
• Higher stocking density, up to 3x 
more compared to floor system

• Increased utilisation of house 
surface

• Improved feed conversion

• Perfect meat quality (no blisters, 
blue spots & feet problems)

• Uniform flock

• Reduction of antibiotic use 

• Low mortality

Why choose the 
broiler colony system:

Broiler 
Colony System
A unique way of optimizing 
broiler production and reducing 
broiler costs. 

ブロイラー
コロニーシステム

ブロイラー生産を最大化し、コストを減らす
独自のシステム

何故ブロイラーコロニシステムが
選ばれるのでしょう？

・ケージを３段以積み上げることが出来る
　ため平飼いよりも高い密度を実現します。
・ケージの利用可能面積を増やしています。
・水膨れ、青あざ、歩行困難等がない、
　高品質の鶏肉が出来ます。
・均一の鶏肉になります。
・抗生物質の使用量を減らせます。
・鶏の死亡率を減らします。



Options

• Twin Clean water 
system

• Bird weighing system
• Manure removal 

cross belts to remove 
manure from the 
house

• Inspection trolleys
• Control panels 

for all electrical 
installations

• Control panels for 
water and medication

• Manure belt 
alignment detection

Broiler 
Colony System
The Broiler Colony offers 
customers a unique way in 
optimizing broiler production 
as it incorporates the following 
features which offer optimum 
circumstances and density for 
broilers and therefor creates 
improved return on investment. 

Floor
The Broiler colony floor offers 
broilers a soft and flexible plastic 
mesh floor, preventing damages on 
the meat. All manure is removed 
immediately from the floor creating 
a clean environment for the birds 
and it helps them to get rid of body 
heat. The soft and flexible structure 
of the floor avoids footpad lesions 
and breast blisters. Because of 
this very positive impact on the 
health of the bird, liveability will be 
higher, cost for medication will be 
lower and there will be a positive 
contribution in the worldwide 
discussion of reducing antibiotics 
in meat. 

Density
Broiler colony cages are available 
up to 4 tiers high. Together with 
the earlier mentioned floor design, 
increased density and narrower 
walkways this leads to bird 
numbers which are up to 3 times 
higher than in traditional floor 

litter systems. 

Feeding system
Around 70% of your production 
costs are related to feed. Therefor 
no feed at all should be spilled. 
Salmet’s Broiler Colony system 
incorporates two feeding pans 
which offer feed from day old to 
harvesting weight. If broiler weight 
and behaviour dictates to do so, 
the feeding system can be lifted. 
Together with the features of the 
unique floor, the feeding system 
takes care of optimum situations 
where perfect growth scenarios 
are achieved for broilers. This 
leads to a much better FCR than in 
traditional floor systems. 

Harvesting
Broilers are removed from the 
house fully automatically without 
the need to catch them. The 
flexible floors are removed from 
the system and the birds are gentle 
moved at the running manure belt 
which transport the birds to the 
end of the row were they can be 
put into a container or crate. 

About Salmet
Apart from being a manufacturer of 
poultry equipment, Salmet GmbH 
is also one of the larger poultry 
producers in Germany, so we 
know what it means to design and 
produce poultry equipment. 
We use what we produce!

Salmet GmbH & Co. KG 
Tel: +49 6074 3760 0 
info@salmet.de 
Assar-Gabrielsson Str. 19a
63128 Dietzenbach - Germany

www.salmet.de 

Reliable, durable 
and thoroughly tested 
poultry equipment.
Proven worldwide since 1962.

ブロイラー
コロニーシステム

ブロイラー生産コストの約70％が飼料に
かかる費用と言われています。そのために
無駄は無くさなければなりません。
サルメット社製ブロイラーコロニーシステ
ムには、２つの給餌皿があり、初生雛から
育雛後期に至るまで対応します。
もしブロイラーの重量や、行動が求める場
合は、給餌システムが作動します。
独創的な床の特徴との組み合わせにより、
当社の給餌システムは、鶏の成長に対し、
全体最適化を達成していきます。
このことは従来の平飼いよりもFCR(飼料
要求率）を向上させます。

出荷について
ブロイラーを鶏舎から出すときは完全に自
動で行うことが出来、態々鶏を一匹ずつ捕
まえる必要がありません。
床をスライドさせることで、鶏を優しく除
糞ベルトに乗り移らせることが出来、その
まま端まで移動させた後に、コンテナやク
レートに詰めることが出来ます。

サルメット社について
養鶏設備の製造だけでなく、サルメット社
はドイツに於ける最大規模の卵の生産者で
もあります。そのため我々は養鶏設備をデ
ザインし、製造するとはどういうことなの
か身を以て知っています。 我々が自分たち
の鶏園で使用している設備は全て自分たち
で作っているものなのです。

このシステムは、ケージ内環境を最適化
し、ブロイラー密度を高めるという独自
の方法を用いることでブロイラー生産の
最大化を目指しています。　このことに
より、投資回収効率が改善します。

床構造について
プラスチック製メッシュ構造の床は柔ら
かく、弾力性があるので、鶏肉へのダメ
ージを減らすことが出来ます。
糞は即座に床から回収されるため、鶏に
清潔な環境を提供し、鶏の体温を下げる
ことにも繋がります。
柔らかく、弾力性のある床は又、趾部裏
の皮膚炎や、胸骨部腫脹を予防する効果
もあります。
鶏の健康に対する好影響は生存率を高め
る一方で、薬にかかる費用を抑えること
にもなり、世界中で議論されている抗生
物質の使用量低減にも貢献します。

飼育密度について
ブロイラーコロニーケージは４段まで積
み上げることが出来ます。
前述したフロア設計と共に、鶏密度を高
め、より幅の狭い動線によって通常の平
飼いの３倍多くの鶏を飼育出来ます。

株式会社ユナイテッドアローズ
(サルメットジャパン）
Tel  : 03 5281 1532
Fax : 03 5281 1520
sales@salmet.co.jp
www.salmet.co.jp

オプション
・ツインクリーンウォーター
　システム
・バードウェイティングシステム
・糞を鶏舎の外に排出する除糞
　システム
・検査用トローリー
・全ての電気機器を集中管理する
　ための制御装置
・給水や給薬を集中管理するため
　の制御装置
・糞乾ベルトの位置調整のための
　検知装置


