ネストシステム
Nest system
Traditional
laying nest to
産卵率を限りなく高めることができる
achieve
the highest amount
従来型のネストシステム
of consumption eggs

何故ネストシステムが
Why
choose
the
nest system
選ばれるのでしょう？
• Well accepted by the birds

・鳥たちが好きな環境です。
• High egg quality
・高品質の卵が出来ます。
・地面での産卵を防ぎます。
• Less floor eggs
・衛生的な環境です。
• Hygienic environment
・管理が簡単です。
• Easy to manage
・自動集卵が出来ます。

• Automation of egg collection

ネストシステム
Nest system

サルメット社製ネストシステムは、産卵のための非常に衛生的な環境を
提供すると同時に、ネスト内の熱上昇を抑えることが出来ます。
又、ネストの素材はワクモを抑制する効果があります。

ネストは雌鶏の産卵に不可欠な清潔で快適な環境を提供します。
The
Salmet nest provides a very hygienic environment for the
高さのある入り口は鶏の出入りを容易にし、入り口に取り付けられた
egg
production and helps reducing heat accumulation inside
スライスカーテンはネストを取り囲こみ影を作ることで、ネスト内で
the
nest. The nest material is also very unattractive for red-mite.
の
産卵を促すので、卵の放置を防ぐことが出来ます。
夜になると床が上
The
nest provides hens a comfortable and hygienic
environment
to lay their eggs. The high nest entrance allows
がり、ネスト内には入れなくなるので、ネスト内を清潔に保つことが
birds
to easily enter and leave the nest, sliced curtains at the
出来ます。

entrance create shadows in the nest and therefor help to avoid
mislaid
eggs. At night the floor is lifted and the nest is closed
ネスト内には人工芝のマットが敷かれているため、常に清潔さが保た
so the birds have no entrance and the nest keeps clean.

れ、雌鶏が快適に過ごせるため、産卵が促されます。ネストから集卵ベ
ルトまでの距離が短いため、卵のひび割れを防ぐことが出来ます。
Inside the nest an Astroturf mat keeps the nest clean and
ネストの前に取り付けられた給水機はネスト内への誘導と利用をしや
hygienic
and provides the hen with a comfortable surface for
すくしています。
laying
the eggs. The egg has a short rolling distance from the

nest to the egg belt in the centre of the nest, this also avoids
多彩な仕様
cracked
eggs. Drinker line in front of the nest leads to high nest
acceptance
and usage.
ネストの仕様は多彩で、1層もしくは２層と選択でき、アビアリーシス
テム内と組み合わせることも出来ます。

Various
designs
ご要望に応じて様々な種類の集卵システムがこのネストシステムと組み
The
nests
are available in various designs single nests, double
合わせることが出来ます。
tier and the nest is also incorporated in our aviary systems.
Different types of egg collection systems can be combined with
サルメット社について
the nest depending on your wishes.

Options
オプション
• Wire or plastic slats
• Slat on top
• Manure belts
underneath slatted
・ワイヤー製もしくは
area
プラステック製の網底
• Anti-perching
・天井の網
・底網の下の除糞ベルト
device on roof
・屋根の上の止まり木防止
• Different extras for
・ネスト追加パーツ（カーテン、
nest (Egg curtains,
ネストへの侵入避け格子
nest rejection grid)
・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

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
About
Salmet
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
Apart
from being a manufacturer of poultry equipment,
Salmet
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。
GmbH
is also one of the larger egg producers in Germany,

so we know what it means to design and produce poultry
equipment. We use what we produce!

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