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 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ＴＲＸｅｆ! Ｔかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ う
くがこぎｘかうぐぃ あぉそ えがかくけぉずぐｘごうぇ ｚ ｙけあけしぃお.
• Ｓぃぅがきｘくかがくぐず Ｔｘざぃぁが きぎうｙがぎｘ くががぐ‐

ｚぃぐくぐｚけぃぐ あぃぇくぐｚけぜしうお きぎがおすざぉぃか‐
かすお くぐｘかあｘぎぐｘお う ぐぎぃｙがｚｘかうそお ぅｘえが‐
かがあｘぐぃぉずくぐｚｘ ｚ がぐかがざぃかうう ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう きぎうｙがぎがｚ. ｊぃお かぃ おぃかぃぃ, えｘえ
うぅぁがぐがｚうぐぃぉう, おす くさうぐｘぃお くｚがうお あがぉ‐
ぁがお あｘぐず くぉぃあけぜしうぃ けえｘぅｘかうそ きが ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう.

• ｆさぃかず ｚｘいかが, さぐがｙす かｘくぐがそしぃぃ ぎけえが‐
ｚがあくぐｚが こぎｘかうぉがくず け きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ おｘ‐
ざうかす あぉそ えがかくけぉずぐｘごうぇ ｚ ｙけあけしぃお. Ｔ
くぉけさｘぃ きぎがあｘいう うぉう きぃぎぃあｘさう あｘかかがぁが
せぉぃえぐぎがｙすぐがｚがぁが きぎうｙがぎｘ あぎけぁがおけ ぉう‐
ごけ うぉう, ぃくぉう きぎう きぃぎぃぃぅあぃ かｘ かがｚがぃ
おぃくぐが いうぐぃぉずくぐｚｘ きぎうｙがぎ がくぐｘぃぐくそ きが
くぐｘぎがおけ ｘあぎぃくけ, がｙぃくきぃさずぐぃ きぃぎぃあｘさけ
ぎけえがｚがあくぐｚｘ ｚおぃくぐぃ く きぎうｙがぎがお ぃぁが
かがｚがおけ ｚぉｘあぃぉずごけ く ぐぃお, さぐがｙす がか おがぁ
がぅかｘえがおうぐずくそ く きぎｘｚうぉｘおう ぃぁが
せえくきぉけｘぐｘごうう う くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうおう
きぎぃあけきぎぃいあぃかうそおう.

• ｅＷｆＳｍｆＶＺｄｆ ｚかうおｘぐぃぉずかが がぅかｘえが‐
おうぐずくそ く かうおう きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ きぎうくぐけ‐
きうぐず え けくぐｘかがｚえぃ う せえくきぉけｘぐｘごうう おｘ‐
ざうかす.

• ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお くぐうぎｘぉず‐
かがぇ おｘざうかす きぎがｚぃぎずぐぃ ぃぃ かｘ がぐくけぐ‐
くぐｚうぃ きがｚぎぃいあぃかうぇ, ｚすぅｚｘかかすこ ぐぎｘかく‐
きがぎぐうぎがｚえがぇ. ｅうえがぁあｘ かぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ
え うかいぃかぃぎかすお くぃぐそお きがｚぎぃいあぃかかけぜ
おｘざうかけ. ｇぎう がｙかｘぎけいぃかうう えｘえうこ-ぉうｙが

きがｚぎぃいあぃかうぇ がｙぎｘしｘぇぐぃくず え きがくぐｘｚ‐
しうえけ.

• Ｗくぉう あがくぐｘｚえｘ おｘざうかす きぎがうぅｚぃあぃかｘ
ぅうおがぇ きぎう がぐぎうごｘぐぃぉずかすこ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘこ: ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお くぐう‐
ぎｘぉずかがぇ おｘざうかす あｘぇぐぃ ぃぇ きがくぐがそぐず
きぎう えがおかｘぐかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ ぐぃさぃかうぃ
24 さｘくがｚ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう
• ｆきｘくかが うぅおぃかそぐず ぐぃこかうさぃくえうぃ こｘぎｘえ‐

ぐぃぎうくぐうえう うぅあぃぉうそ うぉう えｘえうお-ぉうｙが がｙ‐
ぎｘぅがお おがあうげうごうぎがｚｘぐず ぃぁが.

• ｇぎう くぐうぎえぃ く ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ
くぐぃえぉが あｚぃぎごす おがいぃぐ くうぉずかが かｘぁぎぃ‐
ｚｘぐずくそ. ｅぃ えｘくｘぇぐぃくず ぃぁが!

• ｉぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あがおｘざかうぃ いう‐
ｚがぐかすぃ かぃ ぅｘｙうぎｘぉうくず ｚ ｙｘぎｘｙｘか. ｏぐが‐
ｙす うぅｙぃいｘぐず せぐがぁが, きぎがｚぃぎそぇぐぃ ｙｘぎｘ‐
ｙｘか きぃぎぃあ かｘさｘぉがお うくきがぉずぅがｚｘかうそ おｘ‐
ざうかす.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがきｘあｘかうそ ｚ おｘざうかけ
ぐｚぃぎあすこ がくぐぎすこ きぎぃあおぃぐがｚ, ぐｘえうこ えｘえ
おがかぃぐす, ｙけぉｘｚえう, ぅｘえがぉえう, ｚうかぐうえう,
えｘおかう う ぐ.あ., ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きぎうｚぃくぐう
え ぃぃ くぃぎずぃぅかがおけ きがｚぎぃいあぃかうぜ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが ぎぃえがおぃかあがｚｘかかがぃ
えがぉうさぃくぐｚが くおそぁさうぐぃぉそ ぐえｘかぃぇ う おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ. ｇぎう きぎうおぃかぃかうう さぎぃぅ‐
おぃぎかがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ ｚがぅおがいかが きがｚぎぃいあぃかうぃ ぐえｘかう.
ｉお. ぎぃえがおぃかあｘごうう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ がぐかが‐
くうぐぃぉずかが えがぉうさぃくぐｚｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.
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• ｄぃぉえうぃ きぎぃあおぃぐす, ぐｘえうぃ えｘえ かがくえう, かが‐
くがｚすぃ きぉｘぐえう, きがそくｘ う ぐ.あ., くぉぃあけぃぐ きが‐
おぃしｘぐず ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ おぃざえう あぉそ
くぐうぎえう うぉう かｘｚがぉがさえけ, うかｘさぃ ｚが ｚぎぃおそ
くぐうぎえう がかう おがぁけぐ ぅｘくぐぎそぐず おぃいあけ ｙｘ‐
えがお う ｙｘぎｘｙｘかがお.

• ｅぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚ おｘざうかぃ うぅあぃぉうそ く きぉｘ‐
くぐうかｘおう うぅ えうぐがｚがぁが けくｘ, があぃいあけ く かぃ‐
がｙぎｘｙがぐｘかかすおう えぎｘそおう う ぎｚｘかけぜ があぃ‐
いあけ.

• ｇがくぉぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ う きぃぎぃあ さうくぐえがぇ
う ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃお おｘざうかす ｚくぃぁあｘ
がぐえぉぜさｘぇぐぃ ぃぃ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう う ぅｘえぎす‐
ｚｘぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.

• ｅう きぎう えｘえうこ がｙくぐがそぐぃぉずくぐｚｘこ かぃ きす‐
ぐｘぇぐぃくず がぐぎぃおがかぐうぎがｚｘぐず おｘざうかけ くｘ‐
おがくぐがそぐぃぉずかが. ｈぃおがかぐ, ｚすきがぉかぃかかすぇ
かぃがきすぐかすおう ぉうごｘおう, おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう
え くぃぎずぃぅかがぇ かぃうくきぎｘｚかがくぐう うぉう ぐぎｘｚ‐
おぃ. ｆｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ くぃぎｚうく‐
かすぇ ごぃかぐぎ. Ｔくぃぁあｘ かｘくぐｘうｚｘぇぐぃ かｘ うく‐
きがぉずぅがｚｘかうう がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘく‐
ぐぃぇ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｕぐがぐ きぎうｙがぎ ぐそいぃぉすぇ. Ｓけあずぐぃ がくぐが‐

ぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.
• ｇぎう ぎｘくきｘえがｚえぃ きぎうｙがぎｘ けｙぃあうぐぃくず ｚ

ぐがお, さぐが がか かぃ きがｚぎぃいあぃか. Ｔ くぉけさｘぃ
くがおかぃかうぇ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず うお, ｘ がｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

• ｇぃぎぃあ かｘさｘぉがお せえくきぉけｘぐｘごうう おｘざうかす
くぉぃあけぃぐ けあｘぉうぐず ｚくぜ けきｘえがｚえけ う くかそぐず
ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｙがぉぐす. Ｔ きぎがぐうｚ‐
かがお くぉけさｘぃ ｚがぅおがいかが くぃぎずぃぅかがぃ きが‐
ｚぎぃいあぃかうぃ うぅあぃぉうそ う あぎけぁがぁが うおけしぃ‐
くぐｚｘ. ｉお. くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ ぎｘぅあぃぉ ｚ
ぎけえがｚがあくぐｚぃ きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ.

• ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ けｙぃあうぐぃくず,
さぐが がか かぃ くぐがうぐ かｘ くぉうｚかがお うぉう かｘぉうｚ‐
かがお ざぉｘかぁぃ う さぐが ｚぃぎこかそそ えぎすざえｘ かぃ
きぎういうおｘぃぐ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ え くぐぃかぃ.

• Ｗくぉう おｘざうかｘ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ かｘ えが‐
ｚぎがｚがお きがえぎすぐうう, かぃがｙこがあうおが がぐぎぃぁけ‐
ぉうぎがｚｘぐず かがいえう ぐｘえうお がｙぎｘぅがお, さぐがｙす
がｙぃくきぃさうぐず くｚがｙがあかけぜ ごうぎえけぉそごうぜ
ｚがぅあけこｘ きがあ おｘざうかがぇ.

• ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう がｙそぅｘぐぃぉずかが けｙぃあう‐
ぐぃくず ｚ がぐくけぐくぐｚうう けぐぃさえう ｚがあす うぅ
ざぉｘかぁがｚ う くがぃあうかうぐぃぉずかすこ せぉぃおぃか‐
ぐがｚ.

• Ｗくぉう きぎうｙがぎ けくぐｘかがｚぉぃか ｚ きがおぃしぃかうう,
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ えがぐがぎがお おがいぃぐ がきけ‐

くえｘぐずくそ かういぃ かけぉそ, がぅかｘえがおずぐぃくず く
ぎｘぅあぃぉがお "ｆきｘくかがくぐず ぅｘおぃぎぅｘかうそ".

• Ｔくぃ くｘかぐぃこかうさぃくえうぃ ぎｘｙがぐす, かぃがｙこが‐
あうおすぃ あぉそ けくぐｘかがｚえう あｘかかがぁが きぎうｙが‐
ぎｘ, あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ えｚｘぉうげうごう‐
ぎがｚｘかかすお くｘかぐぃこかうえがお うぉう えがおきぃ‐
ぐぃかぐかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

• Ｔくぃ ぎｘｙがぐす きが せぉぃえぐぎうさぃくえがおけ きがあ‐
えぉぜさぃかうぜ, かぃがｙこがあうおすぃ あぉそ けくぐｘかがｚ‐
えう あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ, あがぉいかす ｚすきがぉ‐
かそぐずくそ えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎう‐
えがお うぉう えがおきぃぐぃかぐかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

ｕえくきぉけｘぐｘごうそ
• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか ぐがぉずえが

あぉそ ｙすぐがｚがぁが きぎうおぃかぃかうそ. ｆか かぃ あがぉ‐
いぃか うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ ｚ ごぃぉそこ, がぐぉうさかすこ
がぐ ぐぃこ, あぉそ えがぐがぎすこ がか きぎぃあかｘぅかｘさぃか.

• ｉぐうぎｘぇぐぃ ぐがぉずえが ぐぃ うぅあぃぉうそ, えがぐがぎすぃ
きぎぃあかｘぅかｘさぃかす あぉそ おｘざうかかがぇ くぐうぎえう.
ｉぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお, けえｘぅｘかかすお かｘ
せぐうえぃぐえぃ えｘいあがぇ ｚぃしう.

• ｅぃ きぃぎぃぁぎけいｘぇぐぃ きぎうｙがぎ. ｉお. ぐｘｙぉうごけ
きぎがぁぎｘおお くぐうぎえう.

• ｇぃぎぃあ くぐうぎえがぇ きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす ｚくぃ
きけぁがｚうごす う ぅｘくぐぃいえう-おがぉかうう かｘ があぃい‐
あぃ ｙすぉう ぅｘくぐぃぁかけぐす, ｘ ｚ えｘぎおｘかｘこ かう‐
さぃぁが かぃ ｙすぉが. ｅぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚ おｘざうかぃ
くうぉずかが きがかがざぃかかけぜ うぉう ぎｚｘかけぜ があぃ‐
いあけІ けあｘぉそぇぐぃ きそぐかｘ えぎｘくえう, さぃぎかうぉ,
ぎいｘｚさうかす う ぐぎｘｚす きぃぎぃあ くぐうぎえがぇ. ｅＷ‐
ｃｔＹｗ くぐうぎｘぐず ｚ おｘざうかぃ ｙぜくぐぁｘぉずぐぃぎす
く きぎがｚがぉがさかすお えｘぎえｘくがお.

• ｅぃ くぉぃあけぃぐ くぐうぎｘぐず ｚ おｘざうかぃ ｚぃしう,
うくきｘさえｘかかすぃ ぉぃぐけさうおう いうあえがくぐそおう
かｘきがあがｙうぃ ｙぃかぅうかｘ. Ｗくぉう ぐｘえうぃ ぉぃぐけ‐
さうぃ いうあえがくぐう うくきがぉずぅがｚｘぉうくず あぉそ
さうくぐえう があぃいあす, かぃがｙこがあうおが きがぉかが‐
くぐずぜ けあｘぉうぐず うこ く かぃぃ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ
えぉｘくぐず ｚぃしう ｚ おｘざうかけ.

• ｅうえがぁあｘ かぃ ぐそかうぐぃ ぅｘ えｘｙぃぉず, さぐがｙす
ｚすかけぐず くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ うぅ ぎがぅぃぐえうІ ｚくぃ‐
ぁあｘ ｙぃぎうぐぃくず ぅｘ くｘおけ ｚうぉえけ.

• ｅう ｚ えがぃお くぉけさｘぃ かぃ せえくきぉけｘぐうぎけぇぐぃ
きぎうｙがぎ ｚ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ くぃぐぃｚが‐
ぁが ざかけぎｘ うぉう ぐｘえうこ きがｚぎぃいあぃかうぇ きｘ‐
かぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ, ぎｘｙがさぃぁが くぐがぉｘ うぉう
がくかがｚｘかうそ, えがぐがぎすぃ がぐえぎすｚｘぜぐ あがくぐけき
ｚが ｚかけぐぎぃかかぜぜ さｘくぐず くぐうぎｘぉずかがぇ おｘ‐
ざうかす.
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Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ
• Ｖｘかかがぃ けくぐぎがぇくぐｚが かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが

あぉそ せえくきぉけｘぐｘごうう ぉうごｘおう (ｚえぉぜさｘそ
あぃぐぃぇ) く がぁぎｘかうさぃかかすおう げうぅうさぃくえうおう,
くぃかくがぎかすおう うぉう けおくぐｚぃかかすおう くきがくがｙ‐
かがくぐそおう, ｘ ぐｘえいぃ かぃ がｙぉｘあｘぜしうおう あが‐
くぐｘぐがさかすお がきすぐがお うぉう ぅかｘかうそおう ｙぃぅ
きぎうくおがぐぎｘ うぉう きがあ ぎけえがｚがあくぐｚがお ぉう‐
ごｘ, がぐｚぃさｘぜしぃぁが ぅｘ うこ ｙぃぅがきｘくかがくぐず.

• ｅぃがｙこがあうおが きぎうくおｘぐぎうｚｘぐず ぅｘ あぃぐずおう
う かぃ ぎｘぅぎぃざｘぐず うお うぁぎｘぐず く あｘかかすお けく‐
ぐぎがぇくぐｚがお.

• ｋきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす (かｘきぎうおぃぎ,
きがぉうせぐうぉぃかがｚｘそ きぉぃかえｘ, きぃかがきぉｘくぐ)
おがぁけぐ ｙすぐず がきｘくかすおう あぉそ あぃぐぃぇ - がかう
おがぁけぐ くぐｘぐず きぎうさうかがぇ けあけざぃかうそ きぎう
きがきｘあｘかうう ｚ あすこｘぐぃぉずかすぃ きけぐう! ｍぎｘ‐
かうぐぃ うこ ｚかぃ あがくそぁｘぃおがくぐう あぃぐぃぇ.

• ｍぎｘかうぐぃ ｚくぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ ｚ かｘ‐
あぃいかがお おぃくぐぃ, かぃあがくぐけきかがお あぉそ あぃ‐
ぐぃぇ.

•

ｉぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あぃぐう う あがおｘざ‐
かうぃ いうｚがぐかすぃ かぃ ぅｘｙうぎｘぉうくず ｚ ｙｘぎｘ‐
ｙｘか. Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ ぅｘきうぎｘかうそ ｚかけぐぎう
ｙｘぎｘｙｘかｘ あぃぐぃぇ うぉう あがおｘざかうこ いうｚがぐ‐
かすこ, ｚ おｘざうかぃ きぎぃあけくおがぐぎぃかが くきぃ‐
ごうｘぉずかがぃ けくぐぎがぇくぐｚが. Ｖぉそ ｚえぉぜさぃかうそ
せぐがぁが けくぐぎがぇくぐｚｘ きがｚぃぎかうぐぃ きが さｘくが‐
ｚがぇ くぐぎぃぉえぃ ぎｘくきがぉがいぃかかけぜ かｘ ｚかけぐ‐
ぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす えかがきえけ, かぃ かｘ‐
いうおｘそ ぃぃ, ぐｘえ, さぐがｙす きｘぅ がえｘぅｘぉくそ ｚ
ぁがぎうぅがかぐｘぉずかがお きがぉがいぃかうう. ｇぎう かぃがｙ‐
こがあうおがくぐう, うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ せぐがぁが おが‐
かぃぐけ. Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ せぐがぁが けくぐぎがぇ‐
くぐｚｘ, さぐがｙす くかがｚｘ おがいかが ｙすぉが ぅｘえぎすぐず
あｚぃぎごけ, きがｚぃぎかうぐぃ えかがきえけ きぎがぐうｚ さｘ‐
くがｚがぇ くぐぎぃぉえう ぐｘえ, さぐがｙす きｘぅ がえｘぅｘぉくそ
ｚ ｚぃぎぐうえｘぉずかがお きがぉがいぃかうう.

ｆきうくｘかうぃ うぅあぃぉうそ
Ｔｘざ かがｚすぇ きぎうｙがぎ けあがｚぉぃぐｚがぎそぃぐ ｚくぃお くがｚぎぃおぃかかすお ぐぎぃｙがｚｘかうそお, きぎぃあじそ‐
ｚぉそぃおすお え せげげぃえぐうｚかがぇ くぐうぎえぃ ｙぃぉずそ, きぎう かうぅえがお ぎｘくこがあぃ ｚがあす, せかぃぎぁうう う
おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ. ｅがｚｘそ くうくぐぃおｘ くぐうぎえう がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ きがぉかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う けおぃかずざｘぃぐ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす, くきがくがｙくぐｚけそ せえがかがおうう せかぃぎ‐
ぁうう.
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1 2

3

4

5

6

1 Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
2 ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ
3 ｈけさえｘ あぉそ がぐえぎすｚｘかうそ あｚぃぎごす

4 ｊｘｙぉうさえｘ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ
5 ｌうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ
6 ｈぃぁけぉうぎけぃおすぃ かがいえう

Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
 ｆぐあぃぉぃかうぃ あぉそ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ,

うくきがぉずぅけぃおがぁが きぎう きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ
くぐうぎえぃ う ｚすおｘさうｚｘかうう, うぉう あぉそ きそぐかが‐
ｚすｚがあうぐぃぉそ, うくきがぉずぅけぃおがぁが かｘ せぐｘきぃ
ｚすｚぃあぃかうそ きそぐぃか (ぃくぉう うおぃぃぐくそ). ｄがぜ‐
しぃぃ くぎぃあくぐｚが あぉそ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ
くぐうぎえう う ｚすおｘさうｚｘかうそ あがｙｘｚぉそぃぐくそ ｚ
かｘさｘぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
ｇそぐかがｚすｚがあうぐぃぉず あがｙｘｚぉそぃぐくそ かｘ せぐｘきぃ
ｚすｚぃあぃかうそ きそぐぃか.

 ｆぐあぃぉぃかうぃ あぉそ きがぎがざえがｚがぁが うぉう いうあ‐
えがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, うくきがぉずぅけぃおがぁが
きぎう がくかがｚかがぇ くぐうぎえぃ. ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘ‐
かうう いうあえがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かｘぉう‐
ｚｘぇぐぃ ぃぁが かぃきがくぎぃあくぐｚぃかかが きぃぎぃあ ぅｘきけ‐
くえがお きぎがぁぎｘおおす.

 ｆぐあぃぉぃかうぃ あぉそ いうあえうこ あがｙｘｚがえ (くおそぁ‐
さうぐぃぉそ ぐえｘかぃぇ, えぎｘこおｘぉｘ).
ｇぎう あがぅうぎがｚえぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う あがｙｘ‐
ｚがえ ぎけえがｚがあくぐｚけぇぐぃくず けえｘぅｘかうそおう うぅぁが‐
ぐがｚうぐぃぉそ う かぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ がぐおぃぐえけ
"ЙAФ" かｘ くぐぃかえぃ あがぅｘぐがぎｘ. ｉおそぁさうぐぃぉず
ぐえｘかぃぇ うぉう えぎｘこおｘぉずかすぃ あがｙｘｚえう かぃがｙ‐
こがあうおが ぅｘぉうｚｘぐず ｚ がぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ
きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
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ｊｘｙぉうごｘ きぎがぁぎｘおお
Ｔおぃくぐぃ く おｘざうかがぇ きがくぐｘｚぉそぃぐくそ かぃ‐
くえがぉずえが ぐｘｙぉうご きぎがぁぎｘおお かｘ ぎｘぅかすこ そぅす‐
えｘこ. ｆあかｘ うぅ かうこ きぎうえぎぃきぉぃかｘ かｘ げぎがか‐
ぐｘぉずかがぇ くぐがぎがかぃ あがぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ, ｘ がくぐｘぉずかすぃ かｘこがあそぐくそ ｚ きｘえぃぐぃ

く ぎけえがｚがあくぐｚがお きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ. ｊｘｙぉうごけ,
きぎうえぎぃきぉぃかかけぜ かｘ きｘかぃぉう あがぅｘぐがぎｘ, ぉぃぁ‐
えが ぅｘおぃかうぐず: くかうおうぐぃ ぐｘｙぉうごけ, きがぐそかけｚ
ぃぃ ｚきぎｘｚが, う ｚくぐｘｚずぐぃ かｘ ぃぃ おぃくぐが ぐｘｙぉう‐
ごけ かｘ かけいかがお そぅすえぃ.

ｇｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ
ｅｘ ぎうくけかえぃ きがえｘぅｘかｘ きｘかぃぉず けきぎｘｚぉぃかうそ. ｅｘ かぃお きがえｘぅｘかす くぃぉぃえぐがぎ ｚすｙがぎｘ
きぎがぁぎｘおお, えかがきえう う うかあうえｘぐがぎす. ｆかう がきうくｘかす きがあ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうおう ごうげぎｘおう
かｘ くぉぃあけぜしうこ くぐぎｘかうごｘこ.

1 2 3 4 5 6 7

1 ｇＷｈＷｂｃｖｏＲｊＷｃｔ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお
2 ｂかがきえｘ "ｉｅＺＸＷｅＺＷ ｉｂｆｈｆｉｊＺ ｆｊ‐

ＸＺｄＲ"
3 ｂかがきえｘ "ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔｅｓＷ ｌｋｅｂ‐

ｎＺＺ"
4 ｂかがきえｘ "ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔｅｆＷ ｇｆｃｆ‐

ｉｂＲｅＺＷ"

5 ｂかがきえｘ їｇｋｉｂ/ｇＲｋＹＲ»
6 ｂかがきえｘ "ＹＲＶＷｈＸｂＲ ｇｋｉｂＲ"
7 ｂがかぐぎがぉずかすぃ うかあうえｘぐがぎす

ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお
ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお きがぅｚがぉそぃぐ ｚすｙうぎｘぐず
かけいかけぜ きぎがぁぎｘおおけ, ｘ ぐｘえいぃ ｚえぉぜさｘぐず う
ｚすえぉぜさｘぐず おｘざうかけ.
ｉかういぃかうぃ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ
ｅｘいうおｘそ せぐけ えかがきえけ, おがいかが けおぃかずざうぐず
くえがぎがくぐず がぐいうおｘ ｚ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘお‐
おぃ, ぉうｙが ぅｘあｘぐず あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ げけかえ‐
ごうぜ (げけかえごうう).
Ｓぃぅ がぐいうおｘ
きぎう ｚすｙがぎぃ せぐがぇ げけかえごうう ｚくぃ せぐｘきす がぐ‐
いうおｘ がぐおぃかそぜぐくそ う ぅｘおぃかそぜぐくそ くぉうｚがお
ｚが うぅｙぃいｘかうぃ がｙぎｘぅがｚｘかうそ くえぉｘあがえ かｘ
ｙぃぉずぃ. ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ あぉそ がくがｙが ぐがかえうこ
ぐえｘかぃぇ. Ｔ かぃえがぐがぎすこ きぎがぁぎｘおおｘこ きぎう きが‐

ぉがくえｘかうそこ ｙけあぃぐ うくきがぉずぅがｚｘかが ｙがぉずざぃぃ
えがぉうさぃくぐｚが ｚがあす.
ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ
ｇぎう ｚすｙがぎぃ せぐがぇ げけかえごうう ｚがあｘ きがくぉぃ きが‐
くぉぃあかぃぁが きがぉがくえｘかうそ かぃ くぉうｚｘぃぐくそ あぉそ
きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうそ がｙぎｘぅがｚｘかうそ くえぉｘあがえ
かｘ ｙぃぉずぃ. ｇぃぎぃあ がぐえぎすｚｘかうぃお あｚぃぎごす
かぃがｙこがあうおが くぉうぐず ｚがあけ うぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ.
Ｖぉそ がくけしぃくぐｚぉぃかうそ くぉうｚｘ ｚがあす ｚすきがぉ‐
かうぐぃ けえｘぅｘかうそ, きぎうｚぃあぃかかすぃ ｚ ぎｘぅあぃぉぃ
"ｂがかぃご きぎがぁぎｘおおす".
ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ
ｇぎう ｚすｙがぎぃ せぐがぇ げけかえごうう おｘざうかｘ ｚす‐
きがぉかそぃぐ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかけぜ くぐうぎえけ きぃぎぃあ
ぐぃお, えｘえ きぎうくぐけきｘぐず え がくかがｚかがぇ くぐうぎえぃ.
Ｔぎぃおそ くぐうぎえう ｙけあぃぐ けｚぃぉうさぃかが. ｕぐｘ
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げけかえごうそ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ あぉそ くぐうぎえう
くうぉずかが ぅｘぁぎそぅかぃかかがぁが ｙぃぉずそ.
АЭеих
ｇぎう かｘいｘぐうう せぐがぇ えかがきえう きぎがあがぉいうぐぃぉず‐
かがくぐず くぐうぎえう ｙけあぃぐ けおぃかずざぃかｘ. ｇぎぃあ‐
かｘぅかｘさぃかｘ あぉそ くぐうぎえう くぉぃぁえｘ ぅｘぁぎそぅかぃか‐
かがぁが ｙぃぉずそ.
ｆさぃかずｙすくぐぎｘそ くぐうぎえｘ
ｂがぎがぐえうぇ ごうえぉ くぐうぎえう あぉそ くぉｘｙがぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがぁが ｙぃぉずそ うぉう ｙぃぉずそ, かけいあｘぜしぃぁがくそ
ぐがぉずえが ｚ がくｚぃいぃかうう. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ ぎぃえが‐
おぃかあけぃぐくそ けおぃかずざうぐず ぅｘぁぎけぅえけ.
Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ
Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ くきぃごうｘぉずかが ぎｘぅぎｘｙがぐｘか
あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ せえがかがおうう せかぃぎぁうう.
Ｗくぉう かぃがｙこがあうおが きぎがきがぉがくえｘぐず ｙぃぉずぃ
あがきがぉかうぐぃぉずかすお えがぉうさぃくぐｚがお ｚがあす (あが‐
きがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ), ｚすｙぃぎうぐぃ
せぐけ げけかえごうぜ. Ｓけあぃぐ ｚすきがぉかぃかが かぃくえがぉず‐
えが あがきがぉかうぐぃぉずかすこ きがぉがくえｘかうぇ. ｕぐｘ
げけかえごうそ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ あぉそ ぉぜあぃぇ,
くぐぎｘあｘぜしうこ ｘぉぉぃぎぁうぃぇ かｘ おがぜしうぃ
くぎぃあくぐｚｘ, ｘ ぐｘえいぃ ｚ おぃくぐかがくぐそこ く がさぃかず
おそぁえがぇ ｚがあがぇ.
ｉぐｘぎぐ/ｇｘけぅｘ
ｉ きがおがしずぜ せぐがぇ えかがきえう おがいかが ぅｘきけくぐうぐず
うぉう きぎぃぎｚｘぐず ｚすきがぉかぃかうぃ ｚすｙぎｘかかがぇ
きぎがぁぎｘおおす.
Ｙｘあぃぎいえｘ きけくえｘ
ｇけくえ きぎがぁぎｘおおす, かｘいｘｚ せぐけ えかがきえけ, おがい‐
かが がぐぉがいうぐず かｘ 3, 6 うぉう 9 さｘくがｚ.

ｂがかぐぎがぉずかすぃ うかあうえｘぐがぎす

7.1

7.2

7.3

ｇぎう ｚえぉぜさぃかうう きぎうｙがぎｘ ぅｘぁがぎｘぜぐくそ
えがかぐぎがぉずかすぃ うかあうえｘぐがぎす 7.1 (ｇぎぃあｚｘぎう‐
ぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ/ｉぐうぎえｘ) う 7.2 (ｇがぉがくえｘ‐
かうぃ/ｆぐいうお). ｇがくぉぃ かｘいｘぐうそ えかがきえう 5 , ぁが‐
ぎぃぐず がくぐｘぃぐくそ ぐがぉずえが うかあうえｘぐがぎ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぁが せぐｘきｘ くぐうぎえう.
Ｗくぉう ｚすｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおおｘ くぉうｚｘ, ぐが ぅｘぁが‐
ぎｘぜぐくそ ｚくぃ うかあうえｘぐがぎす.
ｇが がえがかさｘかうう ごうえぉｘ ぅｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘ‐
ぐがぎ 7.3 (ｂがかぃご), う, ぃくぉう ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ かぃぐ
ｚがあす, ぐが あｚぃぎごけ おがいかが がぐえぎすぐず.

ｋくぉがｚかすぃ がｙがぅかｘさぃかうそ
= ｍぉがきがえ = ｍｃｆｇｆｂ ｕｂｆ

= ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ = ｉうかぐぃぐうえｘ

= Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう = ｉきぃごうｘぉずかすぃ きぎがぁぎｘおおす

= ｐぃぎくぐず = ｈけさかｘそ くぐうぎえｘ

= ｇがぉがくえｘかうぃ = ｉぉうｚ

= ｆぐいうお =ｄＺｅＺ 30

= ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ = Ｓぃぅ がぐいうおｘ

= ЛｇｎＺＺ = Ｚかぐぃかくうｚかｘそ

= Ｗいぃあかぃｚかｘそ = ｇМБＶB. CРＺМЗA

= Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘ‐
かうぃ

= Ｙｘきけくえ/ｇｘけぅｘ
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= Ｙｘｚぃぎざぃかうぃ ごうえぉｘ = ｕぐｘき くぐうぎえう

= Ｙｘあぃぎいえｘ ぅｘきけくえｘ   

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きがあえぉぜさぃかうぃ おｘ‐

ざうかす え せぉぃえぐぎがくぃぐう, ｚがあがきぎがｚがあけ
う えｘかｘぉうぅｘごうう ｚすきがぉかぃかが ｚ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚうう く うかくぐぎけえごうそおう きが けくぐｘ‐
かがｚえぃ.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｙｘぎｘｙｘか きけくぐ.
• ｅｘぉぃぇぐぃ 2 ぉうぐぎｘ ｚがあす ｚ がぐあぃぉぃかうぃ

あぉそ がくかがｚかがぇ くぐうぎえう  あがぅｘぐがぎｘ
おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ あぉそ ｘえぐうｚｘごうう

えぉｘきｘかｘ ｕｂｆ . Ｙｘぐぃお, さぐがｙす がさう‐
くぐうぐず ｙｘえ う ｙｘぎｘｙｘか がぐ がくぐｘぐえがｚ
きぎがうぅｚがあくぐｚｘ, ぅｘきけくぐうぐぃ (ｙぃぅ ｙぃ‐
ぉずそ) ごうえぉ くぐうぎえう うぅあぃぉうぇ うぅ こぉがき‐
えｘ きぎう おｘえくうおｘぉずかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎぃ. ｅｘくすきずぐぃ きがぉがｚうかけ おぃぎえう くぐう‐
ぎｘぉずかがぁが きがぎがざえｘ ｚ あがぅｘぐがぎ あぉそ
がくかがｚかがぇ くぐうぎえう う ぅｘきけくぐうぐぃ おｘ‐
ざうかけ.

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ
Ｙｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ
ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ, がくぐがぎがいかが きがぐそかけｚ ぃぃ
ぅｘ ぎけさえけ. ｂぉｘあうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘか きが があ‐
かがぇ ｚぃしう, くぐｘぎｘそくず おｘえくうおｘぉずかが ぎｘぅ‐
ｚぃぎかけぐず えｘいあけぜ. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

Ｖがぅうぎがｚｘかうぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う くおそぁ‐
さうぐぃぉそ ぐえｘかぃぇ
Ｔすぐそかうぐぃ あが けきがぎｘ あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ. ｆぐおぃぎずぐぃ かぃがｙこがあうおがぃ えがぉうさぃ‐
くぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, きがおぃくぐうぐぃ ぃぁが ｚ
がぐあぃぉぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ, きぎぃあかｘぅかｘさぃかかがぃ
あぉそ がくかがｚかがぇ くぐうぎえう  うぉう ｚ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぃ がぐあぃぉぃかうぃ, ぃくぉう せぐがぁが ぐぎぃ‐
ｙけぃぐ ｚすｙぎｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ/あがきがぉかう‐
ぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ (ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかけぜ うか‐
げがぎおｘごうぜ くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "Ｖがぅｘぐがぎ おがぜ‐
しうこ くぎぃあくぐｚ").

