夏はフェスタとエスクに注目！

子豚用自動ほ乳器を活用した飼養管理

〜全農開発の飼料の最新トピック〜

〜
「ミルキーウィーンフィーダー」
について〜
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図 1.フェスタの給与と飼料摂取量

図1.各国の平均年間離乳頭数

図2.フェスタの給与と産卵率
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図2.全農飼料畜産中央研究所での発育試験結果
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