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ビタミン・ミネラルの凝集体で、ルーメンに直接投入するこ
とにより、ルーメン内で長期間に渡ってとどまり、徐々に溶
けて必要栄養素を確実に供給することが可能な商品。 

ＳＴショットとは 

これにより！！ 

① ビタミン・ミネラル供給量の的確なコントロールが可能 

② 適正量の供給により、ベストな健康状態を維持 

③ 日々のビタミン・ミネラル配合等の手間を省略 
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ＳＴショットシリーズ１ 

種類 期間 用途 

ＳＴエクセルショット 約８か月間 長期に渡る栄養素の供給 

ＳＴトニックショット 約６週間 亜鉛・銅に特化。乾乳期に。 

ＳＴフラッシュショット 約１時間半 ｶﾙｼｳﾑに特化。分娩時に。 

その他 ３日～２１日 ※２００ｋｇ以下の子牛用も。 
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ＳＴショットシリーズ２  

種類 期間 用途 

ＳＴスタートショット ３日 ナイアシン特化。分娩後のエ
ネルギー補給に。 

ＳＴリフレッシュショット ３日 全般的なビタミンミネラル。 
発情促進。 

ＳＴエクセルショットミニ ８カ月 １００ｋｇ～２００ｋｇの子牛用 



ＳＴショット 試験状況 
牛の体に穴をあけ、定期的にＳＴショットを取り出して溶出具合を測定。 

            
       
“目測”で上記期間かけて溶けていくことを確認！！ 
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ＳＴショット 試験状況 

経過時間（％） ※溶けきるまでの時間を１００％として表示 
                エクセルショットで言えば８か月を１００％とする 

溶
解
度
合

 
（％
） 
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ＳＴエクセルショット 

◎ 給餌対象 
２００ｋｇ以上の未経産牛 / 乳牛 / 乾牧草を主食とする牛 

 
◎ 溶出期間 
約８か月（２５０日）間 

 
◎ 給餌量 
１頭に対して２本のエクセルショットを投入する 
 

◎ 給餌時期 
－放牧を開始する春先より。 
－その他適宜必要時期に。 
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ＳＴエクセルショットの成分 

エクセルショット 成分量（２本） 

Ｚｎ ５０，０００ ｍｇ Ｍｎ ３，０００ ｍｇ ＶＡ １，０００，０００ ＵＩ 

Ｃｕ １２，０００ ｍｇ Ｃｏ ４８０ ｍｇ ＶＤ ２００，０００ ＵＩ 

Ｉ ３，０００ ｍｇ Ｓｅ ５２０ ｍｇ ＶＥ ５，０００ ＵＩ 

栄養素 平均供給量（日） 栄養素 平均供給量（日） 

亜鉛 ２００ mg セレン酵母 2．1 mg 

マンガン １２ mg ビタミンA ４，０００ I.U. 

銅 ４８ mg ビタミンD3 ８００ I.U. 

ヨウ素酸カルシウム １２ mg ビタミンE ２０ I.U. 

炭酸コバルト １．９ mg 

◎ ２本が約８カ月（２５０日）かけて溶出した際の１日当たりの平均供給量 
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１日必要量 乾牧草中 不足分 エクセルショット 

コバルト １．５ｍｇ １．８ｍｇ ＋０．３ｍｇ（充足） １．９ｍｇ 

銅 １５０ｍｇ １０３．５ｍｇ －４６．５ｍｇ（不足） ４８ｍｇ 

ヨウ素 ９ｍｇ 微量 － １２ｍｇ 

マンガン ６００ｍｇ １，９０５ｍｇ ＋１，３０５ｍｇ（充足） １２ｍｇ 

セレン ０．１５ｍｇ ０．３６ｍｇ ＋０．２１ｍｇ ２．１ｍｇ 

亜鉛 ６００ｍｇ ４２０ｍｇ －１８０ｍｇ（不足） ２００ｍｇ 

ビタミンＡ １２，７２０ Ｉ．Ｕ． ６，０００ Ｉ．Ｕ． －６，７２０ Ｉ．Ｕ． ４，０００ Ｉ．Ｕ． 

ビタミンＤ３ １，８００ Ｉ．Ｕ． 日光浴等で摂取量十分 ８００ Ｉ．Ｕ． 

ビタミンＥ ６００ Ｉ．Ｕ． ３０ Ｉ．Ｕ． －５７０ Ｉ．Ｕ． ２０ Ｉ．Ｕ． 

※１  ３００ｋｇ程度の体重のホルスタインで、１５ｋｇ/日の乾牧草を摂取する場合 
※２  日本飼料標準を参考とした 
※３  日本の乾牧草中のミネラル：銅、コバルト、セレン、亜鉛が不足しがちビタミン 
 日本の乾牧草中のビタミン：ビタミンＡ、ビタミンＥが不足しがち 