ｇぎう かｘぉうさうう ぐｘえがぇ かぃがｙこがあうおがくぐう きが‐
おぃくぐうぐぃ くおそぁさうぐぃぉず ぐえｘかう ｚ がぐあぃぉぃかうぃ
あがぅｘぐがぎｘ, きがおぃさぃかかがぃ くうおｚがぉがお  (かぃ
きぎぃｚすざｘそ がぐおぃぐえけ "ЙAФ"). ｆくぐがぎがいかが
ぅｘえぎがぇぐぃ あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.
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Ｔすｙがぎ かけいかがぇ きぎがぁぎｘおおす く きがおがしずぜ
くぃぉぃえぐがぎｘ きぎがぁぎｘおお (1)
ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお かｘ かけい‐
かけぜ きぎがぁぎｘおおけ. ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ
きぎぃあぉがいうぐ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ｚがあす う ｘｚぐがおｘ‐
ぐうさぃくえう ｚすｙぃぎぃぐ おｘえくうおｘぉずかけぜ くえが‐
ぎがくぐず がぐいうおｘ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ ｚす‐
ｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおぃ. ｄがいかが うぅおぃかうぐず
せぐう ぅかｘさぃかうそ, かｘいうおｘそ かｘ くががぐｚぃぐくぐｚけぜ‐
しうぃ えかがきえう. ｅｘさかぃぐ おうぁｘぐず ぅぃぉぃかすぇ  うか‐
あうえｘぐがぎ えかがきえう 5 .
ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお おがいかが きがｚがぎｘさう‐
ｚｘぐず えｘえ きが さｘくがｚがぇ, ぐｘえ う きぎがぐうｚ さｘくが‐
ｚがぇ くぐぎぃぉえう. ｏぐがｙす くｙぎがくうぐず きぎがぁぎｘおおけ
うぉう ｚすえぉぜさうぐず おｘざうかけ, きがｚぃぎかうぐぃ くぃ‐
ぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃかうぃ " Л ".
ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす ぎけさえけ ｚすｙがぎｘ
きぎがぁぎｘおお くぉぃあけぃぐ きがｚぃぎかけぐず ｚ きがぉがいぃ‐
かうぃ їЛ», さぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おｘざうかけ.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ! Ｗくぉう ｚが ｚぎぃおそ
ぎｘｙがぐす おｘざうかす きがｚぃぎかけぐず くぃぉぃえぐがぎ
きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃかうぃ,
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぃ あぎけぁがぇ
きぎがぁぎｘおおぃ, えぎｘくかすぇ  うかあうえｘぐがぎ
えかがきえう 5 おうぁかぃぐ 3 ぎｘぅｘ, けえｘぅすｚｘそ かｘ
かぃきぎｘｚうぉずかすぇ ｚすｙがぎ. ｇぎう せぐがお
おｘざうかｘ かぃ ｙけあぃぐ ｚすきがぉかそぐず ｚかがｚず
ｚすｙぎｘかかけぜ きぎがぁぎｘおおけ.

Ｔすｙがぎ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ く きがおがしずぜ
えかがきえう 2
ｇぎう ｚすｙがぎぃ きぎがぁぎｘおおす おｘざうかｘ ｘｚぐがおｘ‐
ぐうさぃくえう きぎぃあぉｘぁｘぃぐ おｘえくうおｘぉずかけぜ くえが‐
ぎがくぐず がぐいうおｘ, きぎぃあけくおがぐぎぃかかけぜ あぉそ
せぐがぇ きぎがぁぎｘおおす.

Ｗくぉう Ｔす こがぐうぐぃ けくぐｘかがｚうぐず あぎけぁけぜ くえが‐
ぎがくぐず がぐいうおｘ, かぃくえがぉずえが ぎｘぅ かｘいおうぐぃ
えかがきえけ 2 . ｇぎう せぐがお ぅｘぁがぎうぐくそ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぇ うかあうえｘぐがぎ.
Ｔすｙぃぎうぐぃ ぐぎぃｙけぃおすぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう, かｘいうおｘそ えかがきえう 2, 3 う 4.
Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ きぎがぁぎｘおおす ｚがぅおがいかが
くがさぃぐｘかうぃ ぎｘぅぉうさかすこ あがきがぉかうぐぃぉずかすこ
げけかえごうぇ. Ｚこ くぉぃあけぃぐ ｚすｙうぎｘぐず きがくぉぃ ｚす‐
ｙがぎｘ かけいかがぇ きぎがぁぎｘおおす う あが かｘさｘぉｘ ぃぃ
ｚすきがぉかぃかうそ.
ｇぎう かｘいｘぐうう せぐうこ えかがきがえ ぅｘぁがぎｘぜぐくそ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ うかあうえｘぐがぎす. ｇぎう うこ きが‐
ｚぐがぎかがお かｘいｘぐうう うかあうえｘぐがぎす ぁｘくかけぐ.
Ｗくぉう ｚすｙぎｘかかｘそ げけかえごうそ かぃ ぎｘぅぎぃざぃかｘ,
ｚくぐぎがぃかかすぇ えぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ えかがきえう
5 おうぁかぃぐ 3 ぎｘぅｘ.

ｆ くがｚおぃくぐうおがくぐう きぎがぁぎｘおお くぐうぎえう く
ぎｘぅぉうさかすおう あがきがぉかうぐぃぉずかすおう
げけかえごうそおう くお. ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "ｇぎがぁぎｘお‐
おす くぐうぎえう".

Ｔすｙがぎ あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう
"Ｙｘあぃぎいえｘ きけくえｘ" く きがおがしずぜ えかがきえう 6
ｇぃぎぃあ ぐぃお えｘえ ぅｘきけくぐうぐず きぎがぁぎｘおおけ,
ぃくぉう Ｔす こがぐうぐぃ ぅｘあｘぐず ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ,
かｘいうおｘぇぐぃ えかがきえけ 6 あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ
あうくきぉぃぃ かぃ ｚすくｚぃぐうぐくそ かけいかがぃ ｚぎぃおそ ぅｘ‐
あぃぎいえう. ｇぎう せぐがお ぅｘぁがぎうぐくそ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぇ うかあうえｘぐがぎ.
Ｔす あがぉいかす ｚすｙうぎｘぐず せぐけ げけかえごうぜ きがくぉぃ
けくぐｘかがｚえう きぎがぁぎｘおおす, かが あが ぐがぁが, えｘえ ぅｘ‐
きけくぐうぉう きぎがぁぎｘおおけ.
Ｔす おがいぃぐぃ うぅおぃかうぐず ｚぎぃおそ ぅｘあぃぎいえう
くぐｘぎぐｘ うぉう ｚががｙしぃ がぐおぃかうぐず ぃぃ ｚ ぉぜｙがぇ
おがおぃかぐ あが かｘいｘぐうそ えかがきえう 5 .
Ｔすｙがぎ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ:
1. Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ う かけいかすぃ あが‐

きがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえごうう.
2. Ｔすｙがぎ あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう "Ｙｘ‐

あぃぎいえｘ きけくえｘ" く きがおがしずぜ えかがきえう 6 .
3. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 :

椴 おｘざうかｘ かｘさかぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐさぃぐ く
ざｘぁがお うかあうえｘごうう ｚ があうか さｘく.

椴 ｇけくえ きぎがぁぎｘおおす かｘさかぃぐくそ きが うくぐぃ‐
さぃかうう ｚすｙぎｘかかがぁが ｚぎぃおぃかう ぅｘ‐
あぃぎいえう.

ｆぐおぃかｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ きがくぉぃ ｚえぉぜさぃ‐
かうそ おｘざうかす:
1. けくぐｘかがｚうぐぃ おｘざうかけ ｚ きｘけぅけ, かｘいｘｚ

えかがきえけ 5 .
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2. ｅｘいおうぐぃ があうか ぎｘぅ えかがきえけ 6 І きぎう せぐがお
うかあうえｘぐがぎ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ ｚす‐
ｙぎｘかかがぇ ぅｘあぃぎいえぃ, きがぁｘくかぃぐ

3. ｉかがｚｘ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5  あぉそ かｘさｘぉｘ
ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす

Ｔすｙぎｘぐず げけかえごうぜ "Ｙｘあぃぎいえｘ きけくえｘ" かぃ‐
ぉずぅそ, ぃくぉう ぅｘあｘかｘ きぎがぁぎｘおおｘ "ｉぉうｚ" .
ＴＲＸｅｆ! Ｙｘあｘかかがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぅｘあぃぎいえう
きけくえｘ おがいかが うぅおぃかうぐず ぐがぉずえが きがくぉぃ
きがｚぐがぎかがぁが ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
Ｔが ｚぎぃおそ あぃぇくぐｚうそ ぅｘあぃぎいえう あｚぃぎごｘ おｘ‐
ざうかす ｙけあぃぐ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかｘ. Ｗくぉう かけいかが
がぐえぎすぐず あｚぃぎごけ, きぃぎぃｚぃあうぐぃ おｘざうかけ ｚ
ぎぃいうお きｘけぅす, かｘいｘｚ えかがきえけ 5  , う きがあが‐
いあうぐぃ かぃくえがぉずえが おうかけぐ. ｇがくぉぃ ぅｘえぎすぐうそ
あｚぃぎごす ぃしぃ ぎｘぅ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 .
Ｙｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ, かｘいｘｚ えかがきえけ 5
ｏぐがｙす かｘさｘぐず ｚすきがぉかぃかうぃ ｚすｙぎｘかかがぇ
きぎがぁぎｘおおす, かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 , くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぇ えぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ きぃぎぃくぐｘ‐
かぃぐ おうぁｘぐず. Ｚかあうえｘぐがぎす 7.1 う 7.2 ぅｘぁが‐
ぎそぐくそ, けえｘぅすｚｘそ かｘ ぐが, さぐが おｘざうかｘ かｘさｘ‐
ぉｘ ぎｘｙがぐけ う あｚぃぎごｘ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかｘ.
Ｖぉそ きぎぃぎすｚｘかうそ ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 : かｘさかぃぐ おうぁｘぐず くが‐
がぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ えぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ.
Ｖぉそ ｚがぅがｙかがｚぉぃかうそ ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす く
ぐがぇ ぐがさえう, ｚ えがぐがぎがぇ がかｘ ｙすぉｘ きぎぃぎｚｘかｘ,
くかがｚｘ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 . Ｗくぉう Ｔす ｚす‐
ｙぎｘぉう ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ, くぐうぎｘぉずかｘそ おｘ‐
ざうかｘ かｘさかぃぐ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃかう,
がくぐｘぜしぃぁがくそ あが かｘさｘぉｘ ぅｘきけくえｘ きぎが‐
ぁぎｘおおす.
Ｗくぉう ｚすｙぎｘかかｘそ げけかえごうそ かぃ ぎｘぅぎぃざぃかｘ,
えぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 おうぁかぃぐ
ぐぎういあす.
Ｚぅおぃかぃかうぃ あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう
うぉう ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘおおす
ｅぃえがぐがぎすぃ げけかえごうう おがいかが うぅおぃかうぐず あが
ぐがぁが, えｘえ きぎがぁぎｘおおｘ きぎうくぐけきうぉｘ え うこ ｚす‐
きがぉかぃかうぜ
ｇぃぎぃあ ｚかぃくぃかうぃお ｚ きぎがぁぎｘおおけ ぉぜｙすこ
うぅおぃかぃかうぇ かぃがｙこがあうおが きぃぎぃｚぃくぐう きぎう‐
ｙがぎ ｚ ぎぃいうお ｇＲｋＹｓ, かｘいｘｚ えかがきえけ 5 .
Ｚぅおぃかうぐず ぐぃえけしけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがいかが
ぐがぉずえが きけぐぃお ぃぃ がぐおぃかす. Ｖぉそ せぐがぁが きが‐
ｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお かｘ "Л"  , ｘ
ぅｘぐぃお - かｘ かがｚけぜ きぎがぁぎｘおおけ. Ｙｘきけくぐうぐぃ
せぐけ きぎがぁぎｘおおけ, くかがｚｘ かｘいｘｚ えかがきえけ 5 .
ｇぎう せぐがお ｚがあｘ うぅ ｙｘえｘ くぉうｚｘぐずくそ かぃ ｙけ‐
あぃぐ.

ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす
Ｖぉそ きぎぃぎすｚｘかうそ ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 , きぎう せぐがお かｘさかぃぐ
おうぁｘぐず くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ うかあうえｘぐがぎ.
Ｖぉそ ｚがぅがｙかがｚぉぃかうそ ｚすきがぉかぃかうそ きぎが‐
ぁぎｘおおす かｘいおうぐぃ せぐけ えかがきえけ きがｚぐがぎかが.
ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす
ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きがぉがいぃ‐
かうぃ  あぉそ がぐおぃかす ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす.
ｊぃきぃぎず おがいかが ｚすｙぎｘぐず かがｚけぜ きぎがぁぎｘお‐
おけ.
ｆぐえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす
ｇがくぉぃ ぅｘきけくえｘ きぎがぁぎｘおおす (うぉう ｚ ぐぃさぃ‐
かうぃ ｚぎぃおぃかう ぅｘあぃぎいえう ぅｘきけくえｘ) あｚぃぎごｘ
ｙぉがえうぎけぃぐくそ. Ｗくぉう かぃがｙこがあうおが ぃぃ がぐ‐
えぎすぐず, ぐが ｚかｘさｘぉぃ けくぐｘかがｚうぐぃ おｘざうかけ ｚ
ぎぃいうお きｘけぅす, かｘいｘｚ えかがきえけ 5 . ｏぃぎぃぅ かぃ‐
くえがぉずえが おうかけぐ あｚぃぎごけ おがいかが ｙけあぃぐ がぐ‐
えぎすぐず.
Ｗくぉう あｚぃぎごｘ がくぐｘぃぐくそ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかかがぇ,
ぐが おｘざうかｘ けいぃ かｘさｘぉｘ きがあがぁぎぃｚ ｚがあす
うぉう けぎがｚぃかず ｚがあす ｚ おｘざうかぃ くぉうざえがお ｚす‐
くがえ. Ｔ ぉぜｙがお くぉけさｘぃ かぃ きぎうおぃかそぇぐぃ くうぉけ
あぉそ がぐえぎすｚｘかうそ あｚぃぎごす!
Ｗくぉう あｚぃぎごｘ かぃ がぐえぎすｚｘぃぐくそ, かが ぃぃ かぃ‐
がｙこがあうおが がぐえぎすぐず, きぎうあぃぐくそ ｚすえぉぜさうぐず
おｘざうかけ, きがｚぃぎかけｚ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ
きがぉがいぃかうぃ Л . ｏぃぎぃぅ かぃくえがぉずえが おうかけぐ
あｚぃぎごけ おがいかが ｙけあぃぐ がぐえぎすぐず (がｙぎｘぐうぐぃ
ｚかうおｘかうぃ かｘ けぎがｚぃかず ｚがあす う ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎけ!) .
ｇがくぉぃ ぅｘえぎすぐうそ あｚぃぎごす かぃがｙこがあうおが
くかがｚｘ ｚすｙぎｘぐず きぎがぁぎｘおおけ くぐうぎえう う げけかえ‐
ごうう う かｘいｘぐず えかがきえけ 5 .
ｆえがかさｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす
ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ がくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ
ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう. ｂがかぐぎがぉずかすぇ うかあうえｘぐがぎ
えかがきえう 5 う うかあうえｘぐがぎす, がｙがぅかｘさｘぜしうぃ
ぅｘｚぃぎざぃかかすぃ せぐｘきす くぐうぎえう, ぁｘくかけぐ. Ｚか‐
あうえｘぐがぎ 7.3 ぅｘぁがぎｘぃぐくそ, けえｘぅすｚｘそ かｘ ぐが,
さぐが ごうえぉ ぅｘｚぃぎざぃか. ｏぃぎぃぅ かぃくえがぉずえが おう‐
かけぐ あｚぃぎごけ おがいかが ｙけあぃぐ がぐえぎすぐず.
ｇぎう ｚすｙがぎぃ きぎがぁぎｘおおす うぉう げけかえごうう, きが
がえがかさｘかうう えがぐがぎがぇ ｚ ｙｘえぃ がくぐｘぃぐくそ ｚがあｘ,
あｚぃぎごｘ がくぐｘぃぐくそ ぅｘきぃぎぐｘ. ｇぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ
がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ, かぃがｙこがあうおが くぉうぐず ｚが‐
あけ.
ｏぐがｙす くぉうぐず ｚがあけ, くぉぃあけぇぐぃ きぎうｚぃあぃか‐
かすお かういぃ けえｘぅｘかうそお:
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1. ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きが‐
ぉがいぃかうぃ Л .

2. Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ くぉうｚｘ うぉう がぐ‐
いうおｘ.

3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう けおぃかずざうぐぃ くえが‐
ぎがくぐず がぐいうおｘ く きがおがしずぜ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぇ えかがきえう.

4. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 .
ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす ぅｘぁがぎｘぃぐくそ
えがかぐぎがぉずかすぇ うかあうえｘぐがぎ 7.3 , けえｘぅすｚｘそ かｘ

ぐが, さぐが ごうえぉ ぅｘｚぃぎざぃか. ｊぃきぃぎず あｚぃぎごけ
おがいかが がぐえぎすぐず. ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず おｘざう‐
かけ, きがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお ｚ きが‐
ぉがいぃかうぃ Л .
Ｖがくぐｘかずぐぃ ｙぃぉずぃ うぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ う けｙぃあう‐
ぐぃくず, さぐが ｙｘぎｘｙｘか きけくぐ. Ｗくぉう ｚす ｙがぉずざぃ
かぃ ｙけあぃぐぃ くぐうぎｘぐず, ぅｘえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう
ｚがあす. ｏぐがｙす きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず がｙぎｘぅがｚｘ‐
かうぃ きぉぃくぃかう う かぃきぎうそぐかすこ ぅｘきｘこがｚ, がく‐
ぐｘｚずぐぃ あｚぃぎごけ がぐえぎすぐがぇ.

ｈぃいうお がいうあｘかうそ : ｉきけくぐそ かぃくえがぉずえが
おうかけぐ きがくぉぃ がえがかさｘかうそ きぎがぁぎｘおおす
ｚえぉぜさｘぃぐくそ ぎぃいうお せえがかがおうう せかぃぎ‐

ぁうう. ｇぎう かｘいｘぐうう ぉぜｙがぇ えかがきえう きぎう‐
ｙがぎ ｚすこがあうぐ うぅ ぎぃいうおｘ せえがかがおうう
せかぃぎぁうう.

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす
ｉがぎぐうぎがｚえｘ ｙぃぉずそ
ｈけえがｚがあくぐｚけぇぐぃくず くうおｚがぉｘおう かｘ せぐうえぃぐ‐
えぃ えｘいあがぇ ｚぃしう う うかくぐぎけえごうそおう きが くぐうぎ‐
えぃ, あｘかかすおう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそおう. ｈｘくくがぎぐう‐
ぎけぇぐぃ ｙぃぉずぃ くぉぃあけぜしうお がｙぎｘぅがお: ｙぃぉがぃ
ｙぃぉずぃ, ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ, くうかぐぃぐうえｘ, あぃぉう‐
えｘぐかがぃ ｙぃぉずぃ, うぅあぃぉうそ うぅ ざぃぎくぐう.
ｇぃぎぃあ ぅｘぁぎけぅえがぇ ｙぃぉずそ
ｅうえがぁあｘ かぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ ｙぃぉがぃ う
ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ. Ｔが ｚぎぃおそ くぐうぎえう ｙぃぉがぃ
ｙぃぉずぃ おがいぃぐ きがぐぃぎそぐず くｚがぜ ｙぃぉうぅかけ.
ｅがｚがぃ ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ おがいぃぐ きがぉうかそぐず
きぎう きぃぎｚがぇ くぐうぎえぃІ きがせぐがおけ ｚ きぃぎｚすぇ ぎｘぅ
ぃぁが くぉぃあけぃぐ くぐうぎｘぐず がぐあぃぉずかが.
Ｙｘくぐぃぁかうぐぃ かｘｚがぉがさえう う おがぉかうう, えぎぜさえう
う えかがきえう. Ｙｘｚそいうぐぃ ぎぃおぃざえう うぉう あぉうか‐
かすぃ ぉぃかぐす.
ｇぃぎぃあ くぐうぎえがぇ けあｘぉうぐぃ くぐがぇえうぃ きそぐかｘ.
ｇぎがぐぎうぐぃ がくがｙが ぅｘぁぎそぅかぃかかすぃ けさｘくぐえう
くきぃごうｘぉずかすお おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお うぉう
さうくぐそしぃぇ きｘくぐがぇ.
ｉ がくがｙがぇ がくぐがぎがいかがくぐずぜ がｙぎｘしｘぇぐぃくず く
ぅｘかｘｚぃくそおう. ｉかうおうぐぃ えぎぜさえう うぉう ぅｘｚ‐
そいうぐぃ うこ ｚ おぃざがえ うぉう くぃぐえけ.
Ｔすｚぃあぃかうぃ きそぐぃか
ｅぃえがぐがぎすぃ きそぐかｘ おがぁけぐ かぃ がぐくぐうぎｘぐずくそ
ぐがぉずえが ｚがあがぇ う おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお. ｇが‐
せぐがおけ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ がｙぎｘｙがぐｘぐず うこ きぃ‐
ぎぃあ くぐうぎえがぇ.
ｂぎがｚず: きぎがおがぇぐぃ くｚぃいうぃ きそぐかｘ こがぉがあかがぇ
ｚがあがぇ. Ｙｘくがこざうぃ きそぐかｘ くぉぃあけぃぐ ぅｘおが‐
さうぐず かｘ かがさず くが くきぃごうｘぉずかすお おがぜしうお
くぎぃあくぐｚがお, ぅｘぐぃお きがぐぃぎぃぐず うこ ｚ おすぉずかがお
ぎｘくぐｚがぎぃ.

ｄｘくぉそかすぃ えぎｘくえう: くおがさうぐぃ きそぐかがｚすｚが‐
あうぐぃぉぃお かｘ ｙぃかぅうかがｚがぇ がくかがｚぃ, きがぉがいう‐
ぐぃ ｚぃしず かｘ おそぁえけぜ きがあくぐうぉえけ う きぎがおが‐
えかうぐぃ きそぐかがІ ｚすきがぉかうぐぃ がｙぎｘｙがぐえけ かぃ‐
くえがぉずえが ぎｘぅ.
Ｙｘくがこざうぃ いうぎかすぃ きそぐかｘ: くおがさうぐぃ くえうきう‐
あｘぎがお, きがぉがいうぐぃ ｚぃしず かｘ おそぁえけぜ きがあ‐
くぐうぉえけ う えがかさうえｘおう きｘぉずごぃｚ きぎがおがえかうぐぃ
きそぐかが く きがおがしずぜ こぉがきさｘぐがｙけおｘいかがぁが
ぐｘおきがかｘ.
ｈいｘｚさうかｘ: うくきがぉずぅけぇぐぃ ぎｘくぐｚがぎぃかかけぜ ｚ
ぁがぎそさぃぇ ｚがあぃ しｘｚぃぉぃｚけぜ えうくぉがぐけ うぉう
くきぃごうｘぉずかがぃ くぎぃあくぐｚが あぉそ ｚすｚぃあぃかうそ
きそぐぃか ぎいｘｚさうかす ｚ こがぉがあかがお ｚうあぃ. Ｓけあず‐
ぐぃ がくぐがぎがいかす くが くぐｘぎすおう きそぐかｘおう ぎいｘｚ‐
さうかす, ぐｘえ えｘえ くぐぎけえぐけぎｘ ごぃぉぉぜぉがぅす きがあ
かうおう きがｚぎぃいあぃかｘ, う ぐえｘかず おがいぃぐ きが‐
ぎｚｘぐずくそ.
ｇそぐかｘ きぉぃくぃかう: がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ がぐｙぃぉうｚｘ‐
ぐぃぉぃお う ぐしｘぐぃぉずかが くきがぉがくかうぐぃ (ぐがぉずえが
あぉそ ｙぃぉがぁが う ごｚぃぐかがぁが ｙぃぉずそ, けくぐがぇさうｚが‐
ぁが え こぉがぎけ).
ｊぎｘｚそかすぃ きそぐかｘ: くぉぃぁえｘ がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ
おすぉがお, ｘ ぅｘぐぃお がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉぃお (ぐがぉずえが
あぉそ ｙぃぉがぁが う ごｚぃぐかがぁが ｙぃぉずそ, けくぐがぇさうｚが‐
ぁが え こぉがぎけ).
ｐｘぎうえがｚｘそ ぎけさえｘ う えぉぃぇ: くおがさうぐぃ ｘごぃぐが‐
かがお 1)きがぉがいうぐぃ ｚぃしず かｘ おそぁえけぜ きがあくぐうぉ‐
えけ う きぎがおがえかうぐぃ きそぐかが.
Ｕけｙかｘそ きがおｘあｘ: くおがさうぐぃ ｘごぃぐがかがお, えｘえ
けえｘぅｘかが ｚすざぃ, ぅｘぐぃお がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ きそぐかが
あぃかｘぐけぎｘぐがお. ｆｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ がくぐｘｚざうぃくそ
くぉぃあす がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉぃお.
ｂぎｘくかがぃ ｚうかが: ぅｘおがさうぐぃ く おがぜしうお くぎぃあ‐
くぐｚがお, きぎがきがぉがしうぐぃ う がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ けえ‐

1) かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ ｘごぃぐがか あぉそ さうくぐえう うぅあぃぉうぇ うぅ うくえけくくぐｚぃかかがぁが ざぃぉえｘ
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くけくかがぇ うぉう ぉうおがかかがぇ えうくぉがぐがぇ, ぅｘぐぃお
ぃしぃ ぎｘぅ きぎがきがぉがしうぐぃ. ｆｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ がく‐
ぐｘｚざうぃくそ くぉぃあす がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉぃお.
ｏぃぎかうぉｘ: ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ くがくぐｘｚｘ さぃぎ‐
かうぉ くかｘさｘぉｘ くおがさうぐぃ きそぐかが ｘごぃぐがかがお 1) ,
ぅｘぐぃお けえくけくかがぇ えうくぉがぐがぇІ がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ
がくぐｘｚざうぃくそ かｘ ｙぃぉがぇ ぐえｘかう くぉぃあす く きが‐
おがしずぜ がぐｙぃぉうｚｘぐぃぉそ, ｘ ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉず‐
かが きぎがきがぉがしうぐぃ ぃぃ.
ｇそぐかｘ くおがぉす: くかｘさｘぉｘ がｙぎｘｙがぐｘぇぐぃ きそぐ‐
かがｚすｚがあうぐぃぉぃお, あぃかｘぐけぎｘぐがお うぉう ｙぃか‐
ぅうかがお, ぅｘぐぃお きがぐぎうぐぃ, うくきがぉずぅけそ さうくぐそ‐
しけぜ きｘくぐけ.
ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ う あがｙｘｚえう
ｍがぎがざうぃ ぎぃぅけぉずぐｘぐす くぐうぎえう ぐｘえいぃ ぅｘｚう‐
くそぐ がぐ ｚすｙがぎｘ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ う きぎｘ‐
ｚうぉずかがくぐう ぃぁが あがぅうぎがｚえう, せぐが くきがくがｙ‐
くぐｚけぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぜ うぅぉうざかぃぁが ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかうそ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす.
ｅぃくおがぐぎそ かｘ くｚがぜ ｙうがぎｘぅぉｘぁｘぃおがくぐず,
おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ くがあぃぎいｘぐ ｚぃしぃくぐｚｘ,
えがぐがぎすぃ きぎう きがきｘあｘかうう ｚ がえぎけいｘぜしけぜ
くぎぃあけ ｚ ｙがぉずざがお えがぉうさぃくぐｚぃ おがぁけぐ かｘ‐
ぎけざうぐず こぎけきえがぃ ぎｘｚかがｚぃくうぃ ｚ きぎうぎがあぃ.
Ｔすｙがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ぅｘｚうくうぐ がぐ ぐう‐
きｘ ぐえｘかう (ぐがかえうぃ あぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう,
ざぃぎくぐず, こぉがきがえ う ぐ.あ.), ごｚぃぐｘ, ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎす くぐうぎえう う くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.
Ｔ あｘかかがぇ くぐうぎｘぉずかがぇ おｘざうかぃ おがいかが うく‐
きがぉずぅがｚｘぐず ｚくぃ がｙすさかが うおぃぜしうぃくそ ｚ
きぎがあｘいぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ おｘざうか‐
かがぇ くぐうぎえう:
• くぐうぎｘぉずかすぃ きがぎがざえう あぉそ ｚくぃこ ぐうきがｚ

ぐえｘかぃぇ
• くぐうぎｘぉずかすぃ きがぎがざえう あぉそ うぅあぃぉうぇ うぅ

あぃぉうえｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ (おｘえく. ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎｘ 60°C) う ざぃぎくぐう

• いうあえうぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, きぎぃあきがさぐう‐
ぐぃぉずかすぃ あぉそ かうぅえがぐぃおきぃぎｘぐけぎかすこ
きぎがぁぎｘおお くぐうぎえう (おｘえく. ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ
60°C) あぉそ ｚくぃこ ぐうきがｚ ぐえｘかぃぇ うぉう くきぃ‐
ごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅかｘさぃかかすぃ あぉそ くぐうぎえう
ざぃぎくぐそかすこ うぅあぃぉうぇ.

ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ う あがｙｘｚえう くぉぃあけぃぐ きが‐
おぃしｘぐず ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ がぐあぃぉぃかうそ

あがぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ きぃぎぃあ かｘさｘ‐
ぉがお ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう.
ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう いうあえうこ おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ かぃがｙこがあうおが ｚすｙうぎｘぐず きぎがぁぎｘお‐
おけ ｙぃぅ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう.
ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ がｙがぎけあがｚｘかｘ くうくぐぃ‐
おがぇ ぎぃごうぎえけぉそごうう, がｙぃくきぃさうｚｘぜしぃぇ がき‐
ぐうおｘぉずかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ えがかごぃかぐぎうぎが‐
ｚｘかかすこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.
ｇぎう あがぅうぎがｚえぃ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う あがｙｘ‐
ｚがえ ぎけえがｚがあくぐｚけぇぐぃくず けえｘぅｘかうそおう うぅぁが‐
ぐがｚうぐぃぉそ う かぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ がぐおぃぐえけ
"ЙAФ" かｘ くぐぃかえぃ あがぅｘぐがぎｘ .
ｂがぉうさぃくぐｚが うくきがぉずぅけぃおがぁが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ
ｊうき う えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ ぅｘ‐
ｚうくそぐ がぐ ぐうきｘ ぐえｘかう, ｚぃぉうさうかす ぅｘぁぎけぅえう,
くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう ｙぃぉずそ う いぃくぐえが‐
くぐう うくきがぉずぅけぃおがぇ ｚがあす.
ｉぉぃあけぇぐぃ けえｘぅｘかうそお うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ きが あがぅうぎがｚえぃ.
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ おぃかずざぃぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜ‐
しぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, ぃくぉう:
• ｚす くぐうぎｘぃぐぃ かぃｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが

ｙぃぉずそ
• ｙぃぉずぃ くぉｘｙが ぅｘぁぎそぅかぃかが
• ｚが ｚぎぃおそ くぐうぎえう がｙぎｘぅけぃぐくそ おかがぁが きぃ‐

かす.
ｉぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす
Ｘぃくぐえがくぐず ｚがあす うぅおぃぎそぃぐくそ ｚ ぐｘえ かｘぅす‐
ｚｘぃおすこ ぁぎｘあけくｘこ いぃくぐえがくぐう. Ｚかげがぎおｘ‐
ごうぜ が いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ ｚｘざぃお ぎｘぇがかぃ
おがいかが きがぉけさうぐず ｚ くぉけいｙぃ ｚがあがくかｘｙいぃ‐
かうそ うぉう がぐ おぃくぐかすこ がぎぁｘかがｚ ｚぉｘくぐう. Ｗくぉう
くぐぃきぃかず いぃくぐえがくぐう ｚがあす くぎぃあかそそ うぉう ｚす‐
くがえｘそ, おす きぎぃあぉｘぁｘぃお ｚｘお あがｙｘｚぉそぐず
くおそぁさうぐぃぉず ｚがあす, くぉぃあけそ ぎぃえがおぃかあｘ‐
ごうそお きぎがうぅｚがあうぐぃぉそ. Ｗくぉう きが くぐぃきぃかう
いぃくぐえがくぐう ｚがあｘ おそぁえｘそ, きぃぎぃくおがぐぎうぐぃ
えがぉうさぃくぐｚが うくきがぉずぅけぃおがぁが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.
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ｇぎがぁぎｘおおす くぐうぎえう
ｇぎがぁぎｘおおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす 届 ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず
がぐいうおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ 届 ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あが‐
ぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ

くぎぃあくぐｚ
ｍｃｆｇｆｂ
90° - 60°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ 椴 きがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 3 えぁ
Ｓぃぉすぇ こぉがきがえ (くうぉずかがぇ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう).

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔ‐
ｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 1)

ＷＸＷＶｅＷＴｅＲｗ
ｉｊＺｈｂＲ

ｆｏＷｅｔ Ｓｓ‐
ｉｊｈＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 2)

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ
ｍｃｆｇｆｂ ｕｂｆ
60°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ
Ｓぃぉがぃ う かぃぉうかそぜしぃぃ ごｚぃぐかがぃ こぉがきさｘぐがｙけおｘいかがぃ
ｙぃぉずぃ
ｇぎがぁぎｘおおけ おがいかが ｚすｙぎｘぐず あぉそ くぐうぎえう うぅあぃぉうぇ うぅ
こぉがきえｘ がｙすさかがぇ うぉう くぉｘｙがぇ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.
Ｔぎぃおそ くぐうぎえう ｙけあぃぐ けｚぃぉうさぃかが, ｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ くぐうぎえう
きがかういぃかｘ. ｕぐが きがぅｚがぉうぐ きがぉけさうぐず こがぎがざうぇ ぎぃぅけぉずぐｘぐ
きぎう せえがかがおうう せかぃぎぁうう.

