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従来型ケージに替わる
新しい採卵システムに先手を！
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弊 社 の エ イ ビ ア リ ー シ ス テ ム「
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％以上の達成を支援

」
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の採用を検討されている場合は、今

ベルでの防疫体制と品質基準を維持
しなければなりません。
サルメットでは養鶏に関わる皆さ
んに、自社が運営する農場内でのよ
り実践的なトレーニングと技術的サ
ポートを提供することで、ＡＷに配
慮した代替システムへの移行に向け
の戦略的ガイドラインをいつでも提
供しています。ご質問などありまし
たら、左記までご連絡をください。
うちや

５２８１ １５３２
：

Dr. Nacho Navarro Regional

（担当 打矢）
salmet@co.jp

－

ＴＥＬ ０３
メール
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－

Business Manager
メール nacho.navarro@salmet.de
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