S700
成鶏システム
conventional
(S700)
cage system
卵生産の最適化を目指した信頼性の
The proven conventional cage

system for optimal laying
高いケージシステム
performance.

Why choose the
S700 system:
何故、S700が選ばれるのでしょう？
• Optimal laying performance
・•衛生的な環境を提供します。
Hygienic environment
・ 最高クラスの耐腐食性能を有します。
• Maximum corrosive
・ 給餌、給水の無駄を減らします。
protection
・ FCR(飼料要求率)を最適化します。
・•最小の労働力で済みます。
No feed and water wastage
・ 製品寿命内でのシステム補修や商品交換
• Optimum FCR
が少なく済みます。

• Minimum labour
• Low maintenance & repair
throughout entire lifetime

S700
成鶏システム
conventional
(S700)
cage system
サルメット社製S700 成鶏システムは、卵の

生産性と鶏の健康の両立を求める市場の強い
ニーズに応えようと開発されたケージシステ

The Salmet S700 conventional

ムです。
cage 信頼性の高いこのシステムは、高
system is developed with the
さと奥行きの異なるケージを最大12段まで
highest requirements regarding

積み上げることが可能です。
laying performance and bird health.

The proven system is available in

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
The up-to-date feeding system
meets the desired quality and
量と質に合わせた餌の量が調
quantity requirements for each

節できると同時に、餌の食べ
bird and avoids feed waste and
over consumption by keeping

different widths and tier heights
亜鉛アルミニウムコーテング加工が施された

衛生的な環境について
feed at the lowest possible level.

は、非常に高い耐腐食性能を誇ります。

ベルトは清潔で衛生的な環境を鶏に提供し

and can be installed up to 12 tiers.
ワイヤーで組み上げられているS700の構造

The S700 is constructed of wire
with zinc aluminium coating giving
あるため、鶏に快適さを与えると共に、シス
maximum corrosive protection. The
テムの前面に付設されたエッグベルトへと卵
flexible bottom with supporting
をスムーズに送り出すことが出来ます。
rods give comfort to the birds and
the eggs roll easily on the egg belt.
ケージの扉は押すことでしか開かず、鶏への
The egg belt is located in front of
アクセスを容易にします。
the system. The cages are opened
by push in doors, which allows
給水管はケージの真ん中に設置しているた
easy access to the birds. Water
lines are installed in the middle
of each tier so birds have easy
給餌の均一化について
access from both sides.

ロッドで支えられた床構造は、しなやかさが

A traditional chain feeding system
それぞれのケージの下部に敷設された徐糞
can also be installed.
ます。 ベルトにはステンレススチール性
Hygienic
environment
のユニークなスクレーパーが設置されてお
Manure
belts underneath each
り、糞を簡単に取り除くことが出来ます。
cage
create a clean and hygienic
living space for the birds. The
belts are
equipped with an unique
集卵機について
stainless steel scraper to clean
エレベーター、リフト、集卵テーブルは
the
belt. The scraper can be easily
卵を安全に集めることが出来ます。
removed
for cleaning.

サルメット社について
Egg collection

適切な飼料転換システムは雛の成長を

Elevator, lift or egg collection
tables can be delivered for the safe
ドイツに於ける最大規模の卵の生産者でもあ
collection of eggs.

The right feed conversion system
であり、作業効率にも影響します。
サル

し、製造するとはどういうことなのか身を以
About Salmet

Uniform feed
最善な状態に導く上で、最も重要な要素

is a core factor to success and
メット社は(この分野における)専門集団と
operating efficiency. As an expert,
して、長年に渡りフィードホッパーの改善
Salmet has continuously improved
改良に取り組んできた結果、当該分野に於
the technical standard of the feed
ける最高の成果を達成するに至りました。
hopper and achieves best results.

オプション
Options
・ウィスク通気システム
• Whisk aeration
・エアダクト
system
•
Air ducts
・キャットウォーク(中間)
• Intermediate
・給水機洗浄システム
catwalks
・高さ＆奥行きのサイズ選択
• Water line flushing
system
が可能
• Available in
different tier
heights and cage
depths

養鶏設備の製造だけでなく、サルメット社は
ります。そのため我々は養鶏設備をデザイン

て知っています。
我々が自分たちの鶏園で使
Apart from being
a manufacturer
用している設備は全て自分たちで作っている
of poultry equipment, Salmet
ものなのです。
GmbH is also one of the larger

egg producers of Germany, in 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
(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
株式会社ユナイテッドアローズ

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

sales@salmet.co.jp
www.salmet.co.jp

www.salmet.de