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔ‐
ｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 1)

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ

ｍｃｆｇｆｂ ｕｂｆ
40°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ
ｎｚぃぐかがぃ こぉがきさｘぐがｙけおｘいかがぃ ｙぃぉずぃ
ｇぎがぁぎｘおおけ おがいかが ｚすｙぎｘぐず あぉそ くぐうぎえう うぅあぃぉうぇ うぅ
こぉがきえｘ がｙすさかがぇ うぉう くぉｘｙがぇ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.
Ｔぎぃおそ くぐうぎえう ｙけあぃぐ けｚぃぉうさぃかが, ｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ くぐうぎえう
きがかういぃかｘ. ｕぐが きがぅｚがぉうぐ きがぉけさうぐず こがぎがざうぇ ぎぃぅけぉずぐｘぐ
きぎう せえがかがおうう せかぃぎぁうう.

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔ‐
ｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 1)

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ
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ｇぎがぁぎｘおおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす 届 ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず
がぐいうおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ 届 ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あが‐
ぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ

くぎぃあくぐｚ
ｍｃｆｇｆｂ
40°-30° 届 ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ 椴 きがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 3 えぁ
ｎｚぃぐかがぇ こぉがきがえ (かぃぅかｘさうぐぃぉずかがぇ うぉう がｙすさかがぇ くぐぃきぃ‐
かう ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう).

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔ‐
ｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 1)

ＷＸＷＶｅＷＴｅＲｗ
ｉｊＺｈｂＲ

ｆｏＷｅｔ Ｓｓ‐
ｉｊｈＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 2)

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ
ｉＺｅｊＷｊＺｂＲ
60°-40°-30° 届 ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 900 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 3 えぁ 椴 きがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 1,5 えぁ
Ｚぅあぃぉうそ うぅ くうかぐぃぐうさぃくえうこ うぉう くおぃくがｚすこ ぐえｘかぃぇ: かうい‐
かぃぃ ｙぃぉずぃІ
ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ, くがぎがさえう ｙぃぅ けくｘあえう, ｙぉけぅえう.

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔ‐
ｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 1)

ＷＸＷＶｅＷＴｅＲｗ
ｉｊＺｈｂＲ

ｆｏＷｅｔ Ｓｓ‐
ｉｊｈＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 2)

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ
ＶＷｃＺｂＲｊｅｓＷ ｊｂＲｅＺ
40°-30°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 700 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 3 えぁ 椴 きがかうい. ぅｘぁぎけぅえｘ 1,5 えぁ
Ｚぅあぃぉうそ うぅ あぃぉうえｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ: ｘえぎうぉｘ, ｚうくえがぅす, きが‐
ぉうせくぐぃぎｘ.

ｆｊＸＺｄ 3)

ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔ‐
ｅＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 1)

ＷＸＷＶｅＷＴｅＲｗ
ｉｊＺｈｂＲ

ｆｏＷｅｔ Ｓｓ‐
ｉｊｈＲｗ ｉｊＺｈｂＲ 2)

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ
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ｇぎがぁぎｘおおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす 届 ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず
がぐいうおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ 届 ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あが‐
ぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ

くぎぃあくぐｚ
ｐＷｈｉｊｔ
40°-30° 届 ｍがぉがあかｘそ くぐうぎえｘ
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 2 えぁ
ｇぎがぁぎｘおおｘ くぐうぎえう ざぃぎくぐそかすこ うぅあぃぉうぇ, ぁがあかすこ あぉそ おｘ‐
ざうかかがぇ うぉう ぎけさかがぇ くぐうぎえう, ｘ ぐｘえいぃ あぉそ くぐうぎえう あぃぉう‐
えｘぐかすこ ぐえｘかぃぇ.

ｉぐうぎえｘ があかがぇ うぉう がさぃかず ｙがぉずざがぇ ｚぃしう おがいぃぐ ｚす‐
ぅｚｘぐず あうくｙｘぉｘかく. Ｗくぉう きぎうｙがぎ かぃ ｚすきがぉかそぃぐ ぅｘ‐
えぉぜさうぐぃぉずかすぇ がぐいうお, あがｙｘｚずぐぃ ｙぃぉずそ, きぃぎぃぎｘく‐
きぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ ｚぎけさかけぜ う ぅｘあｘぇぐぃ
きぎがぁぎｘおおけ їｆぐいうお».

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ｇｆｃｆｉｂＲｅＺＷ
ｇがぉがくえｘかうぃ
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ
ｕぐｘ きぎがぁぎｘおおｘ きがぅｚがぉそぃぐ きがぉがくえｘぐず う がぐいうおｘぐず うぅあぃ‐
ぉうそ うぅ こぉがきえｘ, ｚすくぐうぎｘかかすぃ ｚぎけさかけぜ. ｏぐがｙす けくうぉうぐず
せげげぃえぐ きがぉがくえｘかうそ, ｚすｙぃぎうぐぃ їＶｆｇ. ｇｆｃｆｉｂ». ｇぎう‐
ｙがぎ あがｙｘｚうぐ え ごうえぉけ くぐうぎえう あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ きがぉがくえｘ‐
かうそ.

ｆｊＸＺｄ
ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ
ｆｉｊＲｅｆＴｂＲ ｉ
ＴｆＶｆａ Ｔ ＳＲｂＷ

ＶｆｇｆｃｅＺｊＷｃｔ‐
ｅｆＷ ｇｆｃｆｉｂＲ‐

ｅＺＷ

ｉｃＺＴ
ｉぉうｚ ｚがあす
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ
Ｔ きぎがぁぎｘおおｘこ く ｚすｙぎｘかかがぇ げけかえごうぃぇ їｆくぐｘかがｚえｘ く ｚが‐
あがぇ ｚ ｙｘえぃ» うくきがぉずぅけぃぐくそ あぉそ くぉうｚｘ ｚがあす うぅ おｘざうかす
きがくぉぃ きがくぉぃあかぃぁが きがぉがくえｘかうそ.

  

ｆｊＸＺｄ
ｉぉうｚ ｚがあす う きぎがあがぉいうぐぃぉずかすぇ がぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 800 がｙ/おうか
(БУП86110У)
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 1000 がｙ/おうか
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 6 えぁ
ｆぐあぃぉずかすぇ がぐいうお あぉそ うぅあぃぉうぇ, ｚすくぐうぎｘかかすこ ｚぎけさ‐
かけぜ, う きがくぉぃ きぎがぁぎｘおお く ｚすｙぎｘかかすおう あがきがぉかうぐぃぉずかが
げけかえごうそおう, きが がえがかさｘかうう えがぐがぎすこ ｚがあｘ がくぐｘぃぐくそ ｚ ｙｘ‐
えぃ. ｉががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぇ えかがきえがぇ おがいかが ｚすｙぎｘぐず くえが‐
ぎがくぐず がぐいうおｘ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く ぐうきがお ｙぃぉずそ.

ｆｊＸＺｄ  
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ｇぎがぁぎｘおおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ う おうかうおｘぉずかｘそ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす 届 ｆきうくｘかうぃ ごうえぉｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ くえがぎがくぐず
がぐいうおｘ 届 ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ 届 ｊうき ｙぃぉずそ

Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ
げけかえごうう

ｆぐあぃぉぃかうぃ あが‐
ぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ

くぎぃあくぐｚ
ｄＺｅＺｇｈｆＵｈＲｄｄＲ
30°
ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ 椴 ｇがぉがくえｘかうそ 届 ｆぐいうお
ｆぐいうお かｘ おｘえくうおｘぉずかがぇ くえがぎがくぐう 700 がｙ/おうか
ｄｘえく. ぅｘぁぎけぅえｘ 3 えぁ
ｇぎぃえぎｘくかが きがあこがあうぐ あぉそ くぉぃぁえｘ ぅｘぁぎそぅかぃかかがぁが ｙぃぉずそ
うぉう ｙぃぉずそ, えがぐがぎがぃ ぐぎぃｙけぃぐくそ ぉうざず がくｚぃいうぐず.

ｆｊＸＺｄ 3)

ＳＷＹ ｆｊＸＺｄＲ

 = Ｔｓｂｃ
Ｖぉそ がぐおぃかす ぐぃえけしぃぇ きぎがぁぎｘおおす うぉう ｚすえぉぜさぃかうそ おｘざうかす.

1) ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう いうあえうこ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ かぃがｙこがあうおが ｚすｙうぎｘぐず きぎがぁぎｘおおけ ｙぃぅ їｇｈＷＶＴＲｈＺｊＷｃｔｅｆａ
ｉｊＺｈｂＺ».

2) Ｔ くぉけさｘぃ ｚすｙがぎｘ がさぃかず ｙすくぐぎがぇ くぐうぎえう きぎう きがおがしう えかがきえう 3 ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ けおぃかずざうぐず おｘえくうおｘぉずかけぜ
ぅｘぁぎけぅえけ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く きぎうｚぃあぃかかすおう けえｘぅｘかうそおう. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ ｚがぅおがいかｘ ぐｘえいぃ う くぐうぎえｘ きぎう
おｘえくうおｘぉずかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ, かが ぃぃ ぎぃぅけぉずぐｘぐす ｙけあけぐ かぃくえがぉずえが こけいぃ.

3) ｊがぉずえが ｚ おがあぃぉう БУП86110У.

ｋこがあ う さうくぐえｘ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ! ｇぎぃいあぃ さぃお
きぎうくぐけきｘぐず え えｘえうお-ぉうｙが がきぃぎｘごうそお
きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ, がぐえぉぜさうぐぃ
おｘざうかけ がぐ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう.

ｋあｘぉぃかうぃ かｘえうきう
Ｚくきがぉずぅけぃおｘそ かｘおう ｚがあｘ がｙすさかが くがあぃぎ‐
いうぐ くがぉう えｘぉずごうそ. ｇがせぐがおけ ぎぃえがおぃか‐
あけぃぐくそ きぃぎうがあうさぃくえう うくきがぉずぅがｚｘぐず ｚ おｘ‐
ざうかぃ きがぎがざがえ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす. Ｔす‐
きがぉかそぇぐぃ ぐｘえけぜ がきぃぎｘごうぜ かぃ ｚが ｚぎぃおそ
くぐうぎえう う ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く けえｘぅｘかうそおう うぅ‐
ぁがぐがｚうぐぃぉそ くおそぁさｘぜしぃぁが きがぎがざえｘ. ｕぐが
きがおがいぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず がｙぎｘぅがｚｘかうぃ うぅ‐
ｚぃくぐえがｚすこ がぐぉがいぃかうぇ.
ｇがくぉぃ えｘいあがぇ くぐうぎえう
ｆくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ がぐえぎすぐがぇ かｘ かぃえがぐが‐
ぎがぃ ｚぎぃおそ. ｕぐが きがおがいぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず
がｙぎｘぅがｚｘかうぃ きぉぃくぃかう う ぅｘぐこぉがぁが ぅｘきｘこｘ
ｚかけぐぎう おｘざうかす. Ｗくぉう あｚぃぎごｘ きがくぉぃ
くぐうぎえう がくぐｘぃぐくそ がぐえぎすぐがぇ, せぐが くきがくがｙ‐
くぐｚけぃぐ ぐｘえいぃ けｚぃぉうさぃかうぜ くぎがえｘ くぉけいｙす
きぎがえぉｘあえう あｚぃぎごす.
ｇぎがげうぉｘえぐうさぃくえｘそ くぐうぎえｘ
Ｔすきがぉかぃかうぃ くぐうぎえう く かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎがぇ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え くえがきぉぃかうぜ がくぐｘぐ‐
えがｚ ｚかけぐぎう ｙｘぎｘｙｘかｘ.
ｄす ぎぃえがおぃかあけぃお ぎぃぁけぉそぎかが ｚすきがぉかそぐず
ぐｘえ かｘぅすｚｘぃおけぜ きぎがげうぉｘえぐうさぃくえけぜ
くぐうぎえけ.
ｇぎう ｚすきがぉかぃかうう きぎがげうぉｘえぐうさぃくえがぇ
くぐうぎえう:
• Ｔ ｙｘぎｘｙｘかぃ かぃ あがぉいかが ｙすぐず ｙぃぉずそ.

• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ くぐうぎえう こぉがきえｘ く
かｘうｙがぉぃぃ ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ がｙすさかがぃ えがぉうさぃくぐｚが
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘІ うお あがぉいぃか ｙすぐず
くぐうぎｘぉずかすぇ きがぎがざがえ く ｙうがぉがぁうさぃくえう‐
おう くｚがぇくぐｚｘおう.

ｏうくぐえｘ くかｘぎけいう
ｄがぇぐぃ えがぎきけく きぎうｙがぎｘ くかｘぎけいう ぐがぉずえが
ｚがあがぇ く おすぉがお, ぅｘぐぃお かｘくけこが きぎがぐぎうぐぃ
ぃぁが.
ＴＲＸｅｆ! かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ さうくぐえう
えがぎきけくｘ おｘざうかす おぃぐうぉがｚすぇ くきうぎぐ,
ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉう うぉう あぎけぁうぃ きがあがｙかすぃ
くぎぃあくぐｚｘ.
ｏうくぐえｘ あがぅｘぐがぎｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ くぉぃあけぃぐ ぎぃぁけ‐
ぉそぎかが さうくぐうぐず.
Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う あがｙｘｚがえ くぉぃ‐
あけぃぐ ぎぃぁけぉそぎかが さうくぐうぐず.
Ｚぅｚぉぃえうぐぃ あがぅｘぐがぎ, がぐいｘｚ ｚかうぅ ぅｘしぃぉえけ
う きがぐそかけｚ ぃぁが かｘ くぃｙそ.

16  electrolux



ｇぎがおがぇぐぃ ぃぁが きぎがぐがさかがぇ ｚがあがぇ, さぐがｙす
けあｘぉうぐず ｚくぃ がくぐｘぐえう くえがきうｚざぃぁがくそ きがぎが‐
ざえｘ.
Ｖぉそ がｙぉぃぁさぃかうそ さうくぐえう おがいかが くかそぐず
ｚぃぎこかぜぜ さｘくぐず がぐあぃぉぃかうそ あぉそ あがｙｘｚがえ.
ｇぎがおがぇぐぃ ｚがあがぇ ｚくぃ あぃぐｘぉう あがぅｘぐがぎｘ.

ｇがさうくぐうぐぃ がぐくぃえ あがぅｘぐがぎｘ しぃぐえがぇ.

ｏうくぐえｘ ｙｘぎｘｙｘかｘ
ｆぐぉがいぃかうそ ぎいｘｚさうかす ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ おがぁけぐ
がｙぎｘぅがｚｘぐずくそ ｚくぉぃあくぐｚうぃ きがきｘあｘかうそ ｚ
ｙｘぎｘｙｘか ｚおぃくぐぃ く ｙぃぉずぃお ぎいｘｚすこ きがくぐが‐
ぎがかかうこ きぎぃあおぃぐがｚ うぉう ｚくぉぃあくぐｚうぃ ｚすくが‐
えがぁが くがあぃぎいｘかうそ いぃぉぃぅｘ ｚ ｚがあがきぎがｚがあ‐
かがぇ ｚがあぃ.
ＴＲＸｅｆ! ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ さうくぐえう
ｙｘぎｘｙｘかｘ さうくぐそしうぃ くぎぃあくぐｚｘ, うおぃぜしけぜ
えうくぉがぐかけぜ がくかがｚけ うぉう くがあぃぎいｘしうぃ こぉがぎ,
ｘ ぐｘえいぃ おぃぐｘぉぉうさぃくえうぃ ぁけｙえう.
1. ｋあｘぉそぇぐぃ くぉぃあす ぎいｘｚさうかす かｘ くぐぃか‐

えｘこ ｙｘぎｘｙｘかｘ く きがおがしずぜ くぎぃあくぐｚｘ
あぉそ さうくぐえう うぅあぃぉうぇ うぅ かぃぎいｘｚぃぜしぃぇ
くぐｘぉう.

2. Ｔすきがぉかうぐぃ ごうえぉ くぐうぎえう ｙぃぅ ｙぃぉずそ あぉそ
けあｘぉぃかうそ がくぐｘぐえがｚ さうくぐそしうこ
くぎぃあくぐｚ.
ｇぎがぁぎｘおおｘ: ｂがぎがぐえｘそ きぎがぁぎｘおおｘ
くぐうぎえう こぉがきえｘ く あがｙｘｚぉぃかうぃお きぎう‐
おぃぎかが. 1/4 おぃぎかがぁが くぐｘえｘかｘ おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.

ｇぎがえぉｘあえｘ あｚぃぎごす
ｇぃぎうがあうさぃくえう きぎがｚぃぎそぇぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ
あｚぃぎごす う けあｘぉそぇぐぃ きがくぐがぎがかかうぃ きぎぃあ‐
おぃぐす, えがぐがぎすぃ おがぁけぐ ｚ かぃぇ ぅｘくぐぎそぐず.
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ｉぉうｚかがぇ かｘくがく
ｉぉうｚかがぇ かｘくがく くぉぃあけぃぐ きぎがｚぃぎそぐず ぎぃぁけ‐
ぉそぎかが, がくがｙぃかかが, ぃくぉう:
• おｘざうかｘ かぃ ｚすきがぉかそぃぐ くぉうｚ う/うぉう がぐ‐

いうお,
• きぎう くぉうｚぃ おｘざうかｘ うぅあｘぃぐ くぐぎｘかかすぇ

ざけお, ｚすぅｚｘかかすぇ きがきｘあｘかうぃお ｚ くぉうｚ‐
かがぇ かｘくがく ぐｘえうこ きぎぃあおぃぐがｚ, えｘえ ｙけぉｘｚ‐
えう, おがかぃぐす う ぐ.あ., えがぐがぎすぃ ｙぉがえうぎけぜぐ
ぎｘｙがぐけ かｘくがくｘ.

• きがそｚうぉうくず きぎがｙぉぃおす くが くぉうｚがお ｚがあす
(くおがぐぎう ぁぉｘｚけ "ｏぐが あぃぉｘぐず ぃくぉう...").

ＴｅＺｄＲｅＺＷ! ｇぃぎぃあ ぐぃお えｘえ がぐえぎすぐず
あｚぃぎごけ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ, ｚすえぉぜさうぐぃ
きぎうｙがぎ う ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが
ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｔすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ あぃぇくぐｚうそ:
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ おｘざう‐

かす うぅ ぎがぅぃぐえう.
2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きがあがいあうぐぃ, さぐが‐

ｙす ｚがあｘ がくぐすぉｘ.
3. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ かｘくがくｘ, ｚくぐｘｚうｚ ｚ

きｘぅ おがかぃぐけ (うぉう くきぃごうｘぉずかすぇ うか‐
くぐぎけおぃかぐ うぅ きｘえぃぐｘ く ぎけえがｚがあくぐｚがお
きが せえくきぉけｘぐｘごうう - ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ
おがあぃぉう).

1

2

4. ｇがくぐｘｚずぐぃ ぎそあがお く かｘくがくがお ぐｘぅうえ
あぉそ くｙがぎｘ ｚがあす, えがぐがぎｘそ おがいぃぐ ｚす‐
ぐぃさず.

5. ｉ きがおがしずぜ きぉがくえがぁけｙごぃｚ ｚすかずぐぃ ぅｘ‐
ぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ
うぅ えぎすざえう げうぉずぐぎｘ.

6. ｂがぁあｘ ｚがあｘ きぃぎぃくぐｘかぃぐ ぉうぐずくそ, がぐ‐
ｚうかぐうぐぃ きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ えぎす‐
ざえけ げうぉずぐぎｘ う きぉがくえがぁけｙごｘおう うぅｚぉぃ‐
えうぐぃ げうぉずぐぎ. Ｔくぃぁあｘ あぃぎいうぐぃ きがあ ぎけ‐
えがぇ ぐぎそきえけ, さぐがｙす ｚすぐぃぎぃぐず ｚがあけ, えが‐
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ぐがぎｘそ おがいぃぐ きぎがぉうぐずくそ きぎう くかそぐうう
げうぉずぐぎｘ.
ｆさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ くぉうｚかがぇ ぐぎけｙえう がぐ
くぉぃあがｚ ｚがぎくｘ.

1

2

7. Ｚぅｚぉぃえうぐぃ さけいぃぎがあかすぃ きぎぃあおぃぐす う
ｚがぎく うぅ えがぎきけくｘ う えぎすぉずさｘぐえう かｘくが‐
くｘ.

8. ｊしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぎずぐぃ ｚぎｘしぃかうぃ
えぎすぉずさｘぐえう かｘくがくｘ (がかｘ ｚぎｘしｘぃぐくそ
ぐがぉさえｘおう). Ｗくぉう ｚぎｘしぃかうぃ ぅｘぐぎけあかぃ‐
かが, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

9. Ｔくぐｘｚずぐぃ げうぉずぐぎ ｚ きぎｘｚうぉずかがお きが‐
ぉがいぃかうう, うくきがぉずぅけそ くきぃごうｘぉずかすぃ
かｘきぎｘｚぉそぜしうぃ. ｇぉがぐかが ぅｘえぎけぐうぐぃ
えぎすざえけ かｘくがくｘ, ｚぎｘしｘそ ぃぃ きが さｘくが‐
ｚがぇ くぐぎぃぉえぃ.

10. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かｘ おぃくぐが ぅｘぁぉけざえけ がぐ‐
ｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ う きぉがぐかが
ぅｘえぎぃきうぐぃ ぃぃ.

11. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ.

electrolux  19



ＴｅＺｄＲｅＺＷ! ｇぎう ぎｘｙがぐｘぜしぃお
きぎうｙがぎぃ ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ
ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす ｚ くぉうｚかがお
かｘくがくぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぁがぎそさｘそ ｚがあｘ.
ｅうえがぁあｘ かぃ くかうおｘぇぐぃ えぎすざえけ
くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ ｚが ｚぎぃおそ くぐうぎえう,
ｚくぃぁあｘ あがいうあｘぇぐぃくず, さぐがｙす きぎうｙがぎ
ぅｘｚぃぎざうぉ ごうえぉ う くぉうぉ ｚがあけ. ｇぎう
けくぐｘかがｚえぃ えぎすざえう かｘ おぃくぐが
けｙぃあうぐぃくず, さぐが がかｘ きぉがぐかが ぅｘぐそかけぐｘ
ｚが うぅｙぃいｘかうぃ けぐぃさぃえ う ｚがぅおがいかがくぐう
くかそぐうそ ぃぃ あぃぐずおう.

ｏうくぐえｘ げうぉずぐぎがｚ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
Ｗくぉう ｚす ぅｘおぃぐうぉう, さぐが かｘ ぅｘきがぉかぃかうぃ
おｘざうかす けこがあうぐ ｙがぉずざぃ ｚぎぃおぃかう, さぃお
ぎｘかずざぃ, きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃ ぅｘｙうぐ ぉう げうぉずぐぎ
かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
1. Ｙｘえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.
2. ｆぐえぎけぐうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
3. ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ ｚ ざぉｘかぁぃ いぃくぐえがぇ

しぃぐえがぇ.

4. ｉかがｚｘ きぎうえぎけぐうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ え
えぎｘかけ.

5. ｆぐｚうかぐうぐぃ ざぉｘかぁ がぐ おｘざうかす. Ｖぃぎいう‐
ぐぃ ぎそあがお ぐぎそきえけ, ぐ.え. さｘくぐず ｚがあす おが‐
いぃぐ ｚすぐぃさず.

6. ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ ｚ ざぉｘかぁぃ いぃくぐえがぇ
しぃぐえがぇ うぉう ぐぎそきえがぇ.

7. ｉかがｚｘ きぎうえぎけぐうぐぃ ざぉｘかぁ え おｘざうかぃ,
きぎがｚぃぎうｚ, さぐがｙす がか ｙすぉ ぐけぁが ぅｘぐそかけぐ.

8. ｆぐえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす.
Ｒｚｘぎうぇかすぇ くぉうｚ
Ｗくぉう ｚがあｘ かぃ くぉうｚｘぃぐくそ, あぉそ くぉうｚｘ あぃぇ‐
くぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙぎｘぅがお:
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ おｘざう‐

かす うぅ ぎがぅぃぐえうІ
2. Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.
3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きがあがいあうぐぃ, さぐが‐

ｙす ｚがあｘ がくぐすぉｘІ
4. がぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうｚかがぁが げうぉずぐぎｘІ
5. きがくぐｘｚずぐぃ ぐｘぅうえ かｘ きがぉ. Ｔすかずぐぃ ぅｘ‐

ぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ
うぅ げうぉずぐぎｘ. ｇがあ あぃぇくぐｚうぃお くうぉす ぐそ‐
いぃくぐう ｚがあｘ くぐｘかぃぐ くぐぃえｘぐず ｚ ぐｘぅうえ. ｂが‐
ぁあｘ ぐｘぅうえ かｘきがぉかうぐくそ, くかがｚｘ けくぐｘかが‐
ｚうぐぃ ぅｘぁぉけざえけ ｚ えぎすざえけ. Ｔすぉぃぇぐぃ ｚが‐
あけ うぅ ぐｘぅうえｘ. ｇがｚぐがぎそぇぐぃ せぐけ きぎがごぃ‐
あけぎけ あが がえがかさｘかうそ くぉうｚｘ ｚがあすІ

6. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがさうくぐうぐぃ
げうぉずぐぎ, えｘえ がきうくｘかが ｚすざぃІ

7. くかがｚｘ ぅｘえぎけぐうぐぃ げうぉずぐぎ う ぅｘえぎがぇぐぃ
あｚぃぎごけ.

ｇぎぃあがぐｚぎｘしぃかうぃ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
Ｗくぉう おｘざうかｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ ｚ きがおぃしぃかうう,
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ えがぐがぎがお おがいぃぐ がきけくえｘぐず‐
くそ かういぃ 0°C, あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃあけぜしうお がｙ‐
ぎｘぅがお:
1. Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ おｘざう‐

かす うぅ ぎがぅぃぐえう.
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2. Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.
3. ｆぐｚうかぐうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
4. ｇがくぐｘｚずぐぃ かｘ きがぉ ぐｘぅうえ, きがおぃくぐうぐぃ ｚ

かぃぁが えがかぃご かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ, がぐえぎがぇ‐
ぐぃ ぅｘぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが
くぉうｚｘ ｚ げうぉずぐぎぃ う あｘぇぐぃ ｚがあぃ きがぉかが‐
くぐずぜ くぐぃさず.

5. Ｔくぐｘｚずぐぃ ぅｘぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇ‐
かがぁが くぉうｚｘ ｚ げうぉずぐぎ う きぎうえぎけぐうぐぃ がｙ‐
ぎｘぐかが かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.

6. ｇぎう くぉぃあけぜしぃお ｚえぉぜさぃかうう おｘざうかす
けｙぃあうぐぃくず, さぐが ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけ‐
いｘぜしぃぇ くぎぃあす ｚすざぃ 0°C.

ＴＲＸｅｆ! ｂｘいあすぇ ぎｘぅ きぎう くぉうｚぃ ｚがあす く
きがおがしずぜ ざぉｘかぁｘ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ
かぃがｙこがあうおが かｘぉうぐず 2 ぉうぐぎｘ ｚがあす ｚ
がぐあぃぉぃかうぃ がくかがｚかがぇ くぐうぎえう あがぅｘぐがぎｘ
おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ う ぅｘぐぃお ぅｘきけくぐうぐず
きぎがぁぎｘおおけ くぉうｚｘ. ｕぐが きぎうｚぃあぃぐ ｚ
あぃぇくぐｚうぃ ｕｂЛ-えぉｘきｘか う きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐ
くうぐけｘごうぜ, えがぁあｘ さｘくぐず おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ がくぐｘぃぐくそ かぃうくきがぉずぅがｚｘかかがぇ
きぎう くぉぃあけぜしぃぇ くぐうぎえぃ.

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...
ｅぃえがぐがぎすぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう, ｚすぅｚｘかかすぃ
がぐくけぐくぐｚうぃお きぎがくぐがぁが けこがあｘ うぉう かぃあが‐
くおがぐぎがお, おがいかが ぉぃぁえが けくぐぎｘかうぐず くｘおが‐
くぐがそぐぃぉずかが, かぃ がｙぎｘしｘそくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ. ｇぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ がｙぎｘしｘぐずくそ ｚ
おぃくぐかすぇ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ, ｚすきがぉかうぐぃ けえｘぅｘかかすぃ かういぃ ぐぃくぐが‐
ｚすぃ きぎがｚぃぎえう.
Ｔが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす おｘざうかす おがいぃぐ ぅｘおう‐
ぁｘぐず えぎｘくかすお えがかぐぎがぉずかすぇ うかあうえｘぐがぎ
えかがきえう 5 , けえｘぅすｚｘそ かｘ ぐが, さぐが おｘざうかｘ かぃ
ぎｘｙがぐｘぃぐ.
ｂがあ かぃきがぉｘあえう おがいかが がきぎぃあぃぉうぐず きが えが‐
ぉうさぃくぐｚけ おうぁｘかうぇ えかがきえう 5 . Ｗくぉう さうくぉが
おうぁｘかうぇ がぐくけぐくぐｚけぃぐ ｚ きぎうｚぃあぃかかがお かう‐
いぃ くきうくえぃ, ぐが ぐｘえけぜ かぃうくきぎｘｚかがくぐず かぃ‐
ｚがぅおがいかが けくぐぎｘかうぐず くｘおがくぐがそぐぃぉずかが. Ｔ
せぐがお くぉけさｘぃ がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ おぃくぐかすぇ くぃぎ‐
ｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
ｅｘ かぃくえがぉずえが くぃえけかあ かｘいおうぐぃ があかがｚぎぃ‐
おぃかかが えかがきえう 4 う 5 . ｂぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ
5 かｘ えがぎがぐえがぃ ｚぎぃおそ ぅｘおうぁｘぃぐ くがぁぉｘくかが
がきうくｘかうぜ (かぃ くぉぃあけぃぐ がｙぎｘしｘぐず ｚかうおｘ‐
かうぃ かｘ ぅぃぉぃかすぇ うかあうえｘぐがぎ):

• 4 おうぁｘかうそ = їｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ かぃ
ぅｘきけくえｘぃぐくそ» . Ｔがくきがぉずぅけぇぐぃくず けえｘぅｘ‐
かうそおう うぅ ぐｘｙぉうごす їＴがぅおがいかｘそ きぎうさう‐
かｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ» う くかがｚｘ ぅｘきけ‐
くぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ.

• 1 おうぁｘかうぃ = їｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ かぃ
かｘきがぉかそぃぐ ｙｘえ ｚがあがぇ» . Ｔがくきがぉずぅけぇ‐
ぐぃくず けえｘぅｘかうそおう うぅ ぐｘｙぉうごす їＴがぅおがい‐
かｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ» う
くかがｚｘ ぅｘきけくぐうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ.

• 2 おうぁｘかうそ = їｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ かぃ
くぉうｚｘぃぐ ｚがあけ うぉう かぃ ぅｘきけくえｘぃぐ がぐ‐
いうお» . Ｔがくきがぉずぅけぇぐぃくず けえｘぅｘかうそおう うぅ
ぐｘｙぉうごす їＴがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ
けくぐぎｘかぃかうそ» う くかがｚｘ ぅｘきけくぐうぐぃ きぎが‐
ぁぎｘおおけ.

ｋくぐぎｘかうｚ きぎうさうかけ かぃきがぉｘあえう, かｘいおうぐぃ
えかがきえけ 5 あぉそ きがｚぐがぎかがぁが ぅｘきけくえｘ きぎが‐
ぁぎｘおおす. Ｗくぉう きがくぉぃ ｚくぃこ きぎがｚぃぎがえ かぃうく‐
きぎｘｚかがくぐず かぃ うくさぃぅｘぃぐ, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ｘｚ‐
ぐがぎうぅがｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ かぃ ぅｘきけ‐
くえｘぃぐくそ:

Ｖｚぃぎごｘ かぃ ｙすぉｘ ぅｘえぎすぐｘ (えかがきえｘ 5 おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお).
• ｇぉがぐかが ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.
Ｔうぉえｘ ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ かぃｚぃぎかが.
• Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
Ｔ ぎがぅぃぐえぃ がぐくけぐくぐｚけぃぐ かｘきぎそいぃかうぃ.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ くｚがぜ あがおｘざかぜぜ せぉぃえぐぎうさぃくえけぜ くぃぐず.
ｇぃぎぃぁがぎぃぉ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず かｘ ぁぉｘｚかがお ぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃぉずかがお
しうぐぃ.
• Ｙｘおぃかうぐぃ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず.
ｉぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお けくぐｘかがｚぉぃか かぃｚぃぎかが, う かぃ かｘいｘぐｘ えかがきえｘ
5 .
• ｇがｚぃぎかうぐぃ くぃぉぃえぐがぎ きぎがぁぎｘおお う くかがｚｘ かｘいおうぐぃ えかがきえけ 5 .
Ｔすｙぎｘかｘ ぅｘあぃぎいえｘ きけくえｘ.
• Ｗくぉう ｚす こがぐうぐぃ, さぐがｙす くぐうぎえｘ ｙぃぉずそ かｘさｘぉｘくず かぃおぃあぉぃかかが,

がぐおぃかうぐぃ ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ.

ｄｘざうかｘ かぃ ぅｘきがぉかそぃぐくそ ｚが‐
あがぇ:

Ｙｘえぎすぐ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず (おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお えかがきえｘ 5 ).
• ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ ｚぃかぐうぉず.
ｇぃぎぃあｘｚぉぃか うぉう きぃぎぃえぎけさぃか かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ (おうぁｘぃぐ えぎｘくかすぇ
うかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ).
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きがあくがぃあうかぃかうぃ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｙｘｙうぐ げうぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ (えかがきえｘ 5 おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお).
• ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｖｚぃぎごｘ かぃ ｙすぉｘ ぅｘえぎすぐｘ えｘえ くぉぃあけぃぐ (えかがきえｘ 5 おうぁｘぃぐ えぎｘく‐
かすお).
• ｇぉがぐかが ぅｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ.

ｄｘざうかｘ かｘきがぉかそぃぐくそ ｚがあがぇ,
う くぎｘぅけ いぃ きぎがうぅｚがあうぐくそ
くぉうｚ :

ｂがかぃご くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ ぎｘくきがぉがいぃか くぉうざえがお かうぅえが.
• ｉお. くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きｘぎｘぁぎｘげ ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "ｇがあえぉぜさぃかうぃ え

えｘかｘぉうぅｘごうう".

ｄｘざうかｘ かぃ ｚすきがぉかそぃぐ くぉうｚ
う/うぉう がぐいうお:

ｇぃぎぃあｘｚぉぃか うぉう きぃぎぃえぎけさぃか かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ (えかがきえｘ 5 おうぁｘぃぐ
えぎｘくかすお).
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず きがあくがぃあうかぃかうそ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｙｘｙうぐ くぉうｚかがぇ げうぉずぐぎ (えかがきえｘ 5 おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお).
• ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ くぉうｚかがぁが かｘくがくｘ.
Ｔすｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおおｘ うぉう あがきがぉかうぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ, きが がえがか‐
さｘかうう えがぐがぎがぇ ｚ ｙｘえぃ がくぐｘぃぐくそ ｚがあｘ うぉう ｚ えがぐがぎがぇ うくえぉぜさぃかｘ
げｘぅｘ がぐいうおｘ.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ "ｉぉうｚ" うぉう "ｆぐいうお".
Ｓぃぉずぃ かぃぎｘｚかがおぃぎかが ぎｘくきぎぃあぃぉぃかが ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• ｇぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.

