育雛・育成システム
S1000
rearing
(S1000) system

Why choose the
何故、S1000が選ばれるのでしょう？
S1000 system:
• Optimal rearing results

・ 最適な飼育成果が得られます。

Rearing
system which gives
従来型ケージシステムの中で、最適に始める
layers
the optimal start in the
ことが出来る育成・育雛システムです。
conventional cage system.

•・Uniform
pullets
雛のサイズが均一化します。

見栄えのする雛が育ちます。
•・Good
bird overview
・ 衛生的な環境を提供します。
・ とても扱い易いシステムです。

• Hygienic environment
• Easy to use

S1000
育雛・育成システム
rearing
(S1000) system
卵生産を如何に成功に導けるかは偏に
The success in egg production
雛の成長期の状態に依存します。
highly depends on the bird´s
S1000は初生雛から若雌鶏迄のニーズ
growing period. The S1000 rearに適合した育成・育雛システムです。
ing system adapts to the needs

チェーンフィダーについても勿論取り付
A traditional chain feeding
け可能です。

system can also be installed.
The proven push in doors with
ケージの跳ね上げ扉は奥にしか開かず、
a double spring system keeps
二重バネを使用することで、常にテンシ
of day old chicks and pullets.
lots of tension at all times, so
初生雛から若雌鶏まで、(成長に応じて ョンがかかった状態になっています。
you never run the risk of them
雛のサイズが変化しても）給餌トラフ このことにより、扉の開け放しという
From day old chick to pullet,
opening. At the end of the pullet
へのアクセスには支障がありません。 リスクを避けることが出来ます。
access to the feed through is
cycle the entire front of the
プーレットサイクルの最終段階では、
”フィードゲート”という優れた機能を
fully adjustable. The sliding
system opens up for ease up
手でスライドさせるだけで雛の成長に 扉を全開にすることで、雛鳥たちを、
feed gate is run by a clever
bird removal for placement into
合わせた給餌量を簡単に調整すること 簡単にレイヤーハウスに移動することが
mechanism to manually adjust
your layer house.
出来ます。
が出来るのです。
space as the birds grow.
The water system comes com給水システムは高さが調整可能で、
給餌の均一化について
Uniform feed
plete with adjustable waterlines
雛鳥のすべての成長段階に合わせること
The
right
feed
conversion
system
on all day old chicks tiers.
適切な飼料転換システムは雛の成長を が出来ます。
is
a
core
factor
to
success
最良なものへと導く上で核となる要素
and operating efficiency. As an
Salmet proven manure drive
信頼性の高いサルメット社製除糞システ
であり、作業効率にも影響します。
expert, Salmet has continuously
system is used in the S1000
ムがS1000でも採用されており、簡単
improved
the
technical
standard
rearing system giving you reliable
に操作が出来ます。
サルメット社は(この分野における)
of the feed hopper and achieves
manure removal.
専門集団として、長年に渡りフィード
best results.
ホッパーの改善改良に取り組んできた
サルメット社について
The up-to-date feeding system
About Salmet
結果、当該分野において最高の成果を
Apart from being a manufacturer
meets the desired quality and
単にシステムの提供をするだけでなく、
達成するに至りました。
サルメット社はドイツにおける最大級の
of poultry equipment, Salmet
quantity requirements for each
卵生産者でもあります。そのため我々は
GmbH is also one of the larger
bird and avoids feed waste and
最新の給餌システムでは、それぞれの
設備をデザインし、製造するとはどういう
egg producers in Germany, so
over consumption by keeping
雛が必要としている量と質に合わせた
ことなのか、身を以て知っています。
we know what it means to design
feed at the lowest possible level.
給餌調節が出来ると同時に、餌の食べ
我々が使っているもの、それは全て我々自
and produce poultry equipment.
残しや過剰供給を必要最低限に抑える
身が作っているものなのです。
We use what we produce!
ことが可能となりました。

オプション
Options
• Different drink
nipples
・選べるケージ階層（3-8段）
• 3 – 8 tiers
・高さの調節が可能な脚部サポート
• Adjustable legs
・フラッシングシステム（給水管）
• Water line flushing
system
・高さの違うニップル（給水機)
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Reliable, durable
and thoroughly tested
poultry equipment.
Proven worldwide since 1962.
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