ハイライズ
HighRise3 3

アビアリーシステム
aviary system
Combines easy management and
animal
welfare resulting in the
管理のしやすさとアニマルウェルフェアを両立
highest
laying performance.
することで、最高の産卵率を達成しました。

Why choose the
何故、ハイライズ3
アビアリー

HighRise 3 aviary
システムが選ばれるのでしょう？
system:

・システムレイアウトの種類が豊富です。
• Wide variety of system
・管理が容易です。
layouts
・雌鶏のトレーニング方法に対し多彩な
オプションがあります。
• Easy management
・巣箱、給水機、給餌機、止まり木、
• Several options to train
スラット（スノコ状の網）エリア、
the hens
それぞれの間が行き来しやすい距離に
• Nest, water, feed,
あります。
perches and slatted
・高い耐用年数を誇ります。

areas are easy reachable

• Long lifetime

ハイライズ
HighRise3 3

アビアリーシステム
aviary system
ハイライズ3
アビアリーシステムは鶏の質を改善したい時に選ばれるシステム
The
HighRise
3 system is the system to choose when you have
です。
concerns
about the quality of the rearing of your birds. The
このシステムは、いくつかある飼育段階のうち、特に重点的に教育したい段階
system
can be closed at several stages allowing you to give the
birds
some extra training and to learn them how to behave in an
に特化して、あるべき行動を鶏に教え込むことが出来ます。
aviary system.
コントロールとオーバービューはこのシステムの２大特徴です。

Control
and overview are two key words belonging to the High
オーバービューという鶏を上から覗ける構造により巣箱や、中央に動線がある
Rise.
The
overview over the birds is good and you have easy
スラットエリアへのアクセスが容易になります。
access to the nest- and slatted areas due to a central walk alley.
巣箱-給餌機-給水機-止まり木-スラットエリアの行き来がしやすいように距離
Nests, feed, water, perches and slatted area are easy reachable
が取られています。
by the birds. The slope of the floor towards the nest makes sure
巣箱に向けて傾斜したスロープは、卵がシステム内で露出しないように巣箱の
the
eggs to roll into the nest to avoid having eggs visible in the
中に転がり込むためのものです。
system.
Perches in front of the nest can be lifted creating more
巣箱の前の止まり木は、より広くしたり、掃除したりしやすいように持ち上げ
space
for catching and cleaning.
ることが可能です。

Manure removal belts are installed under each level of slatted
floor
which contributes to a healthy environment for the birds.
除糞ベルトはそれぞれの階層のスラットエリア下に敷設されており、鶏に衛生
Unique
of the manure removal is the stainless steel scraper which
的な環境を与えます。
cleans
the
belt perfect and has the possibility to track the belt of
特徴的なステンレス製のスクレーパーはベルトから糞を完全に取り除きます。
the end of the row.

オプション
Options
• Closing grid on
sides
・両サイドの仕切り格子
• Extra perches
・追加止まり木
• Extra feeding line
・追加給餌ライン
• Extra water line
・追加給水ライン
• Stainless steel legs
・ステンレス製脚部
・糞乾機
• Manure drying
・集卵機（クロスベルト、
• Egg collection
コレクションテーブル、
systems (cross
エレベーター）
belts, collection
・洗浄機
tables, elevator)
• Water pressure
regulation

ハイライズ3 アビアリーシステムは積み上げ式に設計されているため、建屋の

Due to the design of a raised system the HR3 gives the
スペースを有効に活用できます。
opportunity to use the whole barn width as usable space.

サルメット社について
About
Salmet
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
Apart
from being a manufacturer of poultry equipment, Salmet
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
GmbH
is also one of the larger egg producers in Germany, so we
know
what it means to design and produce
poultry equipment.
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
We
use what we produce!
設備は全て自分たちで作っているものなのです。

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

Salmet GmbH & Co. KG
株式会社ユナイテッドアローズ
Tel: +49 6074 3760 0
(サルメットジャパン）
info@salmet.de
Tel : 03 5281 1532
Assar-Gabrielsson Str. 19a
Fax
: 03
5281 1520
63128
Dietzenbach
- Germany
sales@salmet.co.jp
www.salmet.co.jp
www.salmet.de