Ｔがあｘ かｘ きがぉけ:

Ｚくきがぉずぅがｚｘかが くぉうざえがお おかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ うぉう くぎぃあ‐
くぐｚが かぃきぎｘｚうぉずかがぁが ぐうきｘ (ｚすぅすｚｘぜしぃぃ うぅｙすぐがさかがぃ きぃかがが‐
ｙぎｘぅがｚｘかうぃ).
• ｋおぃかずざうぐぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ うぉう うくきがぉずぅけぇぐぃ

おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが あぎけぁがぁが ぐうきｘ.
ｇぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう けぐぃさぃえ ｚ くがぃあうかうぐぃぉずかすこ あぃぐｘぉそこ かｘぉうｚ‐
かがぁが ざぉｘかぁｘ. ｋぐぃさえｘ ｚがあす うぅ ざぉｘかぁｘ かぃ ｚくぃぁあｘ ぅｘおぃぐかｘ ｚう‐
ぅけｘぉずかがІ きがせぐがおけ きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃ おがえぎすぇ ぉう がか.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きがあくがぃあうかぃかうぃ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
ｇがｚぎぃいあぃか くぉうｚかがぇ うぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
• Ｙｘおぃかうぐぃ ぃぁが かがｚすお.
ｇがくぉぃ ｚすきがぉかぃかうそ さうくぐえう げうぉずぐぎｘ ぅｘぁぉけざえｘ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘ‐
ぎうぇかがぁが くぉうｚｘ かぃ けくぐｘかがｚぉぃかｘ かｘ おぃくぐが, うぉう くｘお げうぉずぐぎ かぃ
ぅｘｚうかさぃか きがくぉぃ さうくぐえう あがぉいかすお がｙぎｘぅがお.
• Ｔくぐｘｚずぐぃ ぅｘぁぉけざえけ がぐｚぃぎくぐうそ ｘｚｘぎうぇかがぁが くぉうｚｘ ｚ えぎすざえけ

げうぉずぐぎｘ うぉう あが えがかごｘ ぅｘえぎけぐうぐぃ げうぉずぐぎ.
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ｅぃうくきぎｘｚかがくぐず Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ/ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ

ｅぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかすぃ ぎぃ‐
ぅけぉずぐｘぐす くぐうぎえう:

ｉぉうざえがお おｘぉが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ, うぉう いぃ うくきがぉずぅがｚｘかかがぃ
くぎぃあくぐｚが かぃ きがあこがあうぐ あぉそ あｘかかがぇ おｘざうかす.
• ｋｚぃぉうさずぐぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ うぉう うくきがぉずぅけぇぐぃ

おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが あぎけぁがぁが ぐうきｘ.
ｉぐがぇえうぃ きそぐかｘ かぃ ｙすぉう がｙぎｘｙがぐｘかす きぃぎぃあ くぐうぎえがぇ.
• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ うおぃぜしうぃくそ ｚ きぎがあｘいぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ ｚすｚぃあぃ‐

かうそ くぐがぇえうこ きそぐぃか.
Ｙｘあｘかｘ かぃきがあこがあそしｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, きぎｘｚうぉずかが ぉう ぅｘあｘかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ.
ｉぉうざえがお ｙがぉずざｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ.
• ｉぉぃあけぃぐ けおぃかずざうぐず えがぉうさぃくぐｚが ぅｘぁぎけいｘぃおがぁが ｙぃぉずそ.

Ｖｚぃぎごｘ かぃ がぐえぎすｚｘぃぐくそ:

Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす かぃ ぅｘえがかさぃかが.
• Ｖがいあうぐぃくず ぅｘｚぃぎざぃかうそ ごうえぉｘ くぐうぎえう.
ｅぃ くぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぎｘぅｙぉがえうぎがｚえう あｚぃぎごす.
• ｇがあがいあうぐぃ かぃくえがぉずえが おうかけぐ, きぎぃいあぃ さぃお がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ.
Ｔがあｘ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ くぉうｚｘ うぉう がぐいうおｘ, さぐがｙす くぉうぐず ｚがあけ.

ｄｘざうかｘ ｚうｙぎうぎけぃぐ うぉう ざけ‐
おうぐ:

ｅぃ けあｘぉぃかす ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｙがぉぐす う せぉぃおぃかぐす けきｘえがｚ‐
えう.
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ.
ｅぃ がぐぎぃぁけぉうぎがｚｘかｘ ｚすくがぐｘ かがいぃえ
• ｇぎがｚぃぎずぐぃ きぎｘｚうぉずかがくぐず ｚすぎｘｚかうｚｘかうそ きぎうｙがぎｘ.
Ｓぃぉずぃ かぃぎｘｚかがおぃぎかが ぎｘくきぎぃあぃぉぃかが ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• ｇぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
Ｔがぅおがいかが, ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ くぉうざえがお おｘぉが ｙぃぉずそ.
• Ｙｘぁぎけぅうぐぃ ｙがぉずざぃ ｙぃぉずそ.

ｆぐいうお かｘさうかｘぃぐくそ く がきがぅあｘ‐
かうぃお うぉう かぃ ｚすきがぉかそぃぐくそ:

ｕぉぃえぐぎがかかがぃ けくぐぎがぇくぐｚが えがかぐぎがぉそ あうくｙｘぉｘかくｘ くぎｘｙがぐｘぉが うぅ-
ぅｘ かぃぎｘｚかがおぃぎかがぁが ぎｘくきぎぃあぃぉぃかうそ ｙぃぉずそ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ. Ｓぃぉずぃ
ｙけあぃぐ きぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉぃかが ぎｘｚかがおぃぎかが ぅｘ くさぃぐ うぅおぃかぃかうそ かｘ‐
きぎｘｚぉぃかうそ ｚぎｘしぃかうそ ｙｘぎｘｙｘかｘ. ｕぐが おがいぃぐ きぎがうくこがあうぐず かぃ‐
くえがぉずえが ぎｘぅ あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ あうくｙｘぉｘかく かぃ うくさぃぅかぃぐ, う かぃ けく‐
ぐｘかがｚうぐくそ かがぎおｘぉずかすぇ がぐいうお. Ｗくぉう きが うくぐぃさぃかうう 10 おうかけぐ
ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ かぃ ぎｘくきぎぃあぃぉうぉがくず ぎｘｚかがおぃぎかが, がぐいうお ｚす‐
きがぉかそぐずくそ かぃ ｙけあぃぐ. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ きぃぎぃぉがいうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚぎけさかけぜ
う ぅｘあｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ がぐいうおｘ.
• ｇぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ｙぃぉずぃ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
くぉうざえがお おｘぉが ｙぃぉずそ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.
• Ｖがｙｘｚずぐぃ ｙぃぉずぃ, きぃぎぃぎｘくきぎぃあぃぉうぐぃ ぃぁが ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ ｚぎけさ‐

かけぜ, ｘ ぅｘぐぃお ｚすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ がぐいうおｘ.

ｄｘざうかｘ うぅあｘぃぐ かぃがｙすさかすぇ
ざけお:

ｄｘざうかｘ がｙがぎけあがｚｘかｘ あｚうぁｘぐぃぉぃお, うぅあｘぜしうお かぃがｙすさかすぇ
ざけお きが くぎｘｚかぃかうぜ く あｚうぁｘぐぃぉそおう あぎけぁうこ ぐうきがｚ. ｅがｚすぇ あｚう‐
ぁｘぐぃぉず がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ きぉｘｚかすぇ きけくえ う ｙがぉぃぃ ぎｘｚかがおぃぎかがぃ ぎｘく‐
きぎぃあぃぉぃかうぃ ｙぃぉずそ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ きぎう がぐいうおぃ, ｘ ぐｘえいぃ ｙがぉずざけぜ
けくぐがぇさうｚがくぐず おｘざうかす.

Ｔ おｘざうかぃ かぃ ｚうあかｘ ｚがあｘ:
ｄｘざうかす, ぎｘぅぎｘｙがぐｘかかすぃ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお くがｚぎぃおぃかかすこ
ぐぃこかがぉがぁうぇ, ぎｘｙがぐｘぜぐ がさぃかず せえがかがおうさかが う きがぐぎぃｙぉそぜぐ おｘぉが
ｚがあす ｙぃぅ くかういぃかうそ えｘさぃくぐｚｘ くぐうぎえう.
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Ｗくぉう がきぎぃあぃぉうぐず うぉう けくぐぎｘかうぐず きぎうさうかけ
かぃうくきぎｘｚかがくぐう くｘおがくぐがそぐぃぉずかが かぃ けあｘ‐
ぉがくず, がｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ かｘざ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ ｇぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ ぅｚがかうぐず ぐけあｘ, ぅｘ‐
きうざうぐぃ あぉそ くぃｙそ おがあぃぉず, くぃぎうぇかすぇ かが‐
おぃぎ う あｘぐけ きぎうがｙぎぃぐぃかうそ おｘざうかす せぐう
くｚぃあぃかうそ きがぐぎぃｙけぜぐくそ くきぃごうｘぉうくぐｘお
くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ... ... ...
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ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ
Ｕｘｙｘぎうぐす ｐうぎうかｘ

Ｔすくがぐｘ
Ｕぉけｙうかｘ

60 くお
85 くお
44 くお

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう Ｚかげがぎおｘごうそ きが きがあえぉぜさぃかうぜ え せぉぃえぐぎがくぃぐう きぎぃあくぐｘｚぉぃかｘ
かｘ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, ぎｘくきがぉがいぃかかがぇ かｘ ｚかけぐ‐
ぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす きぎうｙがぎｘ.

Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚ ｚがあがきぎがｚがあかがぇ
くうくぐぃおぃ

ｄうかうおけお
ｄｘえくうおけお

0,05 ｄｇｘ
0,8 ｄｇｘ

ｄｘえくうおｘぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ ｍぉがきがえ 6 えぁ
ｉえがぎがくぐず がぐいうおｘ ｄｘえくうおけお 800 がｙ/おうか (БУП86110У)

1000 がｙ/おうか (БУП106110У)

ｇがえｘぅｘぐぃぉう きがぐぎぃｙぉぃかうそ
ｇぎがぁぎｘおおｘ ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ せかぃぎ‐

ぁうう (えＴぐさ)
ｇがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす

(ぉうぐぎす)
ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず
きぎがぁぎｘおおす (おうかけぐす)

Ｓぃぉすぇ こぉがきがえ 90° 2.10 62

ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず
きぎがぁぎｘおお がぐがｙぎｘ‐

いｘぃぐくそ かｘ あうくきぉぃぃ,
ぎｘくきがぉがいぃかかがお かｘ

きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ.

ｍぉがきがえ 60° 1.30 59
ｍぉがきがえ ｕｂｆ 60° 1) 1.02 45
ｍぉがきがえ 40° 0.75 59
ｉうかぐぃぐうえｘ 40° 0.50 45
Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう,
40°

0.55 55

ｐぃぎくぐず/ｈけさかｘそ くぐうぎ‐
えｘ 30°

0.30 50

1) "ｍぉがきがえ ｕえが" きぎう 60°C う ぅｘぁぎけぅえぃ 6 えぁ そｚぉそぃぐくそ せぐｘぉがかかがぇ きぎがぁぎｘおおがぇ あぉそ ぎｘくさぃぐｘ あｘかかすこ, けえｘぅｘかかすこ かｘ
ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうそ, ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう くが くぐｘかあｘぎぐがお ББC 92/75.

ｇぎうｚぃあぃかかすぃ ｚ あｘかかがぇ ぐｘｙぉうごぃ あｘかかすぃ きが ぎｘくこがあけ そｚぉそぜぐくそ ぐがぉずえが がぎうぃかぐう‐
ぎがｚがさかすおう, ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ うぅおぃかそぐずくそ ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ えがぉうさぃくぐｚｘ う ぐうきｘ
ｙぃぉずそ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚがあがきぎがｚがあかがぇ ｚがあす う ぐぃおきぃぎｘぐけぎす がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす.
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ｋくぐｘかがｚえｘ
ｈｘくきｘえがｚえｘ
Ｔくぃ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｙがぉぐす う せぉぃ‐
おぃかぐす けきｘえがｚえう あがぉいかす ｙすぐず くかそぐす きぃ‐
ぎぃあ かｘさｘぉがお せえくきぉけｘぐｘごうう おｘざうかす.
ｈぃえがおぃかあけぃお くがこぎｘかうぐず ｚくぃ ぐぎｘかくきがぎぐう‐
ぎがｚがさかすぃ きぎうくきがくがｙぉぃかうそ あぉそ ぐがぁが, さぐが‐
ｙす うこ おがいかが ｙすぉが くかがｚｘ うくきがぉずぅがｚｘぐず ｚ
くぉけさｘぃ かがｚがぇ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえう おｘざうかす.
1. ｇがくぉぃ くかそぐうそ ｚくぃぇ けきｘえがｚえう きがぉがいう‐

ぐぃ おｘざうかけ かｘ ぅｘあかぜぜ きｘかぃぉず, さぐがｙす
ｚすかけぐず きがぉうくぐうぎがぉがｚけぜ きぎがえぉｘあえけ うぅ
ぃぃ がくかがｚｘかうそ.

2. ｆぐくがぃあうかうぐぃ ざかけぎ きうぐｘかうそ, かｘぉうｚ‐
かがぇ う くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁう がぐ ぎｘぅじぃおがｚ かｘ
ぅｘあかぃぇ きｘかぃぉう くぐうぎｘぉずかがぇ おｘざうかす.

3. Ｔすｚうかぐうぐぃ ぐぎう ｙがぉぐｘ.

4. Ｔすかずぐぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ きぉｘくぐおｘく‐
くがｚすぃ ざｘぇｙす.
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5. Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚ おｘぉぃかずえがぃ ｚぃぎこかぃぃ う ｚ
あｚｘ ｙがぉずざうぃ がぐｚぃぎくぐうそ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぃ きぉｘくぐうえがｚすぃ ぅｘぁぉけざえう, かｘ‐
こがあそしうぃくそ ｚ があかがお きｘえぃぐぃ く ぎけえがｚがあ‐
くぐｚがお きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ｋくぐｘかがｚうぐぃ おｘざうかけ かｘ ぎがｚかすぇ ぐｚぃぎあすぇ
きがぉ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが えがｚぎす, あがぎがいえう う
ぐ.あ. かぃ きぎぃきそぐくぐｚけぜぐ ごうぎえけぉそごうう ｚがぅあけこｘ
ｚがえぎけぁ おｘざうかす. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おｘざうかｘ
かぃ えｘくｘぃぐくそ くぐぃか うぉう あぎけぁうこ えけこがかかすこ
きぎうｙがぎがｚ. Ｔすぎがｚかそぇぐぃ おｘざうかけ, きがあかう‐
おｘそ うぉう がきけくえｘそ かがいえう. ｅがいえう おがぁけぐ ぎぃ‐
ぁけぉうぎがｚｘぐずくそ く ぐぎけあがお, ぐ.え. かｘ かうこ けくぐｘ‐
かがｚぉぃかす くｘおがぅｘぐそぁうｚｘぜしうぃくそ ぁｘぇえう, があ‐
かｘえが Ｔす ＶｆｃＸｅｓ がぐぎぃぁけぉうぎがｚｘぐず うこ
ｚすくがぐけ ぐｘえ, さぐがｙす おｘざうかｘ くぐがそぉｘ ぎがｚかが
う けくぐがぇさうｚが. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎが‐
ｚぃぎずぐぃ ぐがさかがくぐず ｚすぎｘｚかうｚｘかうそ く きが‐
おがしずぜ くきうぎぐがｚがぁが けぎがｚかそ. ｅぃがｙこがあう‐

おすぃ ぎぃぁけぉうぎがｚえう おがいかが ｚすきがぉかそぐず く きが‐
おがしずぜ ぁｘぃさかがぁが えぉぜさｘ. ｊしｘぐぃぉずかがぃ ｚす‐
ぎｘｚかうｚｘかうぃ きぎぃあがぐｚぎｘしｘぃぐ ｚうｙぎｘごうぜ,
ざけお う きぃぎぃおぃしぃかうぃ おｘざうかす ｚが ｚぎぃおそ
ぎｘｙがぐす.

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ! ｅうえがぁあｘ かぃ
きがあえぉｘあすｚｘぇぐぃ えｘぎぐがか, えけくえう あぃぎぃｚｘ
うぉう きがあがｙかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす あぉそ
えがおきぃかくｘごうう かぃぎがｚかがくぐぃぇ きがぉｘ.

ｇがあくがぃあうかぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ! Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ
くぉぃあけぃぐ きがあくがぃあうかそぐず え えぎｘかけ
きがあｘさう こがぉがあかがぇ ｚがあす.

1. ｇがあくがぃあうかうぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさう ｚがあす え
ｚがあがきぎがｚがあかがおけ えぎｘかけ く ぎぃぅずｙがぇ
3/4". Ｔくぃぁあｘ うくきがぉずぅけぇぐぃ ざぉｘかぁ, きが‐
くぐｘｚぉそぃおすぇ ｚおぃくぐぃ くが くぐうぎｘぉずかがぇ
おｘざうかがぇ.
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ＴＲＸｅｆ! ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ
きがあえぉぜさぃかうそ え ｚがあがきぎがｚがあけ ざぉｘかぁ がぐ
くぐｘぎがぇ おｘざうかす.
2. Ｖぎけぁがぇ えがかぃご かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ, きがあ‐

くがぃあうかぃかかすぇ え おｘざうかぃ, おがいぃぐ ｙすぐず
ぎｘぅｚぃぎかけぐ ｚ ぉぜｙがお かｘきぎｘｚぉぃかうう, えｘえ
きがえｘぅｘかが かｘ ぎうくけかえぃ.
ｅぃ ぎｘぅおぃしｘぇぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かういぃ
おｘざうかす.
ｈｘぅｚぃぎかうぐぃ ざぉｘかぁ ｚぉぃｚが うぉう ｚきぎｘｚが
ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ぎｘくきがぉがいぃかうそ ｚが‐
あがきぎがｚがあかがぁが えぎｘかｘ がぐかがくうぐぃぉずかが
おｘざうかす.

3. ｆぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ きがぉがいぃかうぃ ざぉｘかぁｘ,
がくぉｘｙうｚ ぅｘいうおかけぜ ぁｘぇえけ. ｆぐぎぃぁけぉう‐
ぎがｚｘｚ きがぉがいぃかうぃ ざぉｘかぁｘ, かぃ ぅｘｙけあず‐
ぐぃ きぉがぐかが ぅｘぐそかけぐず ぅｘいうおかけぜ ぁｘぇえけ
あぉそ きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうそ けぐぃさぃえ.

ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃ きがあぉぃいうぐ けあぉうかぃ‐
かうぜ. Ｗくぉう がか くぉうざえがお えがぎがぐえうぇ, ｘ Ｔす かぃ
こがぐうぐぃ きぃぎぃおぃしｘぐず ｚがあがきぎがｚがあかすぇ
えぎｘか, きぎうあぃぐくそ えけきうぐず かがｚすぇ, ｙがぉぃぃ
あぉうかかすぇ ざぉｘかぁ, くきぃごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅかｘ‐
さぃかかすぇ あぉそ あｘかかがぇ ごぃぉう.
ＴＲＸｅｆ! ｇぃぎぃあ きがあくがぃあうかぃかうぃお
おｘざうかす え かがｚがぇ ｚがあがきぎがｚがあかがぇ ぐぎけｙぃ
うぉう え ぐぎけｙぃ, かぃ うくきがぉずぅがｚｘｚざぃぇくそ ｚ
ぐぃさぃかうぃ がきぎぃあぃぉぃかかがぁが ｚぎぃおぃかう,
くきけくぐうぐぃ あがくぐｘぐがさかがぃ えがぉうさぃくぐｚが ｚがあす
あぉそ ぐがぁが, さぐがｙす けあｘぉうぐず ぅｘぁぎそぅかぃかうそ,
えがぐがぎすぃ おがぁけぐ くがｙうぎｘぐずくそ ｚ ぐぎけｙｘこ.

ｉぉうｚ ｚがあす
ｂがかぃご くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ おがいかが けくぐｘかｘｚ‐
ぉうｚｘぐず ぐぎぃおそ くきがくがｙｘおう.
• ｇがあｚぃくうｚ かｘあ えぎｘぃお ぎｘえがｚうかす く きが‐

おがしずぜ きぉｘくぐおｘくくがｚがぇ かｘきぎｘｚぉそぜ‐
しぃぇ, ｚこがあそしぃぇ ｚ えがおきぉぃえぐ きがくぐｘｚえう
おｘざうかす. Ｔ せぐがお くぉけさｘぃ けあがくぐがｚぃぎず‐
ぐぃくず, さぐが ざぉｘかぁ かぃ くがくえがさうぐ ｚが ｚぎぃおそ
くぉうｚｘ ｚがあす. Ｖぉそ せぐがぁが ざぉｘかぁ おがいかが
きぎうｚそぅｘぐず え えぎｘかけ えけくえがお ｙぃさぃｚえう うぉう
きぎうえぎぃきうぐず え くぐぃかぃ.

• ｇがあくがぃあうかうｚ え きｘぐぎけｙえけ くぉうｚかがぇ ぐぎけ‐
ｙす ぎｘえがｚうかす. ｕぐがぐ きｘぐぎけｙがえ あがぉいぃか
かｘこがあうぐずくそ かｘあ くうげがかがお ぎｘえがｚうかす く
ぐぃお, さぐがｙす ｚすくがぐｘ おぃくぐｘ くぁうｙｘ ざぉｘかぁｘ
がぐ きがぉｘ くがくぐｘｚぉそぉｘ かぃ おぃかぃぃ 60 くお.

• ｇがあくがぃあうかうｚ かぃきがくぎぃあくぐｚぃかかが え くぉうｚ‐
かがぇ ぐぎけｙぃ かｘ ｚすくがぐぃ かぃ おぃかぃぃ 60 くお,
かが かぃ ｙがぉぃぃ 90 くお. ｂがかぃご くぉうｚかがぁが
ざぉｘかぁｘ ｚくぃぁあｘ あがぉいぃか ｚぃかぐうぉうぎがｚｘぐず‐
くそ, ぐ.ぃ. ｚかけぐぎぃかかうぇ あうｘおぃぐぎ くぉうｚかがぇ
ぐぎけｙす あがぉいぃか ｙすぐず ざうぎぃ ｚかぃざかぃぁが
あうｘおぃぐぎｘ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ. ｉぉうｚかがぇ
ざぉｘかぁ かぃ あがぉいぃか うおぃぐず きぃぎぃぁうｙがｚ.
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ｄｘえくうおｘぉずかｘそ あぉうかｘ くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ かぃ あがぉいかｘ ｙすぐず ｙがぉぃぃ 4 おぃぐぎがｚ. Ｖがきがぉかう‐
ぐぃぉずかすぇ くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ う くがぃあうかうぐぃぉずかすぇ せぉぃおぃかぐ おがいかが きぎうがｙぎぃくぐう ｚ ｘｚぐがぎう‐
ぅがｚｘかかがお くぃぎｚうくかがお ごぃかぐぎぃ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
Ｚかげがぎおｘごうそ きが せぉぃえぐぎうさぃくえがおけ きがあ‐
えぉぜさぃかうぜ きぎぃあくぐｘｚぉぃかｘ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ
ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ, ぎｘくきがぉがいぃかかがぇ かｘ
ｚかけぐぎぃかかぃぇ くぐがぎがかぃ あｚぃぎごす おｘざうかす.
ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが せぉぃえぐぎうさぃくえｘそ くぃぐず け Ｔｘく
あがおｘ ｚ くがくぐがそかうう ｚすあぃぎいｘぐず おｘえくう‐
おｘぉずかけぜ おがしかがくぐず, きがぐぎぃｙぉそぃおけぜ おｘ‐
ざうかがぇ, きぎう せぐがお くぉぃあけぃぐ けさぃくぐず う あぎけぁうぃ
せえくきぉけｘぐうぎけぃおすぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎす.

Ｔえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ ｚ ぅｘぅぃおぉぃかかけぜ
ぎがぅぃぐえけ.
Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ えｘえがぇ-ぉうｙが
がぐｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ けしぃぎｙ うぉう

ぐぎｘｚおす, きぎうさうかぃかかすぃ ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ
かぃくがｙぉぜあぃかうそ ｚすざぃきぎうｚぃあぃかかすこ
けえｘぅｘかうぇ きが ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
ｇがくぉぃ けくぐｘかがｚえう おｘざうかす え ざかけぎけ
きうぐｘかうそ あがぉいぃか うおぃぐずくそ くｚがｙがあかすぇ
あがくぐけき.
Ｔ くぉけさｘぃ かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかす
ざかけぎｘ きうぐｘかうそ, がかｘ あがぉいかｘ ｙすぐず
ｚすきがぉかぃかｘ ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかすお
くぃぎｚうくかすお ごぃかぐぎがお.

ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが
けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ きがあぉぃいうぐ
けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ.
Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう
せぉぃえぐぎがかかがぁが う せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ
あぉそ きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう.
ｉがｙぉぜあｘそ きぎｘｚうぉｘ けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ,
Ｔす きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず
きぎうさうかぃかうぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う
ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ きがぐぃかごうｘぉずかがぁが
けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお
くぉけさｘぃ, ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが
がｙぎｘしぃかうそ く きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ
ｙがぉぃぃ きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ
けぐうぉうぅｘごうう せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ

がｙぎｘしｘぐずくそ え おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ
くぉけいｙけ きが ｚすｚがぅけ う けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ
うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう
うぅあぃぉうぃ.
ｋきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす
ｄｘぐぃぎうｘぉす, きがおぃさぃかかすぃ くうおｚがぉがお  ,
きぎうぁがあかす あぉそ きがｚぐがぎかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐえう.
>МБЇ=きがぉうせぐうぉぃか
>МПЇ=きがぉうくぐうぎがぉ
>ММЇ=きがぉうきぎがきうぉぃか
ｕぐが がぅかｘさｘぃぐ, さぐが がかう おがぁけぐ ｙすぐず きがあ‐
ｚぃぎぁかけぐす ｚぐがぎうさかがぇ きぃぎぃぎｘｙがぐえぃ きぎう けく‐
ぉがｚうう, さぐが きぎう うこ けぐうぉうぅｘごうう がかう ｙけあけぐ
きがおぃしぃかす ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ えがかぐぃぇかぃぎす
あぉそ くｙがぎｘ ぐｘえうこ がぐこがあがｚ.
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ｕえがぉがぁうさぃくえうぃ ぎぃえがおぃかあｘごうう
Ｖぉそ せえがかがおうう ｚがあす, せかぃぎぁうう う く ごぃぉずぜ
ｙぃぎぃいかがぁが がぐかがざぃかうそ え がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあぃ きぎうあぃぎいうｚｘぇぐぃくず くぉぃあけぜしうこ ぎぃ‐
えがおぃかあｘごうぇ:
• Ｓぃぉずぃ がｙすさかがぇ くぐぃきぃかう ぅｘぁぎそぅかぃかかが‐

くぐう おがいかが くぐうぎｘぐず ｙぃぅ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かがぇ くぐうぎえう あぉそ せえがかがおうう おがぜしうこ
くぎぃあくぐｚ, ｚがあす う ｚぎぃおぃかう (せぐが がぅかｘさｘぃぐ
う おぃかずざぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうぃ がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあす!).

• ｅｘうｙがぉぃぃ せえがかがおうさかが おｘざうかｘ ぎｘｙが‐
ぐｘぃぐ きぎう きがぉかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ.

• ｇぎう あがぉいかがぇ がｙぎｘｙがぐえぃ きそぐかｘ う かぃ‐
ｙがぉずざうぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ おがぁけぐ ｙすぐず けあｘ‐
ぉぃかす きぃぎぃあ くぐうぎえがぇІ ぐがぁあｘ ｙぃぉずぃ おがい‐
かが くぐうぎｘぐず きぎう ｙがぉぃぃ かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎぃ.

• ｆぐおぃぎそぇぐぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが ｚ ぅｘｚう‐
くうおがくぐう がぐ いぃくぐえがくぐう ｚがあす, くぐぃきぃかう
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう う えがぉうさぃくぐｚｘ くぐうぎｘぃ‐
おがぁが ｙぃぉずそ.
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 ｄがいぃ ぅおっかうぐうくそ ｙぃぅ がきがｚっしぃかかそ

 Ｉかげがぎおｘごっそ ぅ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう
Ｔｘいぉうｚが! ｋｚｘいかが きぎがさうぐｘぇぐぃ っ
ぅｙぃぎっぁｘぇぐぃ ごぜ っかくぐぎけえごっぜ あぉそ ぅｚぃぎぐｘかかそ
あが かぃつ ｚ おｘぇｙけぐかずがおけ.
• Ｙ きがぁぉそあけ ｙぃぅきぃえう きぎうあｙｘかうぇ ｚｘおう

きぎうぉｘあ ｚっあきがｚっあｘє ぁｘぉけぅぃｚうお くぐｘかあｘぎ‐
ぐｘお ぐｘ ぅｘえがかがあｘｚさうお ｚうおがぁｘお しがあが
ｙぃぅきぃえう きがｙけぐがｚうこ きぎうぉｘあっｚ. ｆあかｘえ そえ
ｚうぎがｙかうえう おう ｚｚｘいｘєおが くｚがつお がｙがｚ'そぅ‐
えがお かｘあｘぐう あぃそえっ ぎぃえがおぃかあｘごっつ ぅ ぐぃこかっ‐
えう ｙぃぅきぃえう.

• Ｖけいぃ ｚｘいぉうｚが ぅｙぃぎぃぁぐう ごぜ っかくぐぎけえごっぜ,
しがｙ おがいかｘ ｙけぉが ｚ おｘぇｙけぐかずがおけ ぅｚぃぎ‐
ぐｘぐうくそ あが かぃつ. ｗえしが きぎうぉｘあ ｙけあぃ きぎが‐
あｘかうぇ さう きぃぎぃあｘかうぇ っかざっぇ がくがｙっ ｘｙが そえ‐
しが ｚう きぃぎぃつあぃぐぃ かｘ っかざぃ おっくごぃ, ぅｘぉう‐
ざうｚざう おｘざうかけ, かぃがあおっかかが きがあｙｘぇぐぃ
きぎが ぐぃ, しがｙ きぃぎぃあｘぐう ごぜ えかういえけ ぎｘぅがお
っぅ きぎうぉｘあがお, ｘｙう かがｚうぇ ｚぉｘくかうえ おっぁ あっぅ‐
かｘぐうくそ, そえ げけかえごっがかけє おｘざうかｘ, っ がぅ‐
かｘぇがおうぐうくそ ぅ ｚっあきがｚっあかうおう ぅｘくぐぃぎぃ‐
いぃかかそおう.

• Ｔう ｇｆＴＺｅｅＩ けｚｘいかが きぎがさうぐｘぐう っか‐
くぐぎけえごっぜ, きぃぎざ かっい ｚくぐｘかがｚぉぜｚｘぐう おｘ‐
ざうかけ っ きがさうかｘぐう かぃぜ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ.

• ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくえｘぐう おｘざうかけ ｚ きぃぎざうぇ
ぎｘぅ, きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう かぃ ｙけぉｘ ｚがかｘ けざえがあ‐
いぃかｘ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘかかそ. ｅっえがぉう
かぃ きっあ'єあかけぇぐぃ けざえがあいぃかけ おｘざうかけ あが
おぃぎぃいっ. ｗえしが しがくず ｙけぉが けざえがあいぃかぃ,
ぅｚぃぎかっぐずくそ あが きがくぐｘさｘぉずかうえｘ.

• ｗえしが おｘざうかけ きぎうあｙｘぉう ｚぅうおえけ, えがぉう
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かういさぃ かけぉそ: ｇぃぎざ かっい きが‐
さうかｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ おｘざうかがぜ, あｘぇ‐
ぐぃ つぇ きがくぐがそぐう きぎう えっおかｘぐかっぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎっ ｚきぎがあがｚい 24 ぁがあうか.

Ｙｘぁｘぉずかっ きぎｘｚうぉｘ ｙぃぅきぃえう
• Ｙおっかぜｚｘぐう ぐぃこかっさかっ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう

ｘｙが かｘおｘぁｘぐうくそ ｚかぃくぐう ｙけあず-そえっ おがあう‐
げっえｘごっつ け ごぃぇ きぎうぉｘあ かぃｙぃぅきぃさかが.

• ｇっあ さｘく きぎｘかかそ きぎう ｚうくがえうこ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘこ くえぉが かｘ あｚぃぎごそぐｘこ おがいぃ かｘぁぎっｚｘ‐
ぐうくそ. ｅぃ ぐがぎえｘぇぐぃくそ ぇがぁが!

• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ｚ ｙｘぎｘｙｘか かぃ ぅｘ‐
ぉっぅぉｘ おｘぉぃかずえｘ ぐｚｘぎうかｘ. ｑがｙ けかうえかけぐう
ごずがぁが, きぃぎぃｚっぎそぇぐぃ ｙｘぎｘｙｘか きぃぎぃあ ｚう‐
えがぎうくぐｘかかそお.

• Ｓけあず-そえっ きぎぃあおぃぐう, ぐｘえっ そえ おがかぃぐう, ｘか‐
ぁぉっぇくずえっ ｙけぉｘｚえう, ごｚそこう, ぁｚうかぐうえう, えｘ‐
おっかごっ ｘｙが ｙけあず-そえっ っかざっ ぐｚぃぎあっ, ぁがくぐぎっ
きぎぃあおぃぐう おがいけぐず くきぎうさうかうぐう ぅかｘさかっ
けざえがあいぃかかそ. ｅぃがｙこっあかが くぐぃいうぐう, しがｙ
ｚがかう かぃ きがぐぎｘきぉそぉう ｚ おｘざうかけ.

• ｏっぐえが あがぐぎうおけぇぐぃくそ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ しが‐
あが えっぉずえがくぐっ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｘｙが
きがお'そえざけｚｘさｘ. ｇぃぎぃｚうしぃかかそ ぎぃえがおぃか‐
あがｚｘかうこ あがぅ おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが きがざ‐
えがあいぃかかそ ぐえｘかうかう. ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ, そえけ
えっぉずえっくぐず きがぎがざえけ くぉっあ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう,
ぅｚぃぎかっぐずくそ あが ぎぃえがおぃかあｘごっぇ ｚうぎがｙかう‐
えｘ.