乾牧草中のビタミンミネラル量と 
エクセルショットの補填量 



ミネラル 生体内の役割 欠乏症 

銅 

・生体内の活性酵素から細胞を保護する酵
素の構成要素 

・ヘモグロビン合成に必要な鉄の吸収と輸送
に関与 

発育不全、繁殖障害、免疫機能の低下 
貧血、被毛の退色、失沢 

鉄 
・酵素（ヘモグロビン、カタラーゼなど）の構成
要素 

貧血、発育遅延、皮膚の軟弱化 

マンガン 
・骨基質のムコ多糖、糖たん白質の産生に必
要な酵素の構成要素 
・各種酵素の活性化 

発育障害、繁殖障害、新生子牛の骨形成障害、被毛
の退色 

亜鉛 ・金属酵素の構成要素 
皮膚の不全角化症、採食量低下、蹄角質の脆弱化、
発育障害、生殖腺機能低下 

コバルト 
・ビタミンB１２の構成要素 
・酵素の活性化 

食欲異常と消化障害、貧血、被毛失沢 

セレン 
・膜脂質における抗酸化作用 
・グルタチオンペルオキシターゼの構成要素 

胎盤停滞増加、子牛の白筋症、抗病性の低下、繁殖
成績の低下 

ヨウ素 ・甲状腺ホルモンの成分 
繁殖成績の低下、抗病性の低下、発育と性成熟の遅
れ、甲状腺肥大 
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ミネラル各種の役割と欠乏症 



ＳＴエクセルショット テスト結果 

◎ フランスにおいての実証試験 

試験場所 ： 西フランス ４つの牧場にて 

種類    ： ホルスタイン 未経産牛（ランダムに抽出） 

状態    ： 約４４５日  約４３０ｋｇ  ７４頭 

※血液サンプルは放牧時（４月）、中途（６月）、終了時（１
１月）に採取 

※データは質量分析法にて測定（英国Ｓｃｉａｎｔｅｃ Ａｎａｌ
ｙｔｉｃａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｔｄにて） 
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ＳＴエクセルショット テスト結果 

◎ ヨウ素血中濃度差  
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０日 ２４５日 １０６日 



ＳＴエクセルショット テスト結果 

◎ セレン血中濃度差  
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０日 ２４５日 １０６日 



ＳＴエクセルショット テスト結果 

◎ 亜鉛血中濃度差  
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０日 ２４５日 １０６日 



ＳＴエクセルショット テスト結果 

◎ グルタチオンペルオキシダーゼ※１血中濃度差 
※１ 抗酸化酵素。過酸化水素を水と酸素に分解する。 
     酸化的損傷からの保護を行う。 
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ＳＴエクセルショットの効果 

成長促進 
若雄牛で＋１０%のDG増加 

未経産雌牛で＋１７%の体重増加 

人工授精
率向上 

２０頭の未経産牛でのトライアル 

人工授精率が３０%増加する結果に 

実績 
実際の顧客（仏）の未経産牛４０頭でトライアル 

平均約１００g/日の増体を実現！ 
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ＳＴトニックショット 

◎ 給餌対象 
２００ｋｇ以上の乳牛 / 乾牧草を主食とする牛 / 妊娠期最終月の牛 
 

◎ 溶出期間 
約６週（４２日）間 
 

◎ 給餌量 
１頭に対して２本のトニックショットを投入する 
 

◎ 給餌時期 
－分娩の５～８週間前。 
－その他適宜必要時期に。 

17 



ＳＴトニックショットの成分 

トニックショット 成分量（２本） 

Ｍｇ １８，０００ ｍｇ Ｉ １６０ ｍｇ ＶＡ ３，０００，０００ ＵＩ 

Ｚｎ １６，８００ ｍｇ Ｃｏ ８０ ｍｇ ＶＥ １３，５００ ＵＩ 

Ｃｕ ５，２００ ｍｇ Ｓｅ １７０ ｍｇ 

栄養素 平均供給量（日） 栄養素 平均供給量（日） 

亜鉛 ４００ mg セレン酵母 ４ mg 

銅 １２４ mg ビタミンA ７１，４００ I.U. 

