒390-0841  長野県松本市渚3-6-19 

TEL：０２６３－２４－０１５１ 

http://komatsu-hiyoko.com/index.html 

http://komatsu-hiyoko.com/index.html