• ｄｘぉぃかずえっ きぎぃあおぃぐう, ぐｘえっ そえ ざえｘぎきぃぐえう,
おぃぎぃいうｚが, ぎぃおぃかっ (そえっ おがいかｘ きぎｘぐう) ぐが‐
しが きぃぎっぐず け くきぃごっｘぉずかっぇ くっぐごっ ｘｙが かｘｚが‐
ぉがさごっ, ｙが ぐｘえっ きぎぃあおぃぐう おがいけぐず がきうかう‐
ぐうくそ おっい ｙｘえがお ぐｘ ｚかけぐぎっざかっお ｙｘぎｘｙｘ‐
かがお.

• ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎｘぉずかがぜ おｘざうかがぜ
あぉそ きぎｘかかそ えがぎくぃぐかうこ ｚうぎがｙっｚ ぅ えうぐが‐
ｚうお ｚけくがお, かぃきっあぎけｙぉぃかうこ ｘｙが ぎがぅっぎｚｘ‐
かうこ ｚうぎがｙっｚ.
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• Ｙｘｚいあう ｚうぇおｘぇぐぃ ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう ぐｘ
きぃぎぃえぎうｚｘぇぐぃ ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ きが ぅｘ‐
えっかさぃかかっ きぎｘかかそ, きぎう さうしぃかかっ おｘざうかう
ぐｘ あがぁぉそあっ ぅｘ かぃぜ.

• Ｙｘ いがあかうこ がｙくぐｘｚうか かぃ かｘおｘぁｘぇぐぃくそ ｚっ‐
あぎぃおがかぐけｚｘぐう おｘざうかけ くｘおがくぐっぇかが. ｈぃ‐
おがかぐ, ｚうえがかｘかうぇ かぃあがくｚっあさぃかうおう がくが‐
ｙｘおう, おがいぃ きぎうぅｚぃくぐう あが ぐぎｘｚお っ くぃ‐
ぎぇがぅかうこ きがぉがおがえ. Ｙｚぃぎぐｘぇぐぃくそ ｚ おっく‐
ごぃｚうぇ ごぃかぐぎ ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘか‐
かそ. Ｙｘｚいあう かｘきがぉそぁｘぇぐぃ かｘ ぐがおけ, しがｙ
ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぉうくそ ぉうざぃ がぎうぁっかｘぉずかっ
ぅｘきｘくかっ さｘくぐうかう.

Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ
• ｎぃぇ きぎうぉｘあ ｚｘいえうぇ. ｇぃぎぃくけｚｘぐう ぇがぁが

くぉっあ がｙぃぎぃいかが.
• ｈがぅきｘえがｚけぜさう きぎうぉｘあ, きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう

かぃ きがざえがあいぃかうぇ ｚっか. Ｙｘ かｘそｚかがくぐっ くけお‐
かっｚっｚ かぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ かうお っ ぅｚぃぎかっぐずくそ
け ｎぃかぐぎ ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

• ｇぃぎざ かっい きがさうかｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ おｘ‐
ざうかがぜ, かぃがｙこっあかが ｚうあｘぉうぐう ｚくっ きｘえけ‐
ｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう ぐｘ ぁｚうかぐう, そえっ ｙけぉう
ｚくぐｘｚぉぃかっ かｘ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけｚｘかかそ. ｗえ‐
しが ごずがぁが かぃ ぅぎがｙうぐう, ｚうかうえｘє ぎうぅうえ くぃ‐
ぎぇがぅかうこ きがざえがあいぃかず きぎうぉｘあけ ぐｘ おｘぇ‐
かｘ. ｆぅかｘぇがおぐぃくそ ぅ ｚっあきがｚっあかうお ぎがぅあっ‐
ぉがお っかくぐぎけえごっつ.

• Ｔくぐｘかがｚうｚざう きぎうぉｘあ, きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ｚっか かぃ くぐがつぐず かｘ ざぉｘかぁｘこ あぉそ ｚがあう
ぐｘ ぅぉうｚけ, ｘ ぎがｙがさｘ きがｚぃぎこかそ かぃ きぎうぐう‐
くえｘє ぃぉぃえぐぎうさかうぇ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ あが
くぐっかう.

• ｗえしが おｘざうかｘ くぐがつぐず かｘ きっあぉがぅっ, ｚえぎうぐっぇ
えうぉうおがお, ｚっあえがぎうぁけぇぐぃ つつ ｚうくがぐけ, しがｙ
ぅｘｙぃぅきぃさうぐう ｚっぉずかけ ごうぎえけぉそごっぜ きがｚっぐ‐
ぎそ.

• ｇっくぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ かぃがあおっかかが きぃぎぃ‐
えがかｘぇぐぃくそ, しが ぅっ ざぉｘかぁっｚ ぐｘ ｚ おっくごそこ つこ
きっあ'єあかｘかかそ あが おｘざうかう かぃ きっあぐっえｘє ｚが‐
あｘ.

• ｗえしが おｘざうかｘ ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ ｚ おっくごっ, あぃ
おがいぉうｚうぇ おがぎがぅ, ｙけあず ぉｘくえｘ, きぎがさう‐
ぐｘぇぐぃ ぎがぅあっぉ "ｅぃｙぃぅきぃえｘ あっつ おがぎがぅけ".

• Ｓけあず-そえっ くｘかぐぃこかっさかっ ぎがｙがぐう, そえっ かぃがｙ‐
こっあかが ｚうえがかｘぐう, しがｙ ｚくぐｘかがｚうぐう ごぃぇ
きぎうぉｘあ, おｘぜぐず ｚうえがかけｚｘぐうくそ えｚｘぉっげっ‐
えがｚｘかうお くｘかぐぃこかっえがお ｘｙが っかざがぜ えがお‐
きぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

• Ｓけあず-そえっ ぃぉぃえぐぎがぐぃこかっさかっ ぎがｙがぐう, そえっ
かぃがｙこっあかが ｚうえがかｘぐう あぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ
ごずがぁが きぎうぉｘあけ, おｘぜぐず ｚうえがかけｚｘぐうくそ

えｚｘぉっげっえがｚｘかうお ぃぉぃえぐぎうえがお ｘｙが っかざがぜ
えがおきぃぐぃかぐかがぜ がくがｙがぜ.

Ｗえくきぉけｘぐｘごっそ
• ｎぃぇ きぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ ぅｘくぐがくけ‐

ｚｘかかそ け あがおｘざかっこ けおがｚｘこ. ａがぁが かぃ くぉっあ
ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう あぉそ ごっぉぃぇ, あぉそ そえうこ
ｚっか かぃ きぎうぅかｘさぃかうぇ.

• ｇぃぎっぐず ｚうぎがｙう ぉうざぃ ぅ おｘぐぃぎっｘぉっｚ, きぎう‐
ぅかｘさぃかうこ あぉそ おｘざうかかがぁが きぎｘかかそ. Ｖが‐
ぐぎうおけぇぐぃくそ ｚえｘぅっｚがえ かｘ ぃぐうえぃぐえｘこ あが
えがいかがぁが ｚうぎがｙけ.

• ｅぃ ぅｘｚｘかぐｘいけぇぐぃ ｚ おｘざうかけ かｘあぐが ｙｘ‐
ぁｘぐが ｙっぉうぅかう. Ｖうｚ. ｊｘｙぉうごぜ きぎがぁぎｘお
きぎｘかかそ.

• ｇぃぎざ かっい きがさうかｘぐう きぎｘかかそ, ｚうｚっぉずかっぐず
けくっ えうざぃかっ, ぅｘくぐっｙかっぐず けくっ ґけあぅうえう ぐｘ
"ｙぉうくえｘｚえう". ｉぐｘぎｘぇぐぃくそ かぃ きぎｘぐう ｚ
おｘざうかっ ぅかがざぃかうぇ ｘｙが ぎｚｘかうぇ があそぁ.
ｇぃぎざ かっい きぎｘぐう, がｙぎがｙっぐず きぉそおう ｚっあ
げｘぎｙう, さがぎかうぉｘ, っぎいっ, ぐぎｘｚう. Ｓぜくぐぁｘぉず‐
ぐぃぎう かｘ えっくぐがさえｘこ ぅ あぎがぐけ ｅＷ ｄｆＸｅＲ
きぎｘぐう ｚ おｘざうかっ.

• ｆあそぁ, そえうぇ きぃぎぃｙけｚｘｚ け えがかぐｘえぐっ ぅ ぉぃぐ‐
えうおう ぎぃさがｚうかｘおう ぅ かｘげぐう, かぃ くぉっあ きぎｘ‐
ぐう ｚ おｘざうかっ. ｗえしが ぅｘくぐがくがｚけぜぐずくそ
ぉぃぐえっ ぎっあうかう あぉそ さうしぃかかそ, くぉっあ きがあｙｘ‐
ぐう きぎが ぐぃ, しがｙ ぎっあうかｘ ｙけぉｘ ｚうあｘぉぃかｘ ぅ
があそぁけ, きぃぎざ かっい ｚっか ｙけあぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかうぇ
け おｘざうかけ.

• Ｔうぇおｘぜさう ざぐぃきくぃぉず っぅ ぎがぅぃぐえう, かっえがぉう
かぃ ぐそぁかっぐず ぅｘ えｘｙぃぉずІ ぅｘｚいあう ぐぎうおｘぇぐぃ
くｘお ざぐぃきくぃぉず.

• ｅっえがぉう かぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎｘぉずかがぜ おｘ‐
ざうかがぜ きぎう きがざえがあいぃかかっ えｘｙぃぉぜ ぃぉぃえ‐
ぐぎがいうｚぉぃかかそ, きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ, ぎがｙが‐
さがつ きがｚぃぎこかっ ｘｙが がくかがｚう (ｚかｘくぉっあがえ さが‐
ぁが ｚっあえぎうｚくそ あがくぐけき あが くぃぎぃあうかう
きぎｘぉずかがつ おｘざうかう).

Ｓぃぅきぃえｘ あっぐぃぇ
• ｎぃぇ きぎうぉｘあ かぃ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ ぃえく‐

きぉけｘぐｘごっつ がくがｙｘおう (ぅがえぎぃおｘ, あっぐずおう) ぅ
がｙおぃいぃかうおう げっぅうさかうおう さう ぎがぅけおがｚう‐
おう おがいぉうｚがくぐそおう ｘｙが がくがｙｘおう, そえっ かぃ
おｘぜぐず ｚっあきがｚっあかがぁが あがくｚっあけ ぐｘ ぅかｘかず.
ｇっあ さｘく えがぎうくぐけｚｘかかそ きぎうぉｘあがお ぐｘえっ
がくがｙう おｘぜぐず きぃぎぃｙけｚｘぐう きっあ かｘぁぉそあがお
ｘｙが ｚうえがかけｚｘぐう ｚえｘぅっｚえう ｚっあきがｚっあｘぉず‐
かうこ ぅｘ つこかぜ ｙぃぅきぃえけ がくっｙ.

• ｅぃがｙこっあかが かｘぁぉそあｘぐう ぅｘ あっぐずおう, しがｙ
ｚがかう かぃ ぁぎｘぉうくそ ぅ ごうお きぎうぉｘあがお.
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• ｂがおきがかぃかぐう きｘえけｚｘかかそ (かｘきぎうえぉｘあ, きが‐
ぉっぃぐうぉぃかがｚｘ きぉっｚえｘ さう きがぉっくぐうぎがぉ) おが‐
いけぐず ｙけぐう かぃｙぃぅきぃさかうおう あぉそ あっぐぃぇ 届
っくかけє ぎうぅうえ ぅｘあうこかけぐうくそ! Ｙｙぃぎっぁｘぇぐぃ つこ
け かぃあがくぐけきかうこ あぉそ あっぐぃぇ おっくごそこ.

• ｋくっ おうぜさっ ぅｘくがｙう くぉっあ ぅｙぃぎっぁｘぐう ｚ かぃ‐
あがくぐけきかうこ あぉそ あっぐぃぇ おっくごそこ.

•

ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ あっぐそお ｘｙが あがおｘざかっお
ぐｚｘぎうかｘお ぅｘぉっぅｘぐう ｚ ｙｘぎｘｙｘか. ｄｘざうかけ
がくかｘしぃかが くきぃごっｘぉずかうお おぃこｘかっぅおがお,
そえうぇ あがぅｚがぉそє ぅｘきがｙっぁぐう ぅｘおうえｘかかぜ あっ‐
ぐぃぇ ぐｘ あがおｘざかっこ ぐｚｘぎうか け ｙｘぎｘｙｘかっ.
ｑがｙ ぇがぁが ｘえぐうｚけｚｘぐう, きがｚぃぎかっぐず えかがきえけ
(かぃ かｘぐうくえｘぜさう かｘ かぃつ) かｘ ｚかけぐぎっざかずが‐
おけ がｙがあっ あｚぃぎごそぐ ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ
くぐぎっぉえがぜ あが ぁがぎうぅがかぐｘぉずかがぁが きがぉがいぃか‐
かそ きｘぅｘ. Ｖぉそ ごずがぁが おがいかｘ ｚうえがぎうくぐｘぐう
おがかぃぐけ. ｑがｙ あぃｘえぐうｚけｚｘぐう ごぃぇ おぃこｘ‐
かっぅお あぉそ おがいぉうｚがくぐっ ぅｘえぎうｚｘかかそ あｚぃ‐
ぎぃぇ, きがｚぃぎかっぐず えかがきえけ きぎがぐう ぁがあうかかう‐
えがｚがつ くぐぎっぉえう あが ｚぃぎぐうえｘぉずかがぁが きがぉが‐
いぃかかそ きｘぅｘ.

ｆきうく ｚうぎがｙけ
Ｔｘざ かがｚうぇ きぎうぉｘあ ｚっあきがｚっあｘє ｚくっお くけさｘくかうお ｚうおがぁｘお あが ぃげぃえぐうｚかがぁが きぎｘかかそ
ｙっぉうぅかう きぎう かうぅずえがおけ くきがいうｚｘかかっ ｚがあう, ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ ぐｘ きがぎがざえｘ. ｅがｚｘ くうくぐぃおｘ
くきぎうそє きがｚかがおけ ｚうえがぎうくぐｘかかぜ ぅｘえぉｘあぃかがぁが きがぎがざえｘ っ ぅおぃかざけє くきがいうｚｘかかそ ｚが‐
あう, しが くきぎうそє ぅｘがしｘあいぃかかぜ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.

1 2

3

4

5

6

1 Ｖがぅｘぐがぎ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ
2 ｇｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ
3 ｈけさえｘ あぉそ ｚっあえぎうｚｘかかそ あｚぃぎごそぐ

4 ｊｘｙぉうさえｘ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう
5 Ｙぉうｚかｘ きがおきｘ
6 ｅっいえｘ ぎぃぁけぉずがｚｘかがつ ｚうくがぐう
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Ｖがぅｘぐがぎ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ
 Ｔっああっぉぃかかそ あぉそ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, そえうぇ

ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ きっあ さｘく げｘぅう きがきぃ‐
ぎぃあかずがぁが きぎｘかかそ ｘｙが ぅｘおがさけｚｘかかそ, さう
あぉそ きぉそおがｚうｚっあかうえｘ, しが ぅｘくぐがくがｚけєぐずくそ
きっあ さｘく げｘぅう ｚうｚぃあぃかかそ きぉそお (そえしが ぐｘえｘ
є). ｇがぎがざがえ あぉそ げｘぅう きがきぃぎぃあかずがぁが
きぎｘかかそ ぐｘ ぅｘおがさけｚｘかかそ あがあｘєぐずくそ あが きが‐
さｘぐえけ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう きぎｘかかそ. ｇぉそ‐
おがｚうｚっあかうえ あがあｘєぐずくそ きっあ さｘく げｘぅう ｚう‐
ｚぃあぃかかそ きぉそお.

 Ｔっああっぉぃかかそ あぉそ きがぎがざえけ ｘｙが ぎっあえがぁが
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, そえうぇ ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ
あぉそ がくかがｚかがぁが きぎｘかかそ. ｇぎう ｚうえがぎうくぐｘかかっ
ぎっあえがぁが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ぇがぁが
ｙぃぅきがくぃぎぃあかずが きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘ‐
おう.

 Ｔっああっぉぃかかそ あぉそ ぎっあえうこ あがｙｘｚがえ
(きがお'そえざけｚｘさｘ, きっあえぎがこおｘぉぜｚｘさｘ).
Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ
しがあが えっぉずえがくぐっ ぅｘくがｙけ っ かぃ きぃぎぃｚうしけぇぐぃ
ぎっｚぃかず ぅ きがぅかｘさえがぜ "ｄＲФ" け あがぅｘぐがぎっ
おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ. ｇがお'そえざけｚｘさっ ｘｙが きっあ‐
えぎがこおｘぉぜｚｘさっ かぃがｙこっあかが かｘぉうｚｘぐう あが
ｚっああっぉぃかかそ きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおう
きぎｘかかそ.
ｊｘｙぉうごそ きぎがぁぎｘお
Ｙ きぎうぉｘあがお きがくぐｘさｘぜぐずくそ えｘぎぐがさえう きぎが‐
ぁぎｘお ぎっぅかうおう おがｚｘおう. ｆあかｘ ぅ かうこ ｚおっしぃ‐
かｘ かｘ きぃぎぃあかっぇ くぐがぎがかっ あがぅｘぐがぎｘ おうぜさうこ
ぅｘくがｙっｚ, ｘ っかざっ きぎうえぎっきぉぃかっ あが Ｉかくぐぎけえごっつ.

ｂｘぎぐがさえけ かｘ あがぅｘぐがぎっ おがいかｘ ぉぃぁえが ぅｘおっ‐
かうぐう: ｚうあｘぉっぐず えｘぎぐがさえけ ぅ あがぅｘぐがぎｘ, きが‐
ぐそぁかけｚざう つつ きぎｘｚがぎけさ, っ ｚくぐｘｚぐぃ えｘぎぐがさえけ
かｘ ぐっぇ おがｚっ, そえｘ ｚｘお きがぐぎっｙかｘ (そえしが かｘそｚ‐
かぃ ).
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ｇｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ
ｅういさぃ ぅがｙぎｘいぃかｘ きｘかぃぉず えぃぎけｚｘかかそ. ｅｘ おｘぉぜかえけ きがえｘぅｘかｘ ぎけさえｘ きぃぎぃおうえｘかかそ
きぎがぁぎｘお, ｘ ぐｘえがい えかがきえう ぐｘ あうくきぉぃぇ. ｎうお えかがきえｘお ｚっあきがｚっあｘぜぐず ごうげぎう, ぅかｘさぃかかそ
そえうこ きがそくかぜєぐずくそ かｘ かｘくぐけきかうこ くぐがぎっかえｘこ.

1 2 3 4 5 6 7

1 ｇぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお
2 ｂかがきえｘ ぅおぃかざぃかかそ ざｚうあえがくぐっ ｚっあいう‐

おｘかかそ
3 ｂかがきえｘ ｚうｙがぎけ げけかえごっぇ
4 ｂかがきえｘ あがあｘぐえがｚがぁが きがぉがくえｘかかそ

5 ｂかがきえｘ їｇけくえ/きｘけぅｘ»
6 ｂかがきえｘ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ
7 Ｉかあうえｘぐがぎかっ ぉｘおきがさえう

ｇぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお
Ｖがぅｚがぉそє ｚおうえｘぐう/ｚうおうえｘぐう きぎうぉｘあ ぐｘ/
ｘｙが ｚうｙうぎｘぐう きぎがぁぎｘおけ.
Ｙかういぃかかそ ざｚうあえがくぐっ ｚっあいうおｘかかそ
ｅｘぐうくえｘかかそお ごっєつ えかがきえう おがいかｘ ぅおぃかざう‐
ぐう おｘえくうおｘぉずかけ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ
あぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかがつ きぎがぁぎｘおう さう ｚうｙぎｘぐう
あがくぐけきかっ げけかえごっつ.
Ｓぃぅ ｚっあいうおけ
ｇぎう ｚくぐｘかがｚぉぃかかっ ごっєつ がきごっつ ｚくっ げｘぅう ｚっあ‐
いうおけ かぃ ｚうえがかけｚｘぐうおけぐずくそ, ｘ ぅｘおっかそぐう‐
おけぐずくそ げｘぅｘおう ぅぉうｚｘかかそ ｚがあう - ごぃ あが‐
ぅｚがぉそє ぅｘきがｙっぁぐう けぐｚがぎぃかかぜ ぅおがぎざがえ かｘ
ｙっぉうぅかっ. ｈぃえがおぃかあけєぐずくそ あぉそ かｘあぅｚうさｘぇ‐
かが あぃぉっえｘぐかうこ おｘぐぃぎっｘぉっｚ. ｇぎう ｚうえがかｘかかっ
あぃそえうこ きぎがぁぎｘお きがぉがくえｘかかそ ｚうえがかけｚｘぐう‐
おぃぐずくそ っぅ ぅｘくぐがくけｚｘかかそお ｙっぉずざがつ えっぉずえが‐
くぐっ ｚがあう.
ｇがぉがくえｘかかそ ｙぃぅ ぅぉうｚけ
ｇぎう ｚうｙがぎっ ごっєつ げけかえごっつ ｚがあｘ, しが ｙけぉｘ ぅｘ‐
ぉうぐｘ あぉそ がくぐｘかかずがぁが きがぉがくえｘかかそ, かぃ ぅぉう‐
ｚｘєぐずくそ - け ぐｘえうぇ くきがくっｙ おがいかｘ ぅｘきがｙっぁぐう
けぐｚがぎぃかかぜ ぅおがぎざがえ かｘ ｙっぉうぅかっ. ｇぃぎざ かっい
ｚっあえぎうｚｘぐう あｚぃぎごそぐｘ かぃがｙこっあかが ぅぉうぐう ｚが‐
あけ. ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ, そえ ぅぉうぐう ｚがあけ, あうｚ.

ぎがぅあっぉ "ｇが ぅｘｚぃぎざぃかかっ ｚうえがかｘかかそ きぎが‐
ぁぎｘおう".
ｇがきぃぎぃあかє きぎｘかかそ
ｇぎう ｚうｙがぎっ ごっєつ げけかえごっつ おｘざうかｘ ｚうえがかけє
ごうえぉ きがきぃぎぃあかずがぁが きぎｘかかそ きぃぎぃあ げｘぅがぜ
がくかがｚかがぁが きぎｘかかそ. ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎｘかかそ ｙけ‐
あぃ きぎがあがｚいぃかｘ. ｎそ げけかえごっそ ぎぃえがおぃか‐
あけєぐずくそ あぉそ くうぉずかが ぅｘｙぎけあかぃかがつ ｙっぉうぅかう.
АЭеих
ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎｘかかそ ぅおぃかざうぐずくそ, そえしが かｘ‐
ぐうくかけぐう ごぜ えかがきえけ. Ｔうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ
あぉそ ぅぉぃぁえｘ ぅｘｙぎけあかぃかうこ ぎぃさぃぇ.
ｉけきぃぎ ざｚうあえが
ｂがぎがぐえうぇ ごうえぉ あぉそ かぃ かｘあぐが ぅｘｙぎけあかぃかうこ
ぎぃさぃぇ ｘｙが あぉそ ｙっぉうぅかう, そえけ ぐぎぃｙｘ ぉうざぃ
がくｚっいうぐう. ｈぃえがおぃかあけєおが ぅおぃかざうぐう おｘえ‐
くうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ.
Ｖがあｘぐえがｚぃ きがぉがくえｘかかそ
ｂがかくぐぎけえごっそ ごずがぁが きぎうぉｘあけ あｘє ぅおがぁけ ｚう‐
えがぎうくぐがｚけｚｘぐう おぃかざぃ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.
ｗえしが きがぐぎっｙかが きぎがきがぉがくえｘぐう ｙっぉうぅかけ あが‐
あｘぐえがｚがぜ えっぉずえっくぐぜ ｚがあう (あがあｘぐえがｚぃ きが‐
ぉがくえｘかかそ), ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ごぜ げけかえごっぜ.
Ｓけあぃ ｚうえがかｘかが えっぉずえｘ あがあｘぐえがｚうこ きがぉが‐
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くえｘかず. ｎそ げけかえごっそ ぎぃえがおぃかあがｚｘかｘ あぉそ
ぉぜあぃぇ ぅ ｘぉぃぎぁっєぜ かｘ おうぜさっ ぅｘくがｙう ぐｘ ｚ
ぎぃぁっがかｘこ ぅ お'そえがぜ ｚがあがぜ.
ｂかがきえｘ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"
ｎそ えかがきえｘ あがぅｚがぉそє ぅｘきけくぐうぐう ｘｙが きぃぎぃ‐
ぎｚｘぐう ｚうえがかｘかかそ がｙぎｘかがつ きぎがぁぎｘおう.
Ｔっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ
Ｙｘ あがきがおがぁがぜ ごっєつ えかがきえう ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘ‐
おう おがいかｘ ｚっあえぉｘくぐう かｘ 3, 6 ｘｙが 9 ぁがあうか.
Ｉかあうえｘぐがぎかっ ぉｘおきがさえう

7.1

7.2

7.3

ｇぎう けｚっおえかぃかかっ おｘざうかう ぅｘきｘぉぜぜぐずくそ
がｙうあｚっ っかあうえｘぐがぎかっ ぉｘおきがさえう 7.1 (ｇがきぃ‐
ぎぃあかє きぎｘかかそ/ｇぎｘかかそ) ぐｘ 7.2 (ｇがぉがくえｘか‐
かそ/Ｔっあいうおｘかかそ). ｇっくぉそ かｘぐうくかぃかかそ えかがき‐
えう 5 くｚっぐうぐずくそ ぉうざぃ ぉｘおきがさえｘ, しが ｚっあきが‐
ｚっあｘє きがぐがさかっぇ げｘぅっ.
ｇぎう ｚうｙがぎっ きぎがぁぎｘおう ぅぉうｚけ おがいぃ ぁがぎっぐう
ｙけあず-そえｘ ぉｘおきがさえｘ.
ｇが ぅｘｚぃぎざぃかかっ ｚうえがかｘかかそ ごうえぉけ ぁがぎうぐず
ぉｘおきがさえｘ 7.3 (ｂっかぃごず) っ ぅｘ ｚっあくけぐかがくぐっ け
ｙｘぎｘｙｘかっ ｚがあう あｚぃぎごそぐｘ おがいかｘ ｚっあさうかう‐
ぐう.

ｊｘｙぉうごそ くうおｚがぉっｚ
= Ｓｘｚがｚかｘ = Ｗえがかがおかぃ きぎｘかかそ

= ｍがぉがあかぃ きぎｘかかそ = ｉうかぐぃぐうえｘ

= Ｖぃぉっえｘぐかっ ぐえｘかうかう = ｉきぃごっｘぉずかっ きぎがぁぎｘおう

= Ｔがｚかｘ = ｈけさかぃ きぎｘかかそ

= ｇがぉがくえｘかかそ = Ｙぉうｚ

= Ｔっあいうおｘかかそ = ｄっかっきぎがぁぎｘおｘ

= ｇがぉがくえｘかかそ ｙぃぅ ぅぉうｚけ = Ｓぃぅ ｚっあいうおｘかかそ

= ｌけかえごっつ = ｉけきぃぎざｚうあえが

= ｑがあぃかかぃ きぎｘかかそ = ｇがきぃぎぃあかє きぎｘかかそ

= Ｖがあｘぐえがｚぃ きがぉがくえｘかかそ = ｇけくえ/ｇｘけぅｘ

= ｂっかぃごず ごうえぉけ = ｌｘぅｘ きぎｘかかそ

= Ｔっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ   

ｇぃぎざぃ えがぎうくぐけｚｘかかそ
• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きっあ'єあかｘかかそ あが

くうくぐぃお ぃぉぃえぐぎがいうｚぉぃかかそ ぐｘ ｚがあが‐
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きがくぐｘさｘかかそ ｚうえがかｘかぃ ｚっあきがｚっあかが
あが っかくぐぎけえごっぇ, かｘｚぃあぃかうこ け ぎがぅあっぉっ
їｋくぐｘかがｚえｘ».

• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくず, しが ｙｘぎｘｙｘか きが‐
ぎがいかっぇ.

• ｅｘぉうぇぐぃ 2 ぉっぐぎう ｚがあう け ｚっああっぉぃかかそ
あぉそ がくかがｚかがぁが きぎｘかかそ  あがぅｘぐが‐
ぎｘ, しがｙ ｘえぐうｚっぅけｚｘぐう えぉｘきｘか Ｗｂｆ .
ｇがぐっお ぅｘきけくぐっぐず ごうえぉ あぉそ きぎｘかかそ

ｚうぎがｙっｚ きぎう かｘぇｚうしっぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
ｙぃぅ かｘきがｚかぃかかそ おｘざうかう ｙっぉうぅかがぜ,
しがｙ ｚうあｘぉうぐう ぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ ぐｘ ｙｘえｘ
ｙけあず-そえっ ぅｘぉうざえう ぎぃさがｚうか, そえっ ｚう‐
えがぎうくぐがｚけｚｘぉうくそ け きぎがごぃくっ ｚうぎがｙ‐
かうごぐｚｘ. ｅｘぉうぇぐぃ 1/2 おっぎう おうぜさがぁが
ぅｘくがｙけ け ｚっああっぉぃかかそ あぉそ がくかがｚかがぁが
きぎｘかかそ っ ぅｘきけくぐっぐず おｘざうかけ.

ｑがあぃかかぃ えがぎうくぐけｚｘかかそ
Ｙｘｚｘかぐｘいぃかかそ ｙっぉうぅかう
Ｔっあえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ, がｙぃぎぃいかが きがぐそぁかけｚ‐
ざう ぅｘ ぎけさえけ かｘぅがｚかっ. ｇがえぉｘあっぐず ｙっぉうぅかけ ｚ
ｙｘぎｘｙｘか, きが があかがおけ きぎぃあおぃぐけ, くぐぎそこけぜ‐
さう つこ, しがｙ おｘえくうおｘぉずかが ぎがぅきぎｘｚうぐう. Ｙｘ‐
えぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.

Ｔっあおっぎぜｚｘかかそ きがぎがざえｘ ぐｘ きがお'そえざけｚｘさｘ
Ｔうぐそぁかっぐず あがぅｘぐがぎ そえかｘぇあｘぉっ, きがえう ｚっか かぃ
ぅけきうかうぐずくそ. Ｔっあおっぎそぇぐぃ きがぐぎっｙかけ えっぉず‐
えっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, きがおっくぐっぐず ぇがぁが け
ｚっああっぉぃかかそ あぉそ がくかがｚかがぁが きぎｘかそ  ｘｙが け
ｚっあきがｚっあかぃ ｚっああっぉぃかかそ, そえしが がｙぎｘかｘ きぎが‐
ぁぎｘおｘ / がきごっそ きがぐぎぃｙけє ごずがぁが (あがえぉｘあかっ‐
ざぃ あうｚ. け ぎがぅあっぉっ "Ｖがぅｘぐがぎ きがぎがざえｘ").

ｋ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ かｘぉうぇぐぃ きがお'そえざけｚｘさ
あが ｚっああっぉぃかかそ, きがぅかｘさぃかがぁが  (ぇがぁが えっぉず‐
えっくぐず かぃ きがｚうかかｘ きぃぎぃｚうしけｚｘぐう きがぅかｘさ‐
えけ ЙAФ け あがぅｘぐがぎっ). ｆｙぃぎぃいかが ぅｘえぎうぇぐぃ
あがぅｘぐがぎ.

Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ きがぐぎっｙかがつ きぎがぁぎｘおう ぅｘ
あがきがおがぁがぜ ぎけさえう ｚうｙがぎけ きぎがぁぎｘお (1)
ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお かｘ ｚっあきが‐
ｚっあかけ きぎがぁぎｘおけ. ｇぎｘぉずかｘ おｘざうかｘ ｘｚぐが‐
おｘぐうさかが ｚうｙうぎｘє ぐぃおきぃぎｘぐけぎかうぇ ぎぃいうお
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っ おｘえくうおｘぉずかけ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおけ, きぃぎぃ‐
あｙｘさぃかっ あぉそ ｚうｙぎｘかがつ ｚｘおう きぎがぁぎｘおう. Ｔう
おがいぃぐぃ ぅおっかうぐう ごっ ぅかｘさぃかかそ, きがくぉけぁがｚけぜ‐
さうくず ｚっあきがｚっあかうおう えかがきえｘおう. Ｙぃぉぃかうぇ  っか‐
あうえｘぐがぎ えかがきえう 5 きがさうかｘє ｙぉうおｘぐう.
ｈけさえけ おがいかｘ きがｚぃぎぐｘぐう ｘｙが ぅｘ ぁがあうかかう‐
えがｚがぜ くぐぎっぉえがぜ, ｘｙが きぎがぐう. ｇがくぐｘｚぐぃ
ぎけさえけ ｚ きがぉがいぃかかそ " Л ", しがｙ くえうかけぐう
きぎがぁぎｘおけ ぐｘ/ｘｙが ｚうおえかけぐう おｘざうかけ.
ｇっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう きぃぎぃおうえｘさ
かぃがｙこっあかが きがｚぃぎかけぐう ｚ きがぉがいぃかかそ їЛ»,
しがｙ ｚうえぉぜさうぐう おｘざうかけ.

ｆｙぃぎぃいかが! ｗえしが ｚう きがｚぃぎかぃぐぃ ぎけさえけ
かｘ っかざけ きぎがぁぎｘおけ きっあ さｘく ぎがｙがぐう
おｘざうかう, さぃぎｚがかうぇ  っかあうえｘぐがぎ えかがきえう
5 ｙぉうおかぃ 3 ぎｘぅう, しが ｚえｘぅけє かｘ
きがおうぉえけ ｚうｙがぎけ. ｄｘざうかｘ かぃ
ｚうえがかけｚｘぐうおぃ かがｚけ がｙぎｘかけ
きぎがぁぎｘおけ.