ヨウ素酸カルシウム ３．８ mg ビタミンＥ ３２０ I.U. 

炭酸コバルト １．９ mg マグネシウム ２１４ mg 

◎ 約６週間（４２日）かけて溶出した際の１日当たりの平均供給量 
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ＳＴトニックショット 

 分娩時、仔牛は、胎盤がVA・VEを通さないため、欠乏した状態で

生まれてくる。そのため、初乳成分を高めて仔牛に初乳を与える
必要がある。 

 セレンは胎盤を通って仔牛に供給が可能であり、３㎎/日を与える
ことによって、Ｉｇ値を向上させることができる 

妊娠時に３㎎/日のセレン 
を与えた場合、初乳中 
並びに仔牛の血清中の 
Ｉｇ値が向上する 

Ｉｇ
Ｇ
値

 
 
ｇ

/Ｌ
 

トニックショットは４㎎/日 
のセレンを供給する 
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ＳＴトニックショット 

 妊娠時のＶＥの状態 

分娩前後の日数 

ＶＥの欠乏 

血
漿
中
Ｖ
Ｅ
濃
度

 
ｕ
ｇ

/ｍ
ｌ 
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セレン・ビタミンEの効果 

セレン補給による牛の感染防御機能の増強  
 
[要約］ 分娩前の血清セレン濃度が低かった乳用牛（50ppb以下）に対するセレン 
およびビタミンＥの補給 は、潜在性乳房炎の発生を低減させる傾向が認められた。 
  
北海道立新得畜産試験場・生産技術部・衛生科 
http://www.naro.affrc.go.jp/org/harc/seika/h09/do97038.htm 

21 



ＳＴトニックショット テスト結果 

◎ 初乳成分（ＩｇＧ）の向上 トライアル１ 

ＩｇＧ値 高い 

ＩｇＧ値 低い 
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ＳＴトニックショット テスト結果 

◎ 初乳成分（ＩｇＧ）の向上 トライアル２ 

ＩｇＧ値 高い 

ＩｇＧ値 低い 
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ＳＴトニックショット テスト結果 

◎ グルタチオンペルオキシダーゼ 向上結果 

トライアル１ トライアル２ 

ＳＴトニックにおいても、グルタチオンペルオキシダーゼ値の向上を確認 
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ＳＴフラッシュショット 

◎ 給餌対象・時期 
分娩時並びに分娩後１２～１８時間以内 

◎ 溶出期間 
１時間半 
◎ 給餌量 
分娩時に２本、分娩後１２～１８時間以内に２本投入する 
（分娩時に４本を一気に供給することも可） 
 

フラッシュショット 成分量（計４本与えた際の量） 

Ｃａ ５４，０００ ｍｇ ＶＰＰ １２，０００ ｍｇ 

Ｉ ６０ ｍｇ ＶＥ ８，０００ ＵＩ 

Ｃo ２８ ｍｇ ＶＤ ４０，０００ ＵＩ 
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ＳＴフラッシュショット テスト結果 

◎ フランスにおいての実証試験 

試験場所 ：  西フランス  

種類    ：  ホルスタイン 

状態    ：  ４０頭 

    ２０頭対照区 

  ２０頭フラッシュショット給餌 
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ＳＴフラッシュショット データ 

◎ 分娩時の血中カルシウム濃度 

血中カルシウム
濃度において大
きな差を確認 

27 



ＳＴフラッシュショット データ 

◎ 分娩時の血中ビタミンＥ濃度 

血中ビタミンＥ濃
度においても、差
を確認 
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STシリーズプログラム例 

  子牛 育成牛 成牛 

月齢 0-3 4 14-16 24-26 24-36 34-36 37～ 

初種付 分娩 
泌乳期・種

付 
乾乳期 分娩 

エクセルミニ エクセル トニック フラッシュ 

        

        

        

        

        

        

溶出期間：8か月 溶出期間：8か月 溶出期間：6週間 溶出期間：1.5時間 

 100-150kgステージで 
分娩の8か月前/ 

200kg以上 
乾乳期突入0～2か月時 分娩直後 

ビタミン・ミネラルに特化 ビタミン・ミネラルに特化 亜鉛・セレンが特徴 低カル予防に 

スタート 

  

  

  

  

  

  

溶出期間：3日間 

5-8日後・2回の給与がよ
り効果的 

ナイアシン特化 

STシリーズプログラム例 


