
• Clean eggs – essential for 
hatchery

• Highest level 
 hatching eggs

• Better FCR compared to 
floor systems

• Very low mortality rate

• More birds per house

• Uniform growth

Why choose the 
PS 2800 system:PS 2800

layer breeder 
system
Designed to maximize hatching 
egg production and fertility.

種鶏飼育システム
(PS2800)

種卵用卵の生産および繁殖が最大化するように
設計されています。

何故、PS2800が選ばれるのでしょう？

・孵化に必須となる衛生性を提供します。
・最高レベルの種卵を生産出来ます。
・平飼いに比べてFCR(飼料要求率）が
　優れています。
・鶏の死亡率を抑えます。
・鶏舎辺りの羽数を増やせます。
・鶏の成長を均一化します。



Options

• Feed wagon or feed 
chain

• Adjustable legs
• Water line flushing 

system
• Shock wire
• Different number of 

nipples per cage
• Different types of 

egg collection

PS 2800
layer breeder 
system 
The PS 2800 layer cage for parent 
stock guarantees maximum hat-
ching egg production and fertility. 
The system is available from 2 till 
6 tiers. The side partitions of each 
section are designed to ensure 
social contact between the birds. 
Also the even distribution of light is 
guaranteed. 

The cage bottoms are made of 
cross and longitudinal tensile wires 
of the same thickness that present 
a smooth surface for improved egg 
roll-out. The middle of the cage 
floor is enforced to ease natural 
mating. 2 drinking lines are instal-
led at each tier one of the lines is 
adjustable. This assists with flocks 
where uniformity is somewhat 
uneven and enables smaller birds 
to reach the nipples.

Uniform feed
The right feed conversion system 
is a core factor to success and 
operating efficiency. 

As an expert, Salmet has conti-
nuously improved the technical 
standard of the feed hopper and 
achieves best results. 
The up-to-date feeding system 
meets the desired quality and 
quantity requirements for each bird 
and avoids feed waste and over 
consumption by keeping feed at 
the lowest possible level. A traditi-
onal chain feeding system can also 
be installed. 

Salmet proven manure drive sys-
tem is used in the PS 2800 system 
giving you reliable manure removal.

All types of SALMET egg collec-
tion system, elevator and egg lift 
system can be installed.

About Salmet
Apart from being a manufacturer of 
poultry equipment, Salmet GmbH 
is also one of the larger egg produ-
cers 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.

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も行って
います。 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。

　

サルメット社は(この分野における)専門集団
として、長年に渡りフィードホッパーの改善
改良に取り組んできた結果、当該分野に於け
る最高の成果を達成するに至りました。
最新の給餌システムでは、それぞれの雛が必
要としている量と質に合わせた餌の量が調節
できると同時に、餌の食べ残しや過剰供給を
必要最低限に抑えれるようになりました。
チェーンフィダーについても勿論取り付け可
能です。

PS2800には実績のあるサルメット社製徐糞
ドライブシステムが採用されており、簡単に
徐糞がすることが出来ます。

エレベーターやリフトシステムなど、サルメ
ット社製の全集卵システムの導入が可能です。

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

種鶏飼育システム
(PS2800)

PS2800種鶏飼育用ケージは、種卵用卵の
生産および繁殖が最大化することをお約束
します。このシステムは２段から最大６段
までの設置が可能です。
それぞれの区画の両サイドにある仕切り壁
は鶏同士が適度な接触を可能とする一方で
喧嘩などが出来ないよう工夫されています。
合わせて鶏たちが均一に配光が受けられる
ように設計されています。

ケージの底は針金の交差構造で、表面が滑
らかになるように同じ太さで張られた縦の
針金によりケージ内の卵が外に転がり出や
すくなっています。
ケージの中央部の底は自然交配がしやすい
よう、補強されています。　２つの吸水口
はそれぞれの位置を調節出来ます。　この
ことにより、大きさの違う鶏であっても均
一に吸水口に届くようにしています。

給餌の均一化について

適切な飼料転換システムは雛の成長を最善
な状態に導く上で、最も重要な要素であり、
作業効率にも影響します。

サルメット社について

オプション

・フィードワゴン若しくは
　フィードチェーン
・調整可能な脚部サポート
・給水機洗浄システム
・衝撃吸収ワイヤー
・給水口の数 / ケージ
・集卵タイプ