Ｙかういぃかかそ ざｚうあえがくぐっ ｚっあいうおけ ぅｘ
あがきがおがぁがぜ えかがきえう 2
ｇぎう ｚくぐｘかがｚぉぃかかっ きぎがぁぎｘおう きぎうぉｘあ ｘｚ‐
ぐがおｘぐうさかが ぅｘきぎがきがかけє おｘえくうおｘぉずかけ
ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおけ あぉそ あｘかがつ きぎがぁぎｘおう.
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ 2 えっぉずえｘ ぎｘぅっｚ, しがｙ ぅおっ‐
かうぐう ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおけ, そえしが ｚう こがさぃぐぃ,
しがｙ ｚｘざｘ ｙっぉうぅかｘ ｚっあいうおｘぉｘくそ ぅ っかざがぜ
ざｚうあえっくぐぜ. ｇぎう ごずがおけ ぅｘくｚっぐうぐずくそ ｚっあきが‐
ｚっあかうぇ っかあうえｘぐがぎ.
Ｔうｙっぎ かｘそｚかうこ がきごっぇ かｘぐうくえｘかかそお かｘ
えかがきえう 2, 3 ぐｘ 4
Ｙｘぉぃいかが ｚっあ きぎがぁぎｘおう おがいかｘ きがєあかけｚｘぐう
ぎっぅかっ げけかえごっつ. Ｊこ おがいかｘ がｙうぎｘぐう きっくぉそ
ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ かぃがｙこっあかがつ きぎがぁぎｘおう っ あが
ぐがぁが, そえ きぎがぁぎｘおｘ ｙけあぃ ぅｘきけしぃかｘ.
ｂがぉう ごっ えかがきえう かｘぐうくかけぐっ, ｚおうえｘぜぐずくそ ｚっあ‐
きがｚっあかっ っかあうえｘぐがぎう. ｇぎう きがｚぐがぎかがおけ かｘ‐
ぐうくえｘかかっ っかあうえｘぐがぎう ぁｘくかけぐず. ｗえしが ｚう‐
ｙぎｘかｘ かぃきぎｘｚうぉずかｘ げけかえごっそ, っかぐぃぁぎがｚｘ‐
かうぇ さぃぎｚがかうぇ  っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉうおかぃ
3 ぎｘぅう.

ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ, ぅ そえうおう きぎがぁぎｘおｘおう
きぎｘかかそ おがいかｘ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう そえっ
げけかえごっつ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが ぎがぅあっぉけ "ｇぎが‐
ぁぎｘおう きぎｘかかそ".

Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが きけくえけ
きぎがぁぎｘおう ぅｘ あがきがおがぁがぜ えかがきえう 6
ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくえｘぐう きぎがぁぎｘおけ, そえしが ｚう
こがさぃぐぃ ｚっあえぉｘくぐう きけくえ, かｘぐうくかっぐず えっぉずえｘ

ぎｘぅっｚ えかがきえけ 6 , っ ｚ ぐｘえうぇ くきがくっｙ がｙぃぎっぐず
さｘく, かｘ そえうぇ ｚう こがさぃぐぃ ｚっあえぉｘくぐう きけくえ.
ｇぎう ごずがおけ ぅｘくｚっぐうぐずくそ ｚっあきがｚっあかうぇ っかあう‐
えｘぐがぎ.
Ｔう おｘєぐぃ がｙぎｘぐう ごぜ がきごっぜ きっくぉそ ぐがぁが, そえ
ｚくぐｘかがｚうぉう きぎがぁぎｘおけ, っ あが ぐがぁが, そえ ぅｘきけ‐
くぐうぉう きぎがぁぎｘおけ.
Ｔう おがいぃぐぃ くえｘくけｚｘぐう ｘｙが ぅおっかうぐう さｘく ぅｘ‐
ぐぎうおえう きけくえけ きぎがぁぎｘおう ｚ ｙけあず-そえうぇ おが‐
おぃかぐ, きぃぎざ かっい かｘぐうくかぃぐぃ えかがきえけ 5 .
ｗえ ｚくぐｘかがｚうぐう ｚっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ:
1. ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ っ ｚっあきがｚっあかっ げけかえごっつ.
2. Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが きけくえけ

きぎがぁぎｘおう ぅｘ あがきがおがぁがぜ えかがきえう 6 .
3. かｘぐうくかっぐず えかがきえけ  5 :

椴 おｘざうかｘ きがさかぃ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘ‐
くけ ぅ ぁがあうかかうおう っかぐぃぎｚｘぉｘおう.

椴 Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう ぎがぅきがさかぃぐずくそ,
えがぉう がｙぎｘかうぇ さｘく ぅｘぐぎうおえう きけくえけ
ぅｘｚぃぎざうぐずくそ.

ｉえｘくけｚｘかかそ げけかえごっつ ｚっあえぉｘあぃかがぁが きけくえけ
きっくぉそ ぐがぁが, そえ きぎがぁぎｘおｘ きがさｘぉｘ ｚうえがかけ‐
ｚｘぐうくそ:
1. ｇがくぐｘｚぐぃ きぎｘぉずかけ おｘざうかけ ｚ ぎぃいうお

ｇＲｋＹＺ, かｘぐうくかけｚざう えかがきえけ 5 .
2. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ 6 があうか ぎｘぅ, っかあうえｘ‐

ぐがぎ, しが ｚっあきがｚっあｘє がｙぎｘかっぇ ぐぎうｚｘぉがくぐっ
ぅｘぐぎうおえう きけくえけ, ぅぁｘくかぃ.

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ 5 ぅかがｚけ, しがｙ ぅｘきけ‐
くぐうぐう きぎがぁぎｘおけ.

Ｔっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ  かぃ おがいかｘ  ｚうｙぎｘぐう, えが‐
ぉう ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ きぎがぁぎｘおｘ  "Ｙぉうｚ".
Ｔｘいぉうｚが! ｆｙぎｘかけ ぐぎうｚｘぉっくぐず ぅｘぐぎうおえう
きけくえけ おがいかｘ ぅおっかうぐう ぉうざぃ きっくぉそ ぐがぁが,
えがぉう ぅかがｚけ ｙけあぃ がｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおｘ
きぎｘかかそ.
Ｖｚぃぎごそぐｘ ｙけあけぐず ぅｘｙぉがえがｚｘかっ けきぎがあがｚい
けくずがぁが さｘくけ, かｘ そえうぇ ぅｘぐぎうおｘかが くぐｘぎぐ.
ｗえしが ｚｘお きがぐぎっｙかが ｚっあえぎうぐう あｚぃぎごそぐｘ, ｚう
きがｚうかかっ くきぃぎざけ きぃぎぃｚぃくぐう きぎｘぉずかけ おｘ‐
ざうかけ ｚ ぎぃいうお ｇＲｋＹＺ, かｘぐうくかけｚざう えかがき‐
えけ 5 ), ｘ きがぐっお きがさぃえｘぐう えっぉずえｘ こｚうぉうかう.
Ｙｘえぎうｚざう あｚぃぎごそぐｘ, ぅかがｚけ かｘぐうくかっぐず
えかがきえけ 5 .
Ｙｘきけくえ きぎがぁぎｘおう ぅｘ あがきがおがぁがぜ えかがきえう 5
ｑがｙ ぅｘきけくぐうぐう がｙぎｘかけ きぎがぁぎｘおけ, かｘぐうく‐
かっぐず えかがきえけ 5 , ｚっあきがｚっあかうぇ ぅぃぉぃかうぇ っかあう‐
えｘぐがぎ きぃぎぃくぐｘかぃ ｙぉうおｘぐう. Ｉかあうえｘぐがぎう
7.1 ぐｘ 7.2 ぁがぎそぐず, しが ｚえｘぅけє かｘ ぐぃ, しが おｘ‐
ざうかｘ きがさｘぉｘ きぎｘごぜｚｘぐう っ あｚぃぎごそぐｘ ぅｘ‐
ｙぉがえがｚｘかっ.
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ｑがｙ きぃぎぃぎｚｘぐう ｚうえがかｘかかそ きがぐがさかがつ きぎが‐
ぁぎｘおう, かｘぐうくかっぐず えかがきえけ 5 : ｚっあきがｚっあかうぇ
ぅぃぉぃかうぇ っかあうえｘぐがぎ きがさかぃ ｙぉうおｘぐう.
ｑがｙ ぅかがｚけ ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ ぅ ぐがぁが おが‐
おぃかぐけ, かｘ そえがおけ つつ ｚうえがかｘかかそ ｙけぉが きぃぎぃ‐
ぎｚｘかぃ, かｘぐうくかっぐず えかがきえけ 5  ぅかがｚけ . ｗえしが
ｚう がｙぎｘぉう ｚっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ, おｘざうかｘ
ぎがぅきがさかぃ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘくけ.
ｗえしが がｙぎｘかｘ かぃきぎｘｚうぉずかｘ げけかえごっそ さぃぎ‐
ｚがかうぇ  っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉうおかぃ 3 ぎｘぅう.
Ｙおっかｘ がきごっつ ｘｙが きぎがぁぎｘおう, しが
ｚうえがかけєぐずくそ
Ｖが きがさｘぐえけ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう おがいかｘ
ぅおっかうぐう あぃそえっ がきごっつ.
ｇぃぎざ かっい ｚう ｚかぃくぃぐぃ ぅおっかけ, かぃがｙこっあかが きぃ‐
ぎぃｚぃくぐう ｘきｘぎｘぐ ｚ ぎぃいうお ｇＲｋＹＺ, かｘぐうく‐
かけｚざう えかがきえけ 5 .
Ｙおっかｘ きぎがぁぎｘおう, しが ｚうえがかけєぐずくそ, おがいぉう‐
ｚｘ ぉうざぃ ざぉそこがお つつ くえｘくけｚｘかかそ. ｇがｚぃぎかっぐず
ぎけさえけ ｚうｙがぎけ きぎがぁぎｘお ｚ きがぉがいぃかかそ "Л" ,
ｘ きがぐっお きがくぐｘｚぐぃ つつ かｘ かがｚけ きぎがぁぎｘおけ. Ｙｘ‐
きけくぐっぐず かがｚけ きぎがぁぎｘおけ, ぅかがｚけ かｘぐうくかけｚざう
えかがきえけ 5 . Ｔがあｘ, そえｘ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ｙｘえけ, かぃ
ぅぉうｚｘぐうおぃぐずくそ.
ｇぃぎぃぎうｚｘかかそ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ 5 , しがｙ きぃぎぃぎｚｘぐう ｚう‐
えがかｘかかそ きがぐがさかがつ きぎがぁぎｘおう, ｚっあきがｚっあかうぇ
ぅぃぉぃかうぇ っかあうえｘぐがぎ きがさかぃ ｙぉうおｘぐう.
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ しぃ ぎｘぅ, しがｙ きぃぎぃぅｘきけ‐
くぐうぐう きぎがぁぎｘおけ.
ｉえｘくけｚｘかかそ きぎがぁぎｘおう
ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお け きがぉが‐
いぃかかそ  , しがｙ くえｘくけｚｘぐう ｚうえがかｘかかそ きが‐
ぐがさかがつ きぎがぁぎｘおう.
ｊぃきぃぎ ｚう おがいぃぐぃ がｙぎｘぐう かがｚけ きぎがぁぎｘおけ.
Ｔっあさうかぃかかそ あｚぃぎごそぐ
ｇっくぉそ きがさｘぐえけ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう (ｘｙが
きがえう ぇあぃ ｚっあぉっえ さｘくけ ｚっあえぉｘあぃかがぁが きけくえけ)
あｚぃぎごそぐｘ ぅｘｙぉがえがｚｘかっ. Ｙｘ きがぐぎぃｙう つこ ｚっあ‐
さうかうぐう, くきぃぎざけ きぃぎぃｚぃあっぐず おｘざうかけ ｚ ぎぃ‐
いうお ｇＲｋＹＲ, かｘぐうくかけｚざう かｘ えかがきえけ 5 .
ｏぃぎぃぅ あぃえっぉずえｘ こｚうぉうか あｚぃぎごそぐｘ おがいかｘ
ｚっあさうかうぐう.
ｗえしが あｚぃぎごそぐｘ ぅｘぉうざｘぜぐずくそ ぅｘｙぉがえがｚｘ‐
かうおう, ごぃ がぅかｘさｘє, しが ｘきｘぎｘぐ ｚいぃ かｘぁぎっ‐
ｚｘє ｚがあけ ｘｙが つつ ぎっｚぃかず ぅｘｚうくがえうぇ. ｋ いがあ‐

かがおけ ぎｘぅっ かぃ かｘおｘぁｘぇぐぃくそ ｚっあさうかうぐう
あｚぃぎごそぐｘ くうぉがおっごず!
ｗえしが ｚｘお きがぐぎっｙかが ｚっあさうかうぐう あｚぃぎごそぐｘ っ
ｚう かぃ おがいぃぐぃ ぅぎがｙうぐう ごずがぁが, くぉっあ ｚうお‐
えかけぐう おｘざうかけ きがｚがぎがぐがお きぃぎぃおうえｘさｘ け
きがぅうごっぜ Л . ｏぃぎぃぅ あぃえっぉずえｘ こｚうぉうか あｚぃぎ‐
ごそぐｘ おがいかｘ ｚっあさうかうぐう. (ぅｚぃぎかっぐず がくがｙぉう‐
ｚけ けｚｘぁけ かｘ ぎっｚぃかず ｚがあう ぐｘ つつ ぐぃおきぃぎｘぐけ‐
ぎけ!) .
ｑがぇかが あｚぃぎごそぐｘ ぅｘさうかそぐずくそ, かぃがｙこっあかが
ぅかがｚけ がｙぎｘぐう きぎがぁぎｘおけ ぐｘ げけかえごっつ, ｘ きが‐
ぐっお かｘぐうくかけぐう えかがきえけ 5 .
ｇっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう
きぎｘぉずかｘ おｘざうかｘ ぅけきうかそєぐずくそ ｘｚぐがおｘ‐
ぐうさかが. Ｉかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ぐｘ っかあうえｘぐがぎかっ
ぉｘおきがさえう, しが ｚっあきがｚっあｘぜぐず ぅｘｚぃぎざぃかうお
げｘぅｘお, ぅぁｘくｘぜぐず. ｉｚっぐうぐずくそ ぉｘおきがさえｘ
7.3 , しが くｚっあさうぐず きぎが ぅｘえっかさぃかかそ ごうえぉけ.
ｏぃぎぃぅ あぃえっぉずえｘ こｚうぉうか あｚぃぎごそぐｘ おがいかｘ
ｚっあさうかうぐう.
ｇぎう ｚうｙがぎっ きぎがぁぎｘおう さう げけかえごっつ, きっくぉそ ぅｘ‐
えっかさぃかかそ そえがつ ｚ ｙｘぎｘｙｘかっ ぅｘぉうざｘєぐずくそ ｚが‐
あｘ, あｚぃぎごそぐｘ ぅｘぉうざｘぜぐずくそ ぅｘｙぉがえがｚｘかう‐
おう. ｇぃぎざ かっい ｚっあさうかうぐう あｚぃぎごそぐｘ, かぃがｙ‐
こっあかが ぅぉうぐう ｚがあけ.
ｑがｙ ぅぉうぐう ｚがあけ, ｚうえがかｘぇぐぃ かｘｚぃあぃかっ
かういさぃ っかくぐぎけえごっつ.
1. ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお け きがぉが‐

いぃかかそ Л .
2. ｋくぐｘかがｚっぐず きぎがぁぎｘおけ ぅぉうｚけ ｘｙが ｚっあいう‐

おｘかかそ.
3. Ｙおぃかざぐぃ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおけ ぅｘ あがきが‐

おがぁがぜ ｚっあきがｚっあかがつ えかがきえう.
4. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ 5 .
ｇっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう
くｚっぐうぐずくそ っかあうえｘぐがぎかｘ ぉｘおきがさえｘ 7.3 , しが
くｚっあさうぐず きぎが ぅｘえっかさぃかかそ ごうえぉけ. ｊぃきぃぎ
あｚぃぎごそぐｘ おがいかｘ ｚっあさうかうぐう. ｇがｚぃぎかっぐず
きぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお け きがぉがいぃかかそ Л , しがｙ
ｚうおえかけぐう おｘざうかけ.
Ｔうぇおっぐず ｙっぉうぅかけ ぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ っ ぎぃぐぃぉずかが
きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう きがｚかっくぐぜ ｚっか きがぎがいかっぇ. ｗえ‐
しが ｚう があぎｘぅけ かぃ きぉｘかけєぐぃ かｘくぐけきかうぇ
ごうえぉ きぎｘかかそ, きぃぎぃえぎうぇぐぃ えぎｘか ｚがあがきが‐
くぐｘさｘかかそ. ｑがｙ けかうえかけぐう けぐｚがぎぃかかそ きぉっく‐
かそｚう ぐｘ かぃきぎうєおかがぁが ぅｘきｘこけ, ぅｘぉうざぐぃ
あｚぃぎごそぐｘ ｚっあさうかぃかうおう.

ｈぃいうお がさっえけｚｘかかそ : さぃぎぃぅ えっぉずえｘ こｚう‐
ぉうか きっくぉそ ぅｘえっかさぃかかそ ぎがｙがぐう きぎがぁぎｘ‐
おう ｚおうえｘєぐずくそ くうくぐぃおｘ ぃかぃぎぁがぅｙぃ‐

ぎぃいぃかかそ. ｗえしが かｘぐうくかけぐう ｙけあず-そえけ
えかがきえけ, きぎうぉｘあ ｚうぇあぃ ぅ ぎぃいうおけ ぃえが‐
かがおっつ ぃかぃぎぁっつ.
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ｂがぎうくかっ きがぎｘあう
ｉがぎぐけｚｘかかそ ｙっぉうぅかう
Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ ｚえｘぅっｚがえ け ｚうぁぉそあっ くうおｚが‐
ぉっｚ えがあけ あがぁぉそあけ かｘ えがいかがおけ ｚうぎがｙっ ぐｘ
ぎぃえがおぃかあｘごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ しがあが きぎｘかかそ.
ｇがくがぎぐけぇぐぃ ｙっぉうぅかけ ぐｘえうお さうかがお: ｙっぉぃ,
えがぉずがぎがｚぃ, くうかぐぃぐうえｘ, あぃぉっえｘぐかっ ｚうぎがｙう,
ｚがｚかｘ.
ｇぃぎざ かっい ぅｘｚｘかぐｘいけｚｘぐう ｙっぉうぅかけ
ｅっえがぉう かぃ きぃぎっぐず ｙっぉけ ｙっぉうぅかけ ぎｘぅがお っぅ
えがぉずがぎがｚがぜ. Ｓっぉｘ ｙっぉうぅかｘ おがいぃ ｚぐぎｘぐうぐう
くｚがぜ "ｙっぉうぅかけ" ｚ きぎがごぃくっ きぎｘかかそ.
ｅがｚっ えがぉずがぎがｚっ ぎぃさっ きっあ さｘく きぃぎざがぁが
きぎｘかかそ おがいけぐず きがぉうかそぐうІ ぐがおけ きぃぎざうぇ
ぎｘぅ つこ くぉっあ きぎｘぐう がえぎぃおが.
ｅｘｚがぉがさえう ぅｘくぐぃｙかっぐず かｘ ґけあぅうえう, ぅｘくぐぃｙ‐
かっぐず "ｙぉうくえｘｚえう", えぎぜさえう ぐｘ えかがきえう. ｈぃ‐
おっかごっ ぐｘ あがｚぁっ くぐぎっさえう ぅｚ'そいっぐず.
ｇぃぎざ かっい きぎｘぐう, ｚうあｘぉっぐず かぃきっああｘぐぉうｚっ
きぉそおう.
ｇがぐぎっぐず がくがｙぉうｚが くうぉずかが ぅｘｙぎけあかぃかっ あっ‐
ぉそかえう くきぃごっｘぉずかうお おうぜさうお ぅｘくがｙがお ｘｙが
きｘくぐがぜ.
ｌっぎｘかえう くぉっあ きぎｘぐう がくがｙぉうｚが がｙぃぎぃいかが.
ｂぎぜさえう ｚっあきがぎっぐず ｘｙが きがえぉｘあっぐず げっぎｘかえう
け かｘｚがぉがさえけ さう くっぐえけ.
Ｔうあｘぉぃかかそ きぉそお
ｅぃきっああｘぐぉうｚっ きぉそおう かぃおがいぉうｚが ｚうあｘぉう‐
ぐう ぅｘ あがきがおがぁがぜ くｘおがつ ぉうざぃ ｚがあう ぐｘ
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ. ｊがおけ ぎｘあうおが がｙぎがｙうぐう
つこ, きぃぎざ かっい きぎｘぐう.
ｂぎがｚ: くｚっいっ きぉそおう くぉっあ がｙぎがｙうぐう こがぉがあ‐
かがぜ ｚがあがぜ. ｗえしが きぉそおｘ ぅｘくがこぉｘ, ぅｘおが‐
さっぐず かｘ かっさ け ｚがあっ っぅ くきぃごっｘぉずかうお おうぜさうお
ぅｘくがｙがお, ｘ きがぐっお きがぐぎっぐず おうぉがお ぐｘ ｚがあがぜ.
ｆぉっぇかっ げｘぎｙう: ぅおがさっぐず きぉそおがｚうｚっあかうえがお
かｘ がくかがｚっ ｙぃかぅうかけ, きがえぉｘあっぐず ｚうぎっｙ かｘ
お'そえけ ぐえｘかうかけ ぐｘ きがくぐけえｘぇぐぃ きが きぉそおっІ がｙ‐
ぎがｙえけ きがｚぐがぎっぐず えっぉずえｘ ぎｘぅっｚ.
Ｙｘくがこぉっ いうぎかっ きぉそおう: ぅおがさっぐず くえうきうあｘ‐
ぎがお, きがえぉｘあっぐず ｚうぎっｙ かｘ お'そえけ きがｚぃぎこかぜ っ
きがくぐけえｘぇぐぃ きが きぉそおっ えっかさうえｘおう きｘぉずごっｚ
さぃぎぃぅ ｙｘｚがｚかそかけ くぃぎｚぃぐえけ.
Ｉぎいｘ: がｙぎがｙっぐず しｘｚぉぃｚがぜ えうくぉがぐがぜ, ぎがぅ‐
さうかぃかがぜ け ぁｘぎそさっぇ ｚがあっ, ｘｙが きぉそおがｚうｚっあ‐
かうえがお, そえうぇ ｚうｚがあうぐず きぉそおう っぎいっ. ａがぁが
くぉっあ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう ｚ こがぉがあかがおけ ｚうぁぉそあっ.
Ｓけあずぐぃ がｙぃぎぃいかっ っぅ ぅｘくぐｘぎっぉうおう きぉそおｘおう
っぎいっ, ｙが くぐぎけえぐけぎｘ ごぃぉぜぉがぅう おがいぃ ｚうそｚう‐

ぐうくそ ｚいぃ きがざえがあいぃかがぜ, っ ぐがあっ おがいぃ けぐｚが‐
ぎうぐうくそ あっぎえｘ.
ｇぉそおう ｚっあ きぉっくかそｚう: がｙぎがｙっぐず ｚっあｙっぉぜｚｘ‐
さぃお, あがｙぎぃ きぎがきがぉがしっぐず (ぐっぉずえう あぉそ ｙっぉうこ
ｚうぎがｙっｚ ぐｘ くぐっぇえうこ あが ｚっあｙっぉぜｚｘかかそ えがぉず‐
がぎがｚうこ ｚうぎがｙっｚ).
ｊぎｘｚｘ: ぅぉぃぁえｘ かｘおうぉずぐぃ ぐｘ がｙぎがｙっぐず ｚっあ‐
ｙっぉぜｚｘさぃお (ぐっぉずえう あぉそ ｙっぉうこ ｚうぎがｙっｚ ぐｘ
くぐっぇえうこ あが ｚっあｙっぉぜｚｘかかそ えがぉずがぎがｚうこ ｚう‐
ぎがｙっｚ).
ｏがぎかうぉｘ ぅ えけぉずえがｚがつ ぎけさえう ぐｘ えぉぃぇ: ぅおが‐
さっぐず ｘごぃぐがかがお 2), きがえぉｘあっぐず ｚうぎっｙ かｘ お'そえけ
ぐえｘかうかけ っ きぎがおがえかっぐず きぉそおけ.
Ｕけｙかｘ きがおｘあｘ: ぅおがさっぐず ｘごぃぐがかがお, そえ くえｘ‐
ぅｘかが ｚうしぃ, きがぐっお がｙぎがｙっぐず きぉそおう あぃかｘ‐
ぐけぎｘぐがお. Ｙｘぉうざえう きぉそお がｙぎがｙっぐず ｚっあｙっ‐
ぉぜｚｘさぃお.
ｏぃぎｚがかぃ ｚうかが: ぅｘおがさっぐず け ｚがあっ ぅ きがぎが‐
ざえがお, きぎがきがぉがしっぐず ぐｘ がｙぎがｙっぐず がごぐがｚがぜ
ｘｙが ぉうおがかかがぜ えうくぉがぐがぜ, きがぐっお きぎがきがぉが‐
しっぐず. Ｙｘぉうざえう きぉそお がｙぎがｙっぐず ｚっあｙっぉぜｚｘ‐
さぃお.
ｏがぎかうぉｘ: ぅｘぉぃいかが ｚっあ ぐうきけ さがぎかうぉ ぅおが‐
さっぐず ぐえｘかうかけ ｘごぃぐがかがお 2) , ｘ きがぐっお がごぐが‐
ｚがぜ えうくぉがぐがぜІ ｙけあず-そえっ ぅｘぉうざえう きぉそお かｘ
ｙっぉうこ ぐえｘかうかｘこ がｙぎがｙっぐず ｚっあｙっぉぜｚｘさぃお, ｘ
きがぐっお ぎぃぐぃぉずかが きぎがきがぉがしっぐず.
ｇぉそおう ｚっあ くおがぉう: くきぃぎざけ がｙぎがｙっぐず きぉそ‐
おがｚうｚっあかうえがお, あぃかｘぐけぎｘぐがお ｘｙが ｙぃかぅう‐
かがお, きがぐっお きがぐぎっぐず きｘくぐがきがあっｙかうお おうぜ‐
さうお ぅｘくがｙがお.
ｄうぜさっ ぅｘくがｙう ぐｘ あがｙｘｚえう
ｈぃぅけぉずぐｘぐう きぎｘかかそ ぅｘぉぃいｘぐず ｚっあ ｚうｙがぎけ
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ぐｘ ぅｘくぐがくけｚｘかかそ きぎｘ‐
ｚうぉずかがつ ぇがぁが えっぉずえがくぐっ, しがｙ けかうえかけぐう ぅｘ‐
ぇｚがぁが ｚうぐぎｘさｘかかそ ぐｘ かｘかぃくぃかかそ ざえがあう
かｘｚえがぉうざかずがおけ くぃぎぃあがｚうしけ.
ｄうぜさっ ぅｘくがｙう きっああｘぜぐずくそ おっえぎがｙっがぉがぁっさ‐
かがおけ ぎがぅえぉｘあけ, ｘぉぃ ｚがかう おっくぐそぐず ぎぃさがｚう‐
かう, そえっ, ｙけあけさう け ｚぃぉうえうこ えっぉずえがくぐそこ, おが‐
いけぐず きがぎけざうぐう あぃぉっえｘぐかうぇ ｙｘぉｘかく け きぎう‐
ぎがあっ.
Ｔうｙっぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ぅｘぉぃいｘぐうおぃ ｚっあ
ぐうきけ ｚがぉがえかｘ (あぃぉっえｘぐかっ ｚうぎがｙう, ｚがｚかｘ,
ｙｘｚがｚかｘ ぐがしが), えがぉずがぎけ, ぐぃおきぃぎｘぐけぎう
きぎｘかかそ ぐｘ くぐけきぃかぜ ぅｘｙぎけあかぃかかそ.
ｋ ごっぇ おｘざうかっ おがいかｘ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう ｚくっ
おうぜさっ ぅｘくがｙう, ぎがぅぎｘこがｚｘかっ かｘ ｚうえがぎう‐
くぐｘかかそ け きぎｘぉずかうこ おｘざうかｘこ:

2)  かぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ ｘごぃぐがか, そえしが ｚうぎっｙ ぅぎがｙぉぃかが っぅ ざぐけさかがぁが ざがｚえけ
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• きぎｘぉずかっ きがぎがざえう あぉそ ｚくっこ ぐうきっｚ ｚがぉ‐
がえがか

• きぎｘぉずかっ きがぎがざえう あぉそ あぃぉっえｘぐかうこ (おｘえく.
60°C) ぐｘ ｚがｚかそかうこ ｚうぎがｙっｚ

• ぎっあえっ おうぜさっ ぅｘくがｙう, ｙｘいｘかが あぉそ かうぅず‐
えがぐぃおきぃぎｘぐけぎかうこ きぎがぁぎｘお きぎｘかかそ
(おｘえく. 60°C) あぉそ ｚくっこ ぐうきっｚ ｚがぉがえがか ｘｙが
くきぃごっｘぉずかが ぉうざぃ あぉそ ｚがｚかう.

ｄうぜさうぇ ぅｘくっｙ ぐｘ ｚくっ あがｙｘｚえう かぃがｙこっあかが
えぉｘくぐう け ｚっあきがｚっあかっ ｚっああっぉぃかかそ あがぅｘぐがぎｘ
あが きがさｘぐえけ ぅｘきけくえけ きぎがぁぎｘおう きぎｘかかそ.
ｋ ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ ぎっあえうこ おうぜさうこ ぅｘくが‐
ｙっｚ くぉっあ がｙうぎｘぐう きぎがぁぎｘおう ｙぃぅ  きがきぃ‐
ぎぃあかずがぁが きぎｘかかそ.
ｋ おｘざうかっ ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ くうくぐぃおｘ ぎぃごうぎえけ‐
ぉそごっつ, そえｘ あがぅｚがぉそє がきぐうおっぅけｚｘぐう ｚうえがぎう‐
くぐｘかかそ えがかごぃかぐぎがｚｘかうこ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ.
Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ ぎぃえがおぃかあｘごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ
しがあが えっぉずえがくぐっ ぅｘくがｙけ っ  かぃ きぃぎぃｚうしけぇぐぃ
ぎっｚぃかず ぅ きがぅかｘさえがぜ "ｄＲФ" け あがぅｘぐがぎっ
おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ .
ｂっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, そえけ くぉっあ
ぅｘくぐがくけｚｘぐう
ｊうき ぐｘ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ぅｘぉぃいｘ‐
ぐうおぃ ｚっあ ぐうきけ ｚがぉがえがか, ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ,

くぐけきぃかぜ ぅｘｙぎけあかぃかかそ ぐｘ いがぎくぐえがくぐっ ｚが‐
あう, そえｘ ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ.
Ｖがぐぎうおけぇぐぃくず っかくぐぎけえごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ.
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ おぃかざけ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが
ぅｘくがｙけ, そえしが:
• ｚう きぃぎぃぐぃ かぃｚぃぉうえけ えっぉずえっくぐず ｙっぉうぅかう
• ｙっぉうぅかｘ ぅｘｙぎけあかぃかｘ かぃくうぉずかが
• きっあ さｘく きぎｘかかそ けぐｚがぎぜєぐずくそ ｚぃぉうえｘ

えっぉずえっくぐず きっかう.
ｉぐけきっかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう
Ｘがぎくぐえっくぐず ｚがあう えぉｘくうげっえけєぐずくそ ｚっあきが‐
ｚっあかが あが ぐｘえ ぅｚｘかうこ "ぁぎｘあけくっｚ" いがぎくぐえがくぐっ.
Ｉかげがぎおｘごっぜ きぎが いがぎくぐえっくぐず ｚがあう け ｚｘざが‐
おけ ぎぃぁっがかっ おがいかｘ がぐぎうおｘぐう ｚっあ えがおきｘかっつ,
そえｘ ぅあっぇくかぜє ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ, ｘｙが ｚっあ
おっくごぃｚうこ がぎぁｘかっｚ ｚぉｘあう. ｗえしが ｚがあｘ おｘє
くぃぎぃあかっぇ ｘｙが ｚうくがえうぇ ぎっｚぃかず いがぎくぐえがくぐっ,
おう ぎぃえがおぃかあけєおが あがあｘぐう きがお'そえざけｚｘさ
ｚがあう け えっぉずえがくぐっ, ぎぃえがおぃかあがｚｘかっぇ ｚうぎがｙ‐
かうえがお ごずがぁが ぅｘくがｙけ. ｗえしが い ぎっｚぃかず
いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう かぃｚうくがえうぇ, くえがぎうぁけぇぐぃ
えっぉずえっくぐず きがぎがざえけ.

ｇぎがぁぎｘおう きぎｘかかそ
ｇぎがぁぎｘおｘ - ｄｘえくうおｘぉずかｘ っ おっかっおｘぉずかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ 椴
ｆきうく ごうえぉけ 椴 ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 椴
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ 椴 ｊうき ｙっぉうぅかう

ｌけかえごっつ Ｔっああっぉぃかかそ あが‐
ぅｘぐがぎｘ

ＳＲＴｆＴｅＲ
90° - 60°
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁІ ぅおぃかざぃかぃ ぅｘｚｘかぐｘ‐
いぃかかそ: 3 えぁ
Ｓっぉっ ｙｘｚがｚかそかっ ぎぃさっ (ｚうくがえうぇ くぐけきっかず ぅｘｙぎけあかぃかかそ).

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ

ｇｈＲｅｅｗ 1)

ｑｆＶＷｅｅＷ ｇｈＲｅ‐
ｅｗ

ｉｋｇＷｈｐＴＺＶｂｆ
2)

ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐
ｃｆｉｂＲｅｅｗ
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ｇぎがぁぎｘおｘ - ｄｘえくうおｘぉずかｘ っ おっかっおｘぉずかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ 椴
ｆきうく ごうえぉけ 椴 ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 椴
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ 椴 ｊうき ｙっぉうぅかう

ｌけかえごっつ Ｔっああっぉぃかかそ あが‐
ぅｘぐがぎｘ

ＷｂｆｅｆｄｅＲ ｇｈｆＵｈＲｄＲ Ｖｃｗ ＳＲＴｆＴｅＺ
60°
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁ
Ｓっぉっ ぐｘ えがぉずがぎがｚっ ｙｘｚがｚかそかっ ｚうぎがｙう (くぐっぇえぃ げｘぎｙけｚｘか‐
かそ)
ｇぎがぁぎｘおｘ きぎうぅかｘさぃかｘ あぉそ ｙｘｚがｚかそかうこ ｚうぎがｙっｚ ぉぃぁえがぁが
ｘｙが くぃぎぃあかずがぁが くぐけきぃかそ ぅｘｙぎけあかぃかかそ. ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ
ぅかういけєぐずくそ, ｘ さｘく きぎｘかかそ きがあがｚいけєぐずくそ. Ｙｘｚあそえう ごずが‐
おけ あがくそぁｘєぐずくそ ｚうくがえｘ ぃげぃえぐうｚかっくぐず きぎｘかかそ ぐｘ ぃえがかが‐
おっそ ぃかぃぎぁっつ.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ

ｇｈＲｅｅｗ 1)

ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐
ｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＷｂｆｅｆｄｅＲ ｇｈｆＵｈＲｄＲ Ｖｃｗ ＳＲＴｆＴｅＺ
40°
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁ
ｂがぉずがぎがｚっ ｙｘｚがｚかそかっ ぎぃさっ
ｇぎがぁぎｘおｘ きぎうぅかｘさぃかｘ あぉそ ｙｘｚがｚかそかうこ ｚうぎがｙっｚ ぉぃぁえがぁが
ｘｙが くぃぎぃあかずがぁが くぐけきぃかそ ぅｘｙぎけあかぃかかそ. ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ
ぅかういけєぐずくそ, ｘ さｘく きぎｘかかそ きがあがｚいけєぐずくそ. Ｙｘｚあそえう ごずが‐
おけ あがくそぁｘєぐずくそ ｚうくがえｘ ぃげぃえぐうｚかっくぐず きぎｘかかそ ぐｘ ぃえがかが‐
おっそ ぃかぃぎぁっつ.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ

ｇｈＲｅｅｗ 1)

ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐
ｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＲＴｆＴｅＲ
40° - 30° - ｍがぉがあかぃ きぎｘかかそ
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁІ ぅおぃかざぃかぃ ぅｘｚｘかぐｘ‐
いぃかかそ: 3 えぁ
Ｓっぉっ ぇ えがぉずがぎがｚっ ｙｘｚがｚかそかっ ぎぃさっ (くぃぎぃあかっぇ くぐけきっかず ぅｘ‐
ｙぎけあかぃかかそ).

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ

ｇｈＲｅｅｗ 1)

ｑｆＶＷｅｅＷ ｇｈＲｅ‐
ｅｗ

ｉｋｇＷｈｐＴＺＶｂｆ
2)

ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐
ｃｆｉｂＲｅｅｗ
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ｇぎがぁぎｘおｘ - ｄｘえくうおｘぉずかｘ っ おっかっおｘぉずかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ 椴
ｆきうく ごうえぉけ 椴 ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 椴
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ 椴 ｊうき ｙっぉうぅかう

ｌけかえごっつ Ｔっああっぉぃかかそ あが‐
ぅｘぐがぎｘ

ｉＺｅｊＷｊＺｂＲ
60° - 40° - 30° - ｍがぉがあかぃ きぎｘかかそ
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 900 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 3 えぁІ ぅおぃかざぃかぃ ぅｘｚｘかぐｘ‐
いぃかかそ: 1,5 えぁ
Ｔうぎがｙう っぅ くうかぐぃぐうさかうこ っ ぅおっざｘかうこ ｚがぉがえがか: くきっあかそ ｙっ‐
ぉうぅかｘ,
えがぉずがぎがｚっ ぎぃさっ, くがぎがさえう, しが かぃ ぅｙっぁｘぜぐずくそ, ｙぉけぅう.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ

ｇｈＲｅｅｗ 1)

ｑｆＶＷｅｅＷ ｇｈＲｅ‐
ｅｗ

ｉｋｇＷｈｐＴＺＶｂｆ
2)

ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐
ｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＶＷｃＩｂＲｊｅＩ ｊｂＲｅＺｅＺ
40° - 30°
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 700 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 3 えぁІ ぅおぃかざぃかぃ ぅｘｚｘかぐｘ‐
いぃかかそ: 1,5 えぁ
Ｖぃぉっえｘぐかっ ｚうぎがｙう: ぅ ｘえぎうぉけ, ｚっくえがぅう, きがぉっぃくぐぃぎけ.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ 3)

ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐
ｅｗ

ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ

ｇｆｇＷｈＷＶｅЄ
ｇｈＲｅｅｗ 1)

ｑｆＶＷｅｅＷ ｇｈＲｅ‐
ｅｗ

ｉｋｇＷｈｐＴＺＶｂｆ
2)

ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐
ｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＴｆＴｅＲ
40° - 30° - ｍがぉがあかぃ きぎｘかかそ
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえく. ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ 2 えぁ
ｇぎがぁぎｘおｘ あぉそ ｚうぎがｙっｚ っぅ ｚがｚかう, そえっ おがいかｘ きぎｘぐう け おｘ‐
ざうかっ, ｘ ぐｘえがい あぉそ ｚがｚかそかうこ っ あぃぉっえｘぐかうこ ｚうぎがｙっｚ っぅ くうお‐
ｚがぉがお їぎけさかぃ きぎｘかかそ» かｘ ぃぐうえぃぐごっ.

ｇぎｘかかそ があかがぁが ｘｙが がｙ’єおうくぐがぁが ｚうぎがｙけ おがいぃ きぎう‐
ぅｚぃくぐう あが あうくｙｘぉｘかくけ. ｗえしが きぎうぉｘあ かぃ ｚうえがかけє
ぅｘえぉぜさかけ げｘぅけ ｚっあいうおｘかかそ, あがあｘぇぐぃ ｙっぉずざぃ ぎぃさ‐
ぃぇ, ぎがぅきがあっぉっぐず つこ ｚぎけさかけ, ｘ ぐがあっ ｚうｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ
ｚっあいうおｘかかそ.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
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ｇぎがぁぎｘおｘ - ｄｘえくうおｘぉずかｘ っ おっかっおｘぉずかｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ 椴
ｆきうく ごうえぉけ 椴 ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 椴
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ 椴 ｊうき ｙっぉうぅかう

ｌけかえごっつ Ｔっああっぉぃかかそ あが‐
ぅｘぐがぎｘ

ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ
ｇがぉがくえｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁ
Ｙｘ あがきがおがぁがぜ ごっєつ きぎがぁぎｘおう おがいかｘ きぎがきがぉがくえｘぐう ぇ ｚっあ‐
いｘぐう ｙｘｚがｚかそかっ ｚうぎがｙう, そえっ ｙけぉう ｚうきぎｘかっ ｚぎけさかけ. ｑがｙ
きがくうぉうぐう きがぉがくえｘかかそ, ｚうｙぃぎっぐず げけかえごっぜ їＶがあｘぐえがｚぃ
きがぉがくえｘかかそ». ｇぎうぉｘあ ｚうえがかｘє あぃえっぉずえｘ あがあｘぐえがｚうこ ごう‐
えぉっｚ きがぉがくえｘかかそ.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐

ｅｗ
ｇｆｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＳＷＹ ＹｃＺＴｋ
ＶｆＶＲｊｂｆＴＷ ｇｆ‐

ｃｆｉｂＲｅｅｗ

ＹｃＺＴ
Ｙぉうｚｘかかそ ｚがあう
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁ
Ｖぉそ ぅぉうｚｘかかそ ｚがあう きっくぉそ がくぐｘかかずがぁが きがぉがくえｘかかそ ｚ きぎが‐
ぁぎｘおｘこ ぅ ｚうえがぎうくぐｘかかそお げけかえごっつ "ｇがぉがくえｘかかそ ｙぃぅ ぅぉう‐
ｚけ"

  

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ
Ｙぉうｚ っ ぐぎうｚｘぉぃ ｚっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 800 がｙ./こｚ.
(БУП86110У)
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 1000 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 6 えぁ
ｆえぎぃおぃ ｚっあいうおｘかかそ あぉそ ｚうきぎｘかうこ ｚぎけさかけ ぎぃさぃぇ っ きっくぉそ
ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘお っぅ ｚがあがぜ ｚ ｙｘえけ. Ｙｘ あがきがおがぁがぜ
えかがきえう おがいかｘ がｙぎｘぐう ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ ぅ けぎｘこけ‐
ｚｘかかそお ぐうきけ ｚがぉがえがか, ぅ そえうこ ｚうぁがぐがｚぉぃかっ ｚうぎがｙう, しが
ｙけあけぐず ｚっあいうおｘぐうくそ.

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ  

ｄＩｅＩｇｈｆＵｈＲｄＲ
30°
ｆくかがｚかぃ きぎｘかかそ - ｇがぉがくえｘかかそ - Ｔっあいうおｘかかそ
ｄｘえくうおｘぉずかｘ ざｚうあえっくぐず ｚっあいうおｘかかそ 700 がｙ./こｚ.
(БУП106110У)
ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: 3 えぁ
Ｉあぃｘぉずかが きっあこがあうぐず あぉそ かぃ かｘあぐが ぅｘｙぎけあかぃかがつ ｙっぉうぅかう
ｘｙが あぉそ ｙっぉうぅかう, そえけ きがぐぎっｙかが ぉうざぃ がくｚっいうぐう

ＴＩＶＸＺｄＲｅｅｗ 3)

ＳＷＹ ＴＩＶＸＺｄＲｅ‐
ｅｗ

 = ＴＺｄｂ.
Ｖぉそ くえｘくけｚｘかかそ きぎがぁぎｘおう, しが ｚうえがかけєぐずくそ, ｘｙが ｚうおえかぃかかそ おｘざうかう.

1) ｋ ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ ぎっあえうこ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ くぉっあ がｙうぎｘぐう きぎがぁぎｘおう ｙぃぅ きがきぃぎぃあかずがぁが きぎｘかかそ.
2) ｗえしが ｚう がｙうぎｘєぐぃ げけかえごっぜ їｉけきぃぎざｚうあえが» ざぉそこがお かｘぐうくえｘかかそ えかがきえう 3 , ぎぃえがおぃかあけєぐずくそ ぅかうぅうぐう

おｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ, そえ ぅｘぅかｘさぃかが ｚ ぐｘｙぉうごっ. ｆあかｘえ おがいぉうｚぃ っ きがｚかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ: け ごずがおけ
ｚうきｘあえけ ぎぃぅけぉずぐｘぐう きぎｘかかそ ｙけあけぐず あぃしが ぁっぎざうおう.

3) ｃうざぃ あぉそ おがあぃぉっ БУП86110У.

Ｖがぁぉそあ ぐｘ さうくぐえｘ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ! ｇぃぎざ かっい きぎがｚがあうぐう
ｙけあず-そえっ ぎがｙがぐう ぅ さうしぃかかそ ｘｙが
ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ きぎうぉｘあけ,
ｚう きがｚうかかっ ｚっあ'єあかｘぐう ぇがぁが ｚっあ
ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.

Ｔうあｘぉぃかかそ かｘえうきけ
Ｔがあｘ, そえけ おう ｚうえがぎうくぐがｚけєおが, ぅｘぅｚうさｘぇ
おっくぐうぐず くがぉっ えｘぉずごっぜ. ｊがおけ あがごっぉずかが きぃ‐
ぎっがあうさかが ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう きがぎがざがえ あぉそ
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きがお'そえざぃかかそ ｚがあう ｚ おｘざうかっ. ｈがｙっぐず ごぃ
がえぎぃおが ｚっあ きぎｘかかそ ｙっぉうぅかう, あがぐぎうおけぜ‐
さうくず っかくぐぎけえごっぇ ｚうぎがｙかうえｘ きがぎがざえけ あぉそ
きがお'そえざぃかかそ ｚがあう. ｎぃ あがぅｚがぉうぐず きがきぃ‐
ぎぃあうぐう けぐｚがぎぃかかそ ｚｘきかそかがぁが かｘえうきけ.
ｇっくぉそ えがいかがぁが きぎｘかかそ
Ｙｘぉうざぐぃ あｚぃぎごそぐｘ ｚっあえぎうぐうお かｘ きぃｚかうぇ
さｘく. Ｙｘｚあそえう ごずがおけ ｚう けかうえかぃぐぃ きがそｚう
きぉっくかそｚう ぐｘ かぃきぎうєおかうこ ぅｘきｘこっｚ けくぃぎぃあう‐
かっ きぎうぉｘあけ. ｂぎっお ぐがぁが, そえしが ぐぎうおｘぐう
あｚぃぎごそぐｘ ｚっあえぎうぐうおう きっくぉそ きぎｘかかそ, ごぃ
くきぎうそぐうおぃ ぅｙぃぎぃいぃかかぜ っぅがぉそごっつ あｚぃぎごそぐ.
ｍがぉがくぐぃ きぎｘかかそ
ｗえしが おｘざうかｘ きぃぎぃ きぎう かうぅずえっぇ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎっ, けくぃぎぃあうかっ ｙｘぎｘｙｘかｘ おがいぃ ｚっあえぉｘ‐
くぐうくそ がくｘあ.
ｄう ぎぃえがおぃかあけєおが ぎぃぁけぉそぎかが きぎがｚがあうぐう
こがぉがくぐぃ きぎｘかかそ.
ｑがｙ ｚうえがかｘぐう こがぉがくぐぃ きぎｘかかそ:
• Ｓｘぎｘｙｘか おｘє ｙけぐう きがぎがいかっお (ｙぃぅ ｙっぉうぅ‐

かう).
• ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ あぉそ ｙｘｚがｚかう ぅ かｘ‐

ぇｚうしがぜ ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぜ.
• Ｙｘｚｘかぐｘいぐぃ ぅｚうさｘぇかけ えっぉずえっくぐず おうぜさが‐

ぁが ぅｘくがｙけ, ごぃ おｘє ｙけぐう きがぎがざがえ ぅ ｙっが‐
ぉがぁっさかうおう ｚぉｘくぐうｚがくぐそおう.

ｏうしぃかかそ ぅぅがｚかっ
Ｖぉそ さうしぃかかそ おｘざうかう ぅぅがｚかっ ぅｘくぐがくがｚけぇ‐
ぐぃ ぉうざぃ おうぉが っ ｚがあけІ きっくぉそ おうぐぐそ ぎぃぐぃぉず‐
かが ｚうくけざっぐず きぎうぉｘあ.
Ｔｘいぉうｚが! あぉそ さうしぃかかそ えがぎきけくけ かぃ おがいかｘ
ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう おぃぐうぉずがｚｘかっ くきうぎぐう,
ぎがぅさうかかうえう ｘｙが ｘかｘぉがぁっさかっ こっおっえｘぐう.
ｏうしぃかかそ あがぅｘぐがぎｘ
Ｖがぅｘぐがぎ あぉそ おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ かぃがｙこっあかが
ぎぃぁけぉそぎかが さうくぐうぐう.
ｉぉっあ ぎぃぁけぉそぎかが さうくぐうぐう ｚっああっぉぃかかそ あそ
きぎｘぉずかがぁが きがぎがざえけ っ あがｙｘｚがえ.
Ｔうぇおっぐず あがぅｘぐがぎ, かｘぐうくかけｚざう あがかうぅけ
げっえくｘぐがぎ っ がｙぃぎぃいかが きがぐそぁかけｚざう あがぅｘぐがぎ
あが くぃｙぃ.

ｇぎがおうぇぐぃ ぇがぁが ｚがあがぜ きっあ えぎｘかがお, しがｙ
ｚうあｘぉうぐう ｙけあず-そえっ ぅｘぉうざえう きがぎがざえけ, しが
かｘえがきうさうぉうくず.
ｑがｙ ｙけぉが ぉぃぁざぃ さうくぐうぐう あがぅｘぐがぎ, ぅかっおっぐず
ｚぃぎこかぜ さｘくぐうかけ ｚっああっぉぃかかそ あぉそ あがｙｘｚがえ.
ｇぎがおうぇぐぃ ｚくっ さｘくぐうかう ｚがあがぜ.

ｅっざけ あがぅｘぐがぎｘ さうくぐっぐず しっぐえがぜ.
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Ｓｘぎｘｙｘか
ｅｘ ｙｘぎｘｙｘかっ おがいけぐず けぐｚがぎうぐうくそ ｚっあえぉｘ‐
あぃかかそ っぎいっ さぃぎぃぅ っぎいｘｚっかかそ くぐがぎがかかっこ
きぎぃあおぃぐっｚ, そえっ きがぐぎｘきうぉう ぅ ｙっぉうぅかがぜ きっあ
さｘく きぎｘかかそ, ｘ ぐｘえがい さぃぎぃぅ えがぎうくぐけｚｘかかそ
ｚがあがきぎがｚっあかがぜ ｚがあがぜ, しが おっくぐうぐず ぅｘぉっ‐
ぅが.
Ｔｘいぉうｚが! ｅぃ さうくぐっぐず ｙｘぎｘｙｘか
えうくぉがぐがｚおっくかうおう ぎぃさがｚうかｘおう きぎがぐう
ｚｘきかそかうこ ｚっあえぉｘあぃかず, ｘ ぐｘえがい ぅｘくがｙｘおう,
しが おっくぐそぐず こぉがぎ さう ぅｘぉっぅが, っ おぃぐｘぉぃｚうおう
おがさｘぉえｘおう.
1. Ｔっあえぉｘあぃかかそ ぅｘぉっぅｘ ｚうあｘぉそぇぐぃ ぅ ｙｘぎｘ‐

ｙｘかｘ ぅｘ あがきがおがぁがぜ さうくぐそさうこ ぅｘくがｙっｚ
あぉそ ｚうｚぃあぃかかそ きぉそお ぅ かぃっぎいｘｚっぜさがつ
くぐｘぉっ.

2. ｑがｙ ぅｚっぉずかうぐう おｘざうかけ ｚっあ ぅｘぉうざえっｚ
ぅｘくがｙけ, ｚうえがかｘぇぐぃ ごうえぉ きぎｘかかそ ｙぃぅ ｙっ‐
ぉうぅかう.
ｇぎがぁぎｘおｘ: ｂがぎがぐえｘ きぎがぁぎｘおｘ あぉそ ｙｘ‐
ｚがｚかう きぎう おｘえくうおｘぉずかっぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
ぅ あがあｘかかそお きぎうｙぉ. 1/4 おっぎかがつ さｘざえう
きがぎがざえｘ.

Ｉぅがぉそごっそ あｚぃぎごそぐ
ｏｘく ｚっあ さｘくけ かぃがｙこっあかが きぃぎぃｚっぎそぐう っぅがぉそ‐
ごっぜ あｚぃぎごそぐ ぐｘ けくけｚｘぐう きぎぃあおぃぐう, そえっ おが‐
ぁぉう きがぐぎｘきうぐう け くえぉｘあえう.

Ｙぉうｚかうぇ かｘくがく
ｅぃがｙこっあかが ぎぃぁけぉそぎかが きぃぎぃｚっぎそぐう くぐｘか かｘ‐
くがくｘ, ｘ がくがｙぉうｚが ごぃ ｚｘいぉうｚが ぎがｙうぐう, そえ‐
しが:
• おｘざうかｘ かぃ ぅぉうｚｘє ｚがあけ っ/ｘｙが かぃ きぎｘ‐

ごぜє ｚっあいうおІ
• おｘざうかｘ ｚうあｘє かぃぅｚうさｘぇかっ ぅｚけえう きっあ さｘく

ぅぉうｚｘかかそ さぃぎぃぅ ぐぃ, しが そえっくず きぎぃあおぃぐう
(ざきうぉずえう, おがかぃぐう ぐがしが) ぅｘｙぉがえけｚｘぉう
かｘくがくІ

• ｚうそｚぉぃかが きぎがｙぉぃおけ っぅ ぅぉうｚｘかかそお ｚがあう
(あうｚ. ぎがぅあっぉ їｑが ぎがｙうぐう, そえしが...» あぉそ
がぐぎうおｘかかそ あぃぐｘぉずかがつ っかげがぎおｘごっつ).

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ! ｇぃぎぃあ ｚっあえぎうｚｘかかそお
えぎうざえう かｘくがくｘ, ｚうおえかっぐず おｘざうかけ っ
ｚうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｖっぇぐぃ け ぐｘえうぇ くきがくっｙ.
1. Ｔうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.
2. ｋ ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ きがさぃえｘぇぐぃ, きがえう

ｚがあｘ がこがぉがかぃ.
3. Ｔっあえぎうぇぐぃ えぎうざえけ かｘくがくｘ, きっあｚｘいうｚ‐

ざう ぅ ｙがえけ ｚうつおえう おがかぃぐがぜ (ｘｙが きっあ‐
こがあそしうお っかくぐぎけおぃかぐがお, そえうぇ ｚう おが‐
いぃぐぃ ぅかｘぇぐう ｚ きｘえぃぐっ ぅ っかくぐぎけえごっєぜ
(ぅｘぉぃいかが ｚっあ おがあぃぉっ)).
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4. ｇがくぐｘｚぐぃ єおかっくぐず あぉそ ｚがあう ぅ かぃｚうくが‐
えうおう ｙがぎぐうえｘおう きがぎそあ っぅ かｘくがくがお っ
ぅｙぃぎっぐず け かぃつ ｚくぜ ｚがあけ, しが ｚうぉぉєぐずくそ.

5. Ｔうぐそぁかっぐず ｘｚｘぎっぇかけ ぅｘぁぉけざえけ ぅ えぎうざ‐
えう げっぉずぐぎｘ ぅｘ あがきがおがぁがぜ きぉがくえがぁけｙ‐
ごっｚ.

6. ｂがぉう ｚがあｘ きぃぎぃくぐｘかぃ ｚうぐっえｘぐう, ぅｘ あが‐
きがおがぁがぜ きぉがくえがぁけｙごっｚ ｚっあえぎけぐっぐず
えぎうざえけ かｘくがくｘ, きがｚぃぎぐｘぜさう つつ きぎがぐう
ぁがあうかかうえがｚがつ くぐぎっぉえう, っ ｚうぇおっぐず
げっぉずぐぎ. ｋｚぃくず さｘく ぐぎうおｘぇぐぃ かｘきがぁが‐

ぐがｚっ ぁｘかさっぎえけ, しがｙ ｚうぐうぎｘぐう ｚがあけ, えが‐
ぉう ぅかっおｘぐうおぃぐぃ えぎうざえけ.
ｇぎがおうぇぐぃ げっぉずぐぎ きっあ えぎｘかがお, しがｙ
ぅおうぐう けｚぃくず ｚがぎく.

1

2

7. Ｔうあｘぉっぐず ｚくっ くぐがぎがかかっ きぎぃあおぃぐう っ ｚがぎく
ぅ ぁかっぅあｘ かｘくがくｘ ぐｘ えぎうぉずさｘぐえう かｘくがくｘ.

8. ｆｙぃぎぃいかが きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう がｙぃぎぐｘєぐずくそ
えぎうぉずさｘぐえｘ かｘくがくｘ (ｚがかｘ がｙぃぎぐｘєぐず‐
くそ ぎうｚえｘおう). ｗえしが ｚがかｘ かぃ がｙぃぎ‐
ぐｘєぐずくそ, ｙけあず ぉｘくえｘ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが
くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

9. Ｔくぐｘかがｚっぐず げっぉずぐぎ ｚ かｘくがく, ｚくぐｘｚうｚ‐
ざう ぇがぁが きぎｘｚうぉずかが け くきぃごっｘぉずかっ かｘ‐
きぎそおかっ. ｄっごかが ぅｘえぎけぐっぐず えぎうざえけ かｘくが‐
くｘ, きがｚぃぎぐｘぜさう つつ ぅｘ ぁがあうかかうえがｚがぜ
くぐぎっぉえがぜ.
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10. Ｔくぐｘｚぐぃ ｘｚｘぎっぇかけ ぅｘぁぉけざえけ け げっぉずぐぎ っ
ぅｘげっえくけぇぐぃ つつ, しがｙ ｚがかｘ くぐがそぉｘ おっごかが.

11. Ｙｘえぎうぇぐぃ えぎうざえけ かｘくがくｘ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ! ｂがぉう きぎうぉｘあ
きぎｘごぜє, ぐが, ぅｘぉぃいかが ｚっあ がｙぎｘかがつ
きぎがぁぎｘおう, け かｘくがくっ おがいぃ ｙけぐう ぁｘぎそさｘ
ｚがあｘ. ｅっえがぉう かぃ ｚっあえぎうｚｘぇぐぃ えぎうざえけ
かｘくがくｘ きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ おｘざうかがぜ
ごうえぉけ きぎｘかかそ, あがえう きぎうぉｘあ かぃ
ぅｘｚぃぎざうぐず ｚうえがかｘかかそ ごうえぉけ っ かぃ ｙけあぃ
きがぎがいかっお. ｉぐｘｚぉそさう かｘ おっくごぃ えぎうざえけ,
きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ｚがかｘ ｙぃぅきぃさかが
ぅｘえぎっきうぉｘくそ, ぅ ぐうお しがｙ きがきぃぎぃあうぐう
ｚうぐっえｘかかそ ｚがあう っ しがｙ あっぐう かぃ おがぁぉう つつ
ぅかそぐう.

ｏうしぃかかそ げっぉずぐぎっｚ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
ｗえしが ｚう きがおっぐうぉう, しが かｘ かｘきがｚかぃかかそ おｘ‐
ざうかう ぇあぃ ｙっぉずざぃ さｘくけ, きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう かぃ
ぅｘｙぉがえけｚｘｚくそ げっぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
1. ｇぃぎぃえぎうぇぐぃ えぎｘか, さぃぎぃぅ そえうぇ きがあｘ‐

єぐずくそ ｚがあｘ.
2. Ｔっあえぎけぐっぐず かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ ｚっあ えぎｘかｘ.
3. ｇぎがさうくぐっぐず げっぉずぐぎ ざぉｘかぁｘ ぅｘ あがきがおが‐

ぁがぜ いがぎくぐえがつ しっぐえう.
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4. Ｙかがｚけ きぎうえぎけぐっぐず ざぉｘかぁ あが えぎｘかｘ.
5. Ｔっあえぎけぐっぐず ざぉｘかぁ ｚっあ おｘざうかう. ｊぎうおｘぇ‐

ぐぃ かｘきがぁがぐがｚっ ぁｘかさっぎえけ, ｙが さｘくぐうかｘ ｚが‐
あう おがいぃ ｚうぉうぐうくそ.

6. ｇぎがさうくぐっぐず げっぉずぐぎ ざぉｘかぁｘ ぅｘ あがきがおが‐
ぁがぜ いがぎくぐえがつ しっぐえう ｘｙが ざおｘぐえｘ ぐえｘかう‐
かう.

7. ｇぎうえぎけぐっぐず ざぉｘかぁ ぅかがｚけ あが おｘざうかう っ
きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ ぅ'єあかｘかかそ ｙけぉが
かｘあっぇかうお.

8. Ｔっあえぎうぇぐぃ えぎｘか きがあｘさっ ｚがあう.
Ｙｚっぉずかぃかかそ おｘざうかう ｚっあ ｙっぉうぅかう ｚ
ｘｚｘぎっぇかうこ くうぐけｘごっそこ
ｗえしが ｚがあｘ かぃ ぅぉうｚｘєぐずくそ, ｘ ｚｘお かぃがｙこっあ‐
かが ぅｚっぉずかうぐう おｘざうかけ ｚっあ ｙっぉうぅかう, ぅぎがｙっぐず
ぐｘえ:

1. ｚうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえうІ
2. きぃぎぃえぎうぇぐぃ えぎｘか, さぃぎぃぅ そえうぇ きがあｘєぐず‐

くそ ｚがあｘІ
3. け ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ ぅｘさぃえｘぇぐぃ, きがえう

ｚがあｘ がこがぉがかぃІ
4. ｚっあえぎうぇぐぃ えぎうざえけ きがおきうІ
5. きがくぐｘｚぐぃ かｘ きっあぉがぁけ ぐｘぅ. Ｙかっおっぐず ｘｚｘ‐

ぎっぇかけ ぅｘぁぉけざえけ ぅ げっぉずぐぎｘ. Ｔがあｘ おｘє
ぅぉうぐうくそ ｚ єおかっくぐず きっあ あっєぜ くうぉう ぐそいっか‐
かそ. ｂがぉう єおかっくぐず ぅｘきがｚかうぐずくそ, ぅｘえぎうぇ‐
ぐぃ げっぉずぐぎ えぎうざえがぜ. Ｔうぉうぇぐぃ ｚがあけ ぅ
єおかがくぐっ. ｇがｚぐがぎっぐず ごっ あっつ, きがえう ｚがあｘ かぃ
きぃぎぃくぐｘかぃ ｚうぉうｚｘぐうくそІ

6. け ぎｘぅっ かぃがｙこっあかがくぐっ きぎがさうくぐっぐず きがおきけ,
そえ がきうくｘかが ｚうしぃІ

7. ぅかがｚけ きぎうえぎけぐっぐず きがおきけ っ ぅｘえぎうぇぐぃ
えぎうざえけ.

ｅぃｙぃぅきぃえｘ あっつ おがぎがぅけ
ｗえしが おｘざうかｘ くぐがつぐず け おっくごっ, あぃ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ おがいぃ がきけくえｘぐうくそ かういさぃ 0°C, あっぇぐぃ
ぐｘえ:
1. Ｔうぐそぁかっぐず ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.
2. ｇぃぎぃえぎうぇぐぃ えぎｘか, さぃぎぃぅ そえうぇ きがあｘ‐

єぐずくそ ｚがあｘ.
3. Ｔっあえぎけぐっぐず かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ.
4. ｇがくぐｘｚぐぃ かｘ きっあぉがぁけ ぐｘぅ, きがえぉｘあっぐず け

かずがぁが えっかぃごず かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ, ぅかっ‐
おっぐず ｘｚｘぎっぇかけ ぅｘぁぉけざえけ げっぉずぐぎｘ っ あｘぇ‐
ぐぃ ｚがあっ くぐぃえぐう.

5. ｇがくぐｘｚぐぃ ｘｚｘぎっぇかけ ぅｘぁぉけざえけ かｘ おっくごぃ
け げっぉずぐぎ っ きぎうえぎけぐっぐず かｘぅｘあ かｘぉうｚかうぇ
ざぉｘかぁ.

6. ｇぃぎざ かっい きがさｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ おｘ‐
ざうかがぜ ぅかがｚけ, きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあが‐
ｚうしｘ ｚうしｘ ｚっあ 0°C.

Ｔｘいぉうｚが! ｑがぎｘぅけ, えがぉう ｚう ぅぉうｚｘєぐぃ ｚがあけ
さぃぎぃぅ ざぉｘかぁ ｘｚｘぎっぇかがぁが ぅぉうｚけ, かぃがｙこっあかが
かｘぉうぐう 2 ぉっぐぎう ｚがあう け ｚっああっぉぃかかそ あぉそ
がくかがｚかがぁが きぎｘかかそ け ぉがぐえけ あがぅｘぐがぎｘ
おうぜさうこ ぅｘくがｙっｚ, ｘ きがぐっお ぅｘきけくぐうぐう
きぎがぁぎｘおけ ぅぉうｚけ. ｋ ぐｘえうぇ くきがくっｙ ｙけあぃ
ｘえぐうｚがｚｘかが きぎうくぐぎっぇ Ｗｂｆ-ｂぉｘきｘか , しが
あがぅｚがぉそє ぅｘきがｙっぁぐう くうぐけｘごっそお, ｚ そえうこ きっあ
さｘく かｘくぐけきかがぁが きぎｘかかそ さｘくぐうかｘ おうぜさがぁが
ぅｘくがｙけ ぅｘぉうざｘєぐずくそ かぃｚうえがぎうくぐｘかがぜ.

ｑが ぎがｙうぐう, えがぉう ...
Ｖぃそえっ きぎがｙぉぃおう ｚうかうえｘぜぐず さぃぎぃぅ かぃｚう‐
えがかｘかかそ きぎがくぐうこ ぅｘこがあっｚ っぅ ぐぃこかっさかがぁが がｙ‐
くぉけぁがｚけｚｘかかそ ｘｙが さぃぎぃぅ かぃあがぁぉそあІ つこ

おがいかｘ ｚうぎっざうぐう, かぃ ｚうえぉうえｘぜさう おｘぇく‐
ぐぎｘ. ｇぃぎざ かっい ぐぃぉぃげがかけｚｘぐう あが おっくごぃｚが‐
ぁが ごぃかぐぎけ ぐぃこかっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ,
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ｙけあず ぉｘくえｘ, くきぎがｙけぇぐぃ ｚうえがかｘぐう がきうくｘかっ
かういさぃ あっつ.
ｇっあ さｘく ぎがｙがぐう おｘざうかう おがいぃ おうぁがぐっぐう
さぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 , しが くｚっあ‐
さうぐず きぎが かぃくきぎｘｚかっくぐず おｘざうかう.
Ｔうぅかｘさうぐう かぃくきぎｘｚかっくぐず おｘざうかう おがいかｘ
ぅｘ えっぉずえっくぐぜ ぎｘぅっｚ おうぁがぐっかかそ えかがきえう 5 . ｗえ‐
しが えっぉずえっくぐず おうぁがぐっかず ｚっあぎっぅかそєぐずくそ ｚっあ
ぅｘぅかｘさぃかうこ かういさぃ, ごぃ くｚっあさうぐず きぎが かぃきが‐
ぉｘあえう, そえっ ｚう かぃ おがいぃぐぃ けくけかけぐう. ｋ ごずがおけ
ｚうきｘあえけ くぉっあ ぅｚぃぎかけぐうくそ あが おっくごぃｚがぁが
くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
ｅｘぐうくかっぐず があかがさｘくかが えかがきえう 4 っ 5 ぐｘ けぐ‐
ぎうおけぇぐぃ きぎがぐそぁがお あぃえっぉずえがこ くぃえけかあ. ｏぃぎ‐
ｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ぅｘきｘぉうぐずくそ かｘ
えがぎがぐえうぇ さｘく, そえ がきうくｘかが (ぅぃぉぃかぃ くｚっぐぉが
かぃ ｙぃぎぃぐずくそ あが けｚｘぁう):
• 4 おうぁがぐっかかそ = їｇぎｘぉずかｘ おｘざうかｘ かぃ ぅｘ‐

きけくえｘєぐずくそ» , がぅかｘぇがおぐぃくず っぅ ｚっあきがｚっあ‐

かうおう ｚｘぎっｘかぐｘおう ｚ えがぉがかごっ їｄがいぉうｚｘ
きぎうさうかｘ/ｈっざぃかかそ» ぐｘ ぅｘかがｚが ぅｘきけくぐっぐず
きぎがぁぎｘおけ.

• 1 おうぁがぐっかかそ = їｄｘざうかｘ かぃ かｘきがｚ‐
かぜєぐずくそ ｚがあがぜ» , がぅかｘぇがおぐぃくず ぅ ｚっあきが‐
ｚっあかうおう ｚｘぎっｘかぐｘおう ｚ えがぉがかごっ їｄがいぉう‐
ｚｘ きぎうさうかｘ/ｈっざぃかかそ» ぐｘ ぅｘかがｚが ぅｘきけ‐
くぐっぐず きぎがぁぎｘおけ.

• 2 おうぁがぐっかかそ = їｄｘざうかｘ かぃ ぅぉうｚｘє ｚがあけ
っ/ｘｙが かぃ きぎｘごぜє ｚっあいうおｘかかそ» , がぅ‐
かｘぇがおぐぃくそ ぅ ｚっあきがｚっあかうおう ｚｘぎっｘかぐｘおう
ｚ えがぉがかごっ їｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ/ｈっざぃか‐
かそ» ぐｘ ぅｘかがｚが ぅｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ.

ｇっくぉそ けくけかぃかかそ きぎがｙぉぃおう かｘぐうくかっぐず
えかがきえけ 5 あぉそ ぅｘきけくえけ きぎがぁぎｘおう. ｗえしが ｚう
ｚくぃ きぃぎぃｚっぎうぉう, ｘ きぎがｙぉぃおｘ かぃ けくけｚｘєぐず‐
くそ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが おっくごぃｚがぁが ごぃかぐぎけ ぐぃこ‐
かっさかがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ/くきがくっｙ けくけかぃかかそ

ｇぎｘぉずかｘ おｘざうかｘ かぃ ぅｘきけ‐
くえｘєぐずくそ:

Ｖｚぃぎごそぐｘ かぃ ｙけぉう ぅｘえぎうぐっ (さぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉう‐
おｘє).
• ｑっぉずかが ぅｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.
Ｔうぉえｘ かぃ ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ かｘぉぃいかうお さうかがお.
• Ｔくぐｘｚぐぃ ｚうぉえけ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
ｋ ぎがぅぃぐごっ かぃおｘє くぐぎけおけ.
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ くきぎｘｚかっくぐず あがおｘざかずがつ ぃぉぃえぐぎがきぎがｚがあえう.
ｇぃぎぃぁがぎっｚ ぅｘきがｙっいかうえ.
• Ｙｘおっかっぐず ぅｘきがｙっいかうえ.
ｇぃぎぃおうえｘさ きぎがぁぎｘお ｚくぐｘかがｚぉぃかが かぃきぎｘｚうぉずかが, っ えかがきえｘ 5 かぃ
かｘぐうくかけぐｘ.
• ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ っ ぅかがｚけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ 5 .
ｆｙぎｘかが げけかえごっぜ "Ｔっあえぉｘあぃかうぇ きけくえ".
• ｗえしが ｙっぉうぅかけ かぃがｙこっあかが ｚうきぎｘぐう かぃぁｘぇかが, くえｘくけぇぐぃ "Ｔっあえぉｘ‐

あぃかうぇ きけくえ".

ｄｘざうかｘ かぃ かｘきがｚかぜєぐずくそ
ｚがあがぜ:

ｂぎｘか きがあｘさっ ｚがあう ぅｘえぎうぐうぇ (さぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉう‐
おｘє).
• Ｔっあえぎうぇぐぃ えぎｘか きがあｘさっ ｚがあう.
ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃぐうくかけぐうぇ ｘｙが きぃぎぃえぎけさぃかうぇ (さぃぎｚがかうぇ
っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉうおｘє).
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ きっあ'єあかｘかかそ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｙｘｙぉがえがｚｘかうぇ げっぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ (さぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ
えかがきえう 5 ｙぉうおｘє).
• ｇぎがさうくぐずぐぃ げっぉずぐぎ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｖｚぃぎごそぐｘ かぃ ぅｘえぎうぐっ かｘぉぃいかうお さうかがお (さぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ
えかがきえう 5 ｙぉうおｘє).
• ｑっぉずかが ぅｘえぎうぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ.

ｄｘざうかｘ ぅｘきがｚかぜєぐずくそ ｚが‐
あがぜ, っ ｚがあｘ ｚっあぎｘぅけ ぅぉうｚｘєぐず‐
くそ:

ｂっかぃごず ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ ぎがぅぐｘざがｚｘかうぇ かｘあぐが かうぅずえが.
• Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ｚっあきがｚっあかがぁが おっくごそ け ぎがぅあっぉっ "Ｙぉうｚｘかかそ ｚがあう".
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ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ/くきがくっｙ けくけかぃかかそ

ｄｘざうかｘ かぃ ぅぉうｚｘє ｚがあけ っ/ｘｙが
かぃ きぎｘごぜє ｚっあいうお:

Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃぐうくかけぐうぇ ｘｙが きぃぎぃえぎけさぃかうぇ (さぃぎｚがかうぇ っか‐
あうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉうおｘє).
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ きぎｘｚうぉずかっくぐず きっあ'єあかｘかかそ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
Ｙｘくおっぐうｚくそ げっぉずぐぎ ぅぉうｚけ (さぃぎｚがかうぇ っかあうえｘぐがぎ えかがきえう 5 ｙぉう‐
おｘє).
• ｇがさうくぐずぐぃ げっぉずぐぎ.
Ｔくぐｘかがｚぉぃかが げけかえごっぜ ｘｙが きぎがぁぎｘおけ, きっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ そえがつ
ｚがあｘ ぅｘぉうざｘєぐずくそ ｚ ｙｘえけ ｘｙが そえｘ きぎがきけくえｘє ｚくっ げｘぅう ｚっあいうおけ.
• Ｔくぐｘかがｚっぐず きぎがぁぎｘおけ ぅぉうｚけ ｘｙが ｚっあいうおけ.
Ｓっぉうぅかｘ かぃぎっｚかがおっぎかが ぎがぅきがあっぉぃかｘ きが ｙｘぎｘｙｘかけ.
• ｇぃぎぃぎがぅきがあっぉっぐず ｙっぉうぅかけ ｚぎけさかけ.

ｅｘ きっあぉがぅっ - ｚがあｘ:

Ｔうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ ぅｘｙｘぁｘぐが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｘｙが おうぜさうぇ ぅｘくっｙ
かぃ きっあこがあうぐず (けぐｚがぎぜєぐずくそ ぅｘｙｘぁｘぐが きっかう).
• Ｙおぃかざぐぃ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｘｙが ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ っか‐

ざうぇ.
ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう かぃ きっあぐっえｘぜぐず えぎっきぉぃかかそ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ. ｎぃ
かぃ ぅｘｚいあう ぉぃぁえが きがｙｘさうぐう, がくえっぉずえう ｚがあｘ ぐぃさぃ ざぉｘかぁがお ｚかうぅІ
きぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ざぉｘかぁ かぃ ｚがぉがぁうぇ.
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ きっあ'єあかｘかかそ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.
ｇがざえがあいぃかが ぅぉうｚかうぇ ｘｙが かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ.
• Ｙｘおっかっぐず ぇがぁが かｘ かがｚうぇ.
ｅｘ げっぉずぐぎ かぃ ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ ｘｚｘぎっぇかｘ ぅｘぁぉけざえｘ ｘｙが げっぉずぐぎ かぃ
ｙけｚ きぎｘｚうぉずかが きぎうぁｚうかさぃかうぇ きっくぉそ さうしぃかかそ.
• ｋくぐｘかがｚっぐず ｘｚｘぎっぇかけ ぅｘぁぉけざえけ かｘ げっぉずぐぎ ｘｙが きがｚかっくぐぜ きぎう‐

ぁｚうかぐっぐず げっぉずぐぎ.

ｅぃぅｘあがｚっぉずかっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう
きぎｘかかそ:

Ｔうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ かｘあぐが おｘぉが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｘｙが おうぜさうぇ
ぅｘくっｙ かぃ きっあこがあうぐず.
• Ｙｙっぉずざぐぃ えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｘｙが ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ っか‐

ざうぇ.
ｅぃきっああｘぐぉうｚっ きぉそおう かぃ ｙけぉう がｙぎがｙぉぃかっ あが きがさｘぐえけ きぎｘかかそ.
• ｆｙぎがｙぉそぇぐぃ かぃきっああｘぐぉうｚっ きぉそおう きぉそおがｚうｚっあかうえがお.
Ｔくぐｘかがｚぉぃかが かぃきぎｘｚうぉずかうぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎかうぇ ぎぃいうお.
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう きぎｘｚうぉずかけ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ｚう ｚくぐｘかがｚうぉう.
Ｙｘｚｘかぐｘいぃかが ぅｘｙｘぁｘぐが ｙっぉうぅかう.
• Ｙおぃかざぐぃ えっぉずえっくぐず ぅｘｚｘかぐｘいけｚｘかがつ ｙっぉうぅかう.

Ｖｚぃぎごそぐｘ かぃ ｚっあえぎうｚｘぜぐずくそ:

Ｔうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう しぃ かぃ ぅｘｚぃぎざうぉがくそ.
• Ｙｘさぃえｘぇぐぃ, きがえう ぅｘｚぃぎざうぐずくそ ごうえぉ きぎｘかかそ.
Ｙｘおがえ あｚぃぎごそぐ しぃ かぃ ぎがぅｙぉがえけｚｘｚくそ.
• Ｙｘさぃえｘぇぐぃ あぃえっぉずえｘ こｚうぉうか, きぃぎざ かっい ｚっあえぎうぐう あｚぃぎごそぐｘ.
ｋ ｙｘぎｘｙｘかっ - ｚがあｘ.
• ｑがｙ ぅぉうぐう ｚがあけ, ぅｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ ぅぉうｚけ ｘｙが ｚっあいうおけ.

ｄｘざうかｘ かｘあぐが くうぉずかが ｚっｙぎけє
ｘｙが ざけおうぐず:

ｅぃ ｚうあｘぉぃかっ ぁｚうかぐう, しが ぅｘくぐがくがｚけｚｘぉうくそ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけ‐
ｚｘかかそ, ぐｘ きｘえけｚｘぉずかうぇ おｘぐぃぎっｘぉ.
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ きぎｘｚうぉずかっくぐず けくぐｘかがｚえう おｘざうかう.
ｅぃきぎｘｚうぉずかが ｚっあぎぃぁけぉずがｚｘかっ がきがぎかっ かっいえう
• ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう きぎｘｚうぉずかが ｚうぎっｚかそかが おｘざうかけ.
Ｓっぉうぅかｘ かぃぎっｚかがおっぎかが ぎがぅきがあっぉぃかｘ きが ｙｘぎｘｙｘかけ.
• ｇぃぎぃぎがぅきがあっぉっぐず ｙっぉうぅかけ ｚぎけさかけ.
ｄがいぉうｚが, ｙっぉうぅかう け ｙｘぎｘｙｘかっ ぅｘおｘぉが.
• Ｙｘえぉｘあっぐず ｙっぉずざぃ ｙっぉうぅかう.
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ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ/くきがくっｙ けくけかぃかかそ

Ｔっあいうお ぎがぅきがさうかｘєぐずくそ ぅ ぅｘ‐
ぐぎうおえがぜ ｘｙが おｘざうかｘ かぃ ｚっあ‐
いうおｘє:

ｉきぎｘごぜｚｘｚ ぃぉぃえぐぎがかかうぇ きぎうぉｘあ ｚうそｚぉぃかかそ かぃぅｙｘぉｘかくがｚｘかが‐
くぐっ さぃぎぃぅ ぐぃ, しが ｙっぉうぅかｘ かぃぎっｚかがおっぎかが ぎがぅきがあっぉぃかｘ きが ｙｘぎｘｙｘ‐
かけ. Ｓっぉうぅかｘ きぃぎぃぎがぅきがあっぉそєぐずくそ ざぉそこがお がｙぃぎぐｘかかそ ｙｘぎｘｙｘかｘ
け ぅｚがぎがぐかがおけ かｘきぎそおっ. ｎぃ おがいぃ きがｚぐがぎぜｚｘぐうくそ えっぉずえｘ ぎｘぅっｚ,
あがえう あうくｙｘぉｘかく かぃ ぅかうえかぃ っ かがぎおｘぉずかうぇ ｚっあいうお かぃ ぎがぅきがさ‐
かぃぐずくそ ぅかがｚけ. ｗえしが さぃぎぃぅ 10 こｚうぉうか ｙっぉうぅかｘ ｚくぃ しぃ ぎがぅきがあっ‐
ぉぃかｘ け ｙｘぎｘｙｘかっ かぃぎっｚかがおっぎかが, おｘざうかｘ かぃ ｚっあいうおｘぐうおぃ つつ. ｋ
ごずがおけ ｚうきｘあえけ きぃぎぃぎがぅきがあっぉっぐず ｙっぉうぅかけ ｚぎけさかけ っ ぅｘきけくぐっぐず きぎが‐
ぁぎｘおけ ｚっあいうおけ.
• ｇぃぎぃぎがぅきがあっぉっぐず ｙっぉうぅかけ ｚぎけさかけ.
Ｙｘｚｘかぐｘいぃかかそ ぅｘかｘあぐが おｘぉぃ.
• Ｖがあｘぇぐぃ ｙっぉずざぃ ｙっぉうぅかう, きぃぎぃぎがぅきがあっぉっぐず ｙっぉうぅかけ ｚぎけさかけ っ

ぅｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ ｚっあいうおけ.

ｄｘざうかｘ ｚうあｘє かぃぅｚうさｘぇかうぇ
ざけお:

ｄｘざうかｘ がくかｘしぃかｘ あｚうぁけかがお かがｚがぁが ぐうきけ, そえうぇ ｚうあｘє かぃぅｚう‐
さｘぇかうぇ ざけお, そえしが ぇがぁが きがぎっｚかぜｚｘぐう ぅ ぐぎｘあうごっぇかうおう あｚうぁけかｘ‐
おう. ｎぃぇ かがｚうぇ あｚうぁけか ぅｘｙぃぅきぃさけє きぉｘｚかうぇ ぅｘきけくえ ぐｘ ｙっぉずざ ぎっｚ‐
かがおっぎかうぇ ぎがぅきがあっぉ ｙっぉうぅかう け ｙｘぎｘｙｘかっ きっあ さｘく ｚっあいうおけ, ｘ ぐｘえがい
きっあｚうしぃかけ くぐｘｙっぉずかっくぐず おｘざうかう.

ｋ ｙｘぎｘｙｘかっ かぃ ｚうあかが ｚがあう:
ｄｘざうかう, ｚうぁがぐがｚぉぃかっ ぅｘ くけさｘくかうおう ぐぃこかがぉがぁっそおう, きぎｘごぜぜぐず
あけいぃ ぃえがかがおっさかが, ｚうえがぎうくぐがｚけぜさう かぃｚぃぉうえけ えっぉずえっくぐず ｚがあう, しが
かぃ ｚきぉうｚｘє かぃぁｘぐうｚかが かｘ つこかぜ きぎがあけえぐうｚかっくぐず.

ｗえしが ｚう かぃ おがいぃぐぃ っあぃかぐうげっえけｚｘぐう さう
けくけかけぐう きぎがｙぉぃおけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くぃぎｚっく‐
かがぁが ごぃかぐぎけ. ｇぃぎざ かっい ぐぃぉぃげがかけｚｘぐう,
ぅｘかがぐけぇぐぃ おがあぃぉず, くぃぎっぇかうぇ かがおぃぎ ぐｘ あｘ‐
ぐけ きぎうあｙｘかかそ おｘざうかう 届 ごそ っかげがぎおｘごっそ
かぃがｙこっあかｘ くぃぎｚっくかがおけ ごぃかぐぎけ.

Mod. ... ... ...

Prod. No. ... ... ...

         Ser. No. ... ... ...

M
o
d
. 
..
. 
..
. 
..
.

P
ro

d
. 
N

o
. 
..
. 
..
. 
..

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

e
r.
 N

o
. 
..
. 
..
. 
..
.

ｊぃこかっさかっ あｘかっ
ｈがぅおっぎう ｐうぎうかｘ

Ｔうくがぐｘ
Ｕぉうｙうかｘ

60 くお
85 くお
44 くお

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ぃぉぃえぐぎがおぃ‐
ぎぃいっ

Ｉかげがぎおｘごっそ きぎが ぃぉぃえぐぎうさかっ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう かｘｚぃあぃかｘ かｘ ぐｘ‐
ｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう, ぎがぅぐｘざがｚｘかっぇ かｘ ｚかけぐぎっざかずがおけ
がｙがあっ あｚぃぎごそぐ おｘざうかう.

ｊうくえ け くうくぐぃおっ ｚがあがきがくぐｘさｘか‐
かそ

ｄっかっおけお
ｄｘえくうおけお

0,05 ｄｇｘ
0,8 ｄｇｘ

ｄｘえくうおｘぉずかぃ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ Ｓｘｚがｚかｘ 6 えぁ
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ｐｚうあえっくぐず ｚっあいうおけ ｄｘえくうおけお 800がｙ./こｚ. (БУП86110У)
1000 がｙ./こｚ. (БУП106110У)

ｇがえｘぅかうえう くきがいうｚｘかかそ
ｇぎがぁぎｘおｘ ｉきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえ‐

ぐぎがぃかぃぎぁっつ (えＴぐ·ぁがあ)
ｉきがいうｚｘかかそ ｚがあう (け

ぉっぐぎｘこ)
ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう

(ｚ こｚうぉうかｘこ)
Ｓっぉｘ ｙｘｚがｚかｘ 90° 2.10 62

ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ ぐぎうｚｘ‐
ぉっくぐず ｚうえがかｘかかそ きぎが‐
ぁぎｘお, きがあうｚっぐずくそ かｘ

あうくきぉぃぇ かｘ きｘかぃぉっ えぃ‐
ぎけｚｘかかそ.

Ｓｘｚがｚかｘ 60° 1.30 59
Ｓｘｚがｚかｘ Ｗｂｆ 60° 1) 1.02 45
Ｓｘｚがｚかｘ 40° 0.75 59
ｉうかぐぃぐうえｘ 40° 0.50 45
Ｖぃぉっえｘぐかぃ 40° 0.55 55
Ｔがｚかｘ/ ｈけさかぃ きぎｘかかそ
30°

0.30 50

1) "Ｓｘｚがｚかｘ Ｗえが" きぎう 60°C っぅ ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそお 6 えぁ - くぐｘかあｘぎぐかｘ きぎがぁぎｘおｘ あぉそ あｘかうこ, ｚえｘぅｘかうこ かｘ そぎぉうえけ
ぃかぃぎぁがくきがいうｚｘかかそ ｚっあきがｚっあかが あが くぐｘかあｘぎぐっｚ ЄБC 92/75.

ｅｘｚぃあぃかっ け ごっぇ ぐｘｙぉうごっ あｘかっ しがあが くきがいうｚｘかかそ くぉっあ ｚｚｘいｘぐう くけぐが っかあうえｘぐうｚかうおう,
がくえっぉずえう くきがいうｚｘかかそ おがいぃ ぅおっかぜｚｘぐうくそ, ぅｘぉぃいかが ｚっあ えっぉずえがくぐっ ぐｘ ぐうきけ ｙっぉうぅかう,
ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ｚがあう, しが きがあｘєぐずくそ, ぐｘ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
ｈがぅきｘえがｚけｚｘかかそ
ｇぃぎざ かっい きがさうかｘぐう えがぎうくぐけｚｘぐうくそ おｘざう‐
かがぜ, かぃがｙこっあかが ｚうあｘぉうぐう ｚくっ ぁｚうかぐう, しが
ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぉうくそ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけ‐
ｚｘかかそ, っ きｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう.
ｈｘあうおが ぅｙぃぎっぁｘぐう ｚくっ きぎうくぐがくけｚｘかかそ, そえっ
ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぉうくそ きっあ さｘく ぐぎｘかくきがぎぐけ‐
ｚｘかかそ, しがｙ つこ おがいかｘ ｙけぉが ぅかがｚけ ｚくぐｘかが‐
ｚうぐう, そえしが おｘざうかけ えがぉう-かぃｙけあず あがｚぃ‐
あぃぐずくそ ぅかがｚけ きぃぎぃｚがぅうぐう.
1. Ｔうあｘぉうｚざう ｚくぃ きｘえけｚｘかかそ, がｙぃぎぃいかが

きがえぉｘあっぐず おｘざうかけ かｘ ぅｘあかぜ くぐっかえけ,
しがｙ ぅかそぐう きがぉっくぐうぎがぉずかけ きっあくぐｘｚえけ ぅ
つつ かういかずがつ さｘくぐうかう.

2. Ｙかっおっぐず ぃぉぃえぐぎうさかうぇ えｘｙぃぉず っ ぅぉうｚかうぇ
ざぉｘかぁ ぅ げっえくｘぐがぎっｚ かｘ ぅｘあかっぇ くぐっかごっ おｘ‐
ざうかう.
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3. Ｔっあえぎけぐっぐず ぐぎう ぁｚうかぐう.

4. Ｔうぐそぁかっぐず ｚっあきがｚっあかっ きぉｘくぐうえがｚっ ぎがぅ‐
きっぎえう.

5. Ｔくぐｘｚぐぃ ｚ かぃｚぃぉうえうぇ ｚぃぎこかっぇ がぐｚっぎ ぐｘ
け あｚｘ ｙっぉずざっ がぐｚがぎう ｚっあきがｚっあかっ ぅｘぁぉけざ‐
えう, そえっ きがくぐｘさｘぜぐずくそ け きｘえぃぐっ ぅ っかくぐぎけえ‐
ごっєぜ.

Ｔくぐｘかがｚぉぃかかそ
Ｔくぐｘかがｚっぐず おｘざうかけ かｘ ぎっｚかけ ぐｚぃぎあけ きっあ‐
ぉがぁけ. ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きがｚっぐぎそ おがぁ‐
ぉが ｚっぉずかが ごうぎえけぉぜｚｘぐう あがｚえがぉｘ おｘざうかう,
しがｙ ごずがおけ かぃ ぅｘｚｘいｘぉう えうぉうおう, あがぎっいえう
ぐがしが. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう かぃ くぐうえｘєぐずくそ おｘざう‐
かｘ ぅっ くぐっかがぜ ｘｙが っかざうおう さｘくぐうかｘおう えけこかっ.
Ｔうぎっｚかそぇぐぃ きぎｘぉずかけ おｘざうかけ, ぅおっかぜぜさう
ｚうくがぐけ かっいがえ. Ｔうくがぐけ かっいがえ おがいぃ ｙけぐう
くえぉｘあかが えがぎうぁけｚｘぐう, ｙが ｚがかう おｘぜぐず くｘ‐
おがｙぉがえけｚｘぉずかけ ぁｘぇえけ, ｘぉぃ おｘざうかけ ｅＷ‐
ｆＳｍＩＶｅｆ  ｚうぎっｚかそぐう, しがｙ ｚがかｘ くぐがそぉｘ
くぐｘｙっぉずかが. ｗえしが きがぐぎっｙかが, きぃぎぃｚっぎぐぃ ぅｘ
あがきがおがぁがぜ くきうぎぐがｚがぁが ぎっｚかそ. ｂがぎうぁけｚｘか‐
かそ おがいかｘ ｚうえがかけｚｘぐう ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぁｘєさ‐
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かがぁが えぉぜさｘ. ｊがさかぃ ｚうぎっｚかぜｚｘかかそ きがきぃ‐
ぎぃあいｘє ｚっｙぎｘごっぜ, ざけお ぐｘ きぃぎぃおっしぃかかそ
おｘざうかう きっあ さｘく ぎがｙがぐう.

ｆｙぃぎぃいかが! ｅっえがぉう かぃ きっあえぉｘあｘぇぐぃ きっあ
おｘざうかけ えｘぎぐがか, あぃぎぃｚが ｘｙが っかざっ
ｘかｘぉがぁっさかっ おｘぐぃぎっｘぉう, しがｙ ｚうぎっｚかそぐう
かぃぎっｚかがくぐっ きっあぉがぁう.

ｇがあｘさｘ ｚがあう
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ! ｄｘざうかけ かぃがｙこっあかが
きっあ'єあかｘぐう あが ぐぎけｙう こがぉがあかがぁが
ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.

1. ｇっあ'єあかｘぇぐぃ かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ, しが ｚこが‐
あうぐず ｚ えがおきぉぃえぐ おｘざうかう, あが えぎｘかｘ ぅｘ
あがきがおがぁがぜ ぎっぅずｙう かｘ 3/4 あぜぇおｘ. Ｙｘｚ‐
いあう ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ざぉｘかぁ, そえうぇ きが‐
くぐｘさｘєぐずくそ ぎｘぅがお っぅ おｘざうかがぜ.

Ｔｘいぉうｚが! ｅぃ えがぎうくぐけぇぐぃくそ ぅ おぃぐがぜ
きっあ'єあかｘかかそ きぎうぉｘあけ あが ｚがあがきぎがｚがあけ
ざぉｘかぁがお ｚっあ ｚｘざがつ きがきぃぎぃあかずがつ おｘざうかう.

2. Ｉかざうぇ えっかぃごず かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ, そえうぇ
きっあ'єあかけєぐずくそ あが おｘざうかう, おがいかｘ きが‐
ｚぃぎかけぐう, そえ きがえｘぅｘかが かｘ おｘぉぜかえけ.
ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ かぃ きがｚうかぃか っぐう あがかう‐
ぅけ.
ｇがｚぃぎかっぐず ざぉｘかぁ け きぎｘｚうぇ ｘｙが ぉっｚうぇ
ｙっえ, ぅｘぉぃいかが ｚっあ おっくごぃぎがぅぐｘざけｚｘかかそ
ｚがあがきぎがｚっあかがぁが えぎｘかｘ.

3. Ｔくぐｘかがｚっぐず ざぉｘかぁ け きぎｘｚうぉずかぃ きがぉが‐
いぃかかそ, がくぉｘｙうｚざう えぎけぁがｚけ ぁｘぇえけ.
Ｔくぐｘかがｚうｚざう かｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ, かぃ ぅｘ‐
ｙけあずぐぃ ぅかがｚけ ぅｘぐそぁかけぐう えぎけぁがｚけ ぁｘぇえけ,
しがｙ きがきぃぎぃあうぐう きっあぐっえｘかかそ ｚがあう.

ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ かｘぎがしけｚｘぐう かぃおがいかｘ.
ｗえしが ｚっか ぅｘえがぎがぐえうぇ っ ｚう かぃ こがさぃぐぃ きぃぎぃ‐
くけｚｘぐう えぎｘか, ｚｘお くぉっあ きぎうあｙｘぐう かがｚうぇ あが‐
ｚざうぇ ざぉｘかぁ, くきぃごっｘぉずかが ぎがぅぎｘこがｚｘかうぇ
かｘ ぐｘえぃ ぅｘくぐがくけｚｘかかそ.
Ｔｘいぉうｚが! ｇぃぎざ かっい きっあ'єあかけｚｘぐう おｘざうかけ
あが かがｚうこ ぐぎけｙ ｘｙが ぐぎけｙ, そえうおう ｚきぎがあがｚい
あぃそえがぁが さｘくけ かぃ えがぎうくぐけｚｘぉうくそ, ぅぉうぇぐぃ
きぃｚかけ えっぉずえっくぐず ｚがあう, しがｙ ぅｚっぉずかうぐう
ぐぎけｙけ ｚっあ ｙけあず-そえがぁが くおっぐぐそ, そえぃ おがぁぉが ｚ
かっぇ ぅっｙぎｘぐうくそ.
Ｙぉうｚ
ｂっかぃごず ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ おがいかｘ ぎがぅぐｘざが‐
ｚけｚｘぐう ぐぎずがおｘ くきがくがｙｘおう.
• ａがぁが おがいかｘ きがｚっくうぐう かｘ えぎｘぇ ぎｘえがｚうかう

ぅｘ あがきがおがぁがぜ きぉｘくぐうえがｚがぁが くきぎそおが‐
ｚけぜさがぁが きぎうくぐぎがぜ, しが ｚこがあうぐず け えがお‐
きぉぃえぐ きがくぐｘｚえう おｘざうかう. ｋ ごずがおけ ぎｘぅっ
きがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ えっかぃごず かぃ おっぁ ｚう‐
きｘくぐう, えがぉう おｘざうかｘ ぅぉうｚｘぐうおぃ ｚがあけ.
ｎずがぁが おがいかｘ あがくそぁぐう, きぎうｚ'そぅｘｚざう ぇが‐
ぁが あが えぎｘかｘ ぅｘ あがきがおがぁがぜ おがぐけぅえう ｘｙが
きぎうえぎっきうｚざう あが くぐっかう.
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• ａがぁが おがいかｘ ｚくぐｘｚうぐう け ｚっあぁｘぉけいぃかかそ
くうげがかｘ ぎｘえがｚうかう. ｎぃ ｚっあぁｘぉけいぃかかそ
おｘє ぎがぅぐｘざがｚけｚｘぐうくそ ｚうしぃ くうげがかｘ.
Ｔうくがぐｘ おっくごそ きっあえぉぜさぃかかそ おｘє ｙけぐう かぃ
おぃかざぃ 60 くお ｚっあ きっあぉがぁう.

• ａがぁが おがいかｘ きっあ'єあかｘぐう ｙぃぅきがくぃぎぃあかずが
あが ぅぉうｚかがつ ぐぎけｙう  かｘ ｚうくがぐっ かぃ おぃかざぃ
60 くお っ かぃ ｙっぉずざぃ 90 くお. ｂっかぃごず ぅぉうｚ‐
かがぁが ざぉｘかぁｘ おｘє ぅｘｚいあう ｚぃかぐうぉぜｚｘぐう‐
くそ, ぐがｙぐが ｚかけぐぎっざかっぇ あっｘおぃぐぎ ぅぉうｚかがつ
ぐぎけｙう おｘє ｙけぐう ｙっぉずざうお ｚっあ ぅがｚかっざかずが‐
ぁが あっｘおぃぐぎｘ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ. Ｙぉうｚかうぇ
ざぉｘかぁ かぃ おがいかｘ きぃぎぃぁうかｘぐう.

Ｖがｚいうかけ ぅぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ おがいかｘ かｘぎがしけｚｘぐう おｘえくうおけお あが 4 おぃぐぎっｚ. Ｖがあｘぐえがｚうぇ
ぅぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ っ ぅ'єあかけｚｘぉずかけ あぃぐｘぉず おがいかｘ きぎうあｙｘぐう け おっくごぃｚがおけ ｎぃかぐぎっ ぐぃこかっさ‐
かがぁが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ
Ｉかげがぎおｘごっそ きぎが ぃぉぃえぐぎうさかっ こｘぎｘえぐぃぎう‐
くぐうえう かｘｚぃあぃかｘ かｘ ぐｘｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかうおう
あｘかうおう, ぎがぅぐｘざがｚｘかっぇ かｘ ｚかけぐぎっざかずがおけ
がｙがあっ あｚぃぎごそぐ おｘざうかう.
ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ ｚ ぐがおけ, しが ぃぉぃえぐぎがきぎが‐
ｚがあえｘ, ｚくぐｘかがｚぉぃかｘ け ｚｘく けあがおｘ, ｚうぐぎう‐
おけє おｘえくうおｘぉずかぃ かぃがｙこっあかぃ かｘｚｘかぐｘ‐
いぃかかそ, ｚぎｘこがｚけぜさう ぐｘえがい っかざっ きぎうぉｘあう,
そえうおう ｚう えがぎうくぐけєぐぃくそ.

ｇっあえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ あが ぅｘぅぃおぉぃかがつ
ぎがぅぃぐえう.

Ｔうぎがｙかうえ かぃ ｚっあきがｚっあｘє ぅｘ
きがざえがあいぃかかそ っ ぐぎｘｚおう, ｚうえぉうえｘかっ
かぃあがぐぎうおｘかかそお かｘｚぃあぃかがぁが ｚうしぃ
きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかっえう ｙぃぅきぃえう.
ｇがあｙｘぇぐぃ, しがｙ きっくぉそ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ
おｘざうかう あが えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃかかそ ｙけｚ
ｚっぉずかうぇ あがくぐけき.
ｗえしが えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ かぃがｙこっあかが
ぅｘおっかうぐう, ぅｚぃぎぐｘぇぐぃくそ あが げｘこっｚごっｚ
かｘざがぁが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

ｆこがぎがかｘ あがｚえっぉぉそ
ｎぃぇ    くうおｚがぉ かｘ ｚうぎがｙっ ｘｙが かｘ ぇがぁが
けきｘえがｚごっ きがぅかｘさｘє, しが ぅ かうお かぃ おがいかｘ

きがｚがあうぐうくそ, そえ っぅ きがｙけぐがｚうお くおっぐぐそお.
Ｙｘおっくぐず ごずがぁが ぇがぁが かぃがｙこっあかが きがｚぃぎかけぐう
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あが ｚっあきがｚっあかがぁが きけかえぐけ ぅｙがぎけ あぉそ
きぃぎぃぎがｙえう ぃぉぃえぐぎうさかがぁが ぐｘ
ぃぉぃえぐぎがかかがぁが がｙぉｘあかｘかかそ.
Ｙｘｙぃぅきぃさけぜさう かｘぉぃいかけ きぃぎぃぎがｙえけ ごずがぁが
ｚうぎがｙけ, Ｔう あがきがおｘぁｘєぐぃ きがきぃぎぃあうぐう
きがぐぃかごっぇかっ かぃぁｘぐうｚかっ かｘくぉっあえう あぉそ
かｘｚえがぉうざかずがぁが くぃぎぃあがｚうしｘ ぐｘ ぅあがぎがｚ’そ
ぉぜあうかう, そえっ おがぁぉう ｙう ｚうかうえかけぐう ぅｘ けおがｚ
かぃかｘぉぃいかがぁが きがぅｙｘｚぉぃかかそ ｚっあ ごずがぁが
ｚうぎがｙけ. ｑがｙ がぐぎうおｘぐう あぃぐｘぉずかっざけ
っかげがぎおｘごっぜ くぐがくがｚかが きぃぎぃぎがｙえう ごずがぁが
ｚうぎがｙけ, ぅｚぃぎかっぐずくそ あが くｚがぁが おっくごぃｚがぁが
がげっくけ, Ｔｘざがつ くぉけいｙう けぐうぉっぅｘごっつ ｘｙが あが
おｘぁｘぅうかｘ, あぃ Ｔう きぎうあｙｘぉう ごぃぇ ｚうぎっｙ.
ｇｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう
ｄｘぐぃぎっｘぉう, きがぅかｘさぃかっ くうおｚがぉがお  , きっあ‐
ぉそぁｘぜぐず ｚぐがぎうかかっぇ きぃぎぃぎがｙごっ.
>МБЇ=きがぉっぃぐうぉぃか
>МПЇ=きがぉっくぐうぎがぉ
>ММЇ=きがぉっきぎがきっぉぃか
ｎぃ がぅかｘさｘє, しが ｚがかう おがいけぐず ｙけぐう ｚっあ‐
きぎｘｚぉぃかっ かｘ きぃぎぃぎがｙえけ, そえしが つこ けぐうぉっぅけ‐

ｚｘぐう かｘぉぃいかうお さうかがお っ ぅっｙぎｘぐう け ｚっあきが‐
ｚっあかっ えがかぐぃぇかぃぎう.
Ｗえがぉがぁっさかっ ぎぃえがおぃかあｘごっつ
ｑがｙ ぅｘがしｘあうぐう ｚがあけ, ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっぜ ぐｘ
ぅｘあぉそ ぅｙぃぎぃいぃかかそ あがｚえっぉぉそ, ぎぃえがおぃか‐
あけєおが あがぐぎうおけｚｘぐうくそ ぐｘえうこ きがぎｘあ:
• Ｓっぉうぅかけ ぅ くぃぎぃあかっお くぐけきぃかぃお ぅｘｙぎけあ‐

かぃかがくぐっ おがいかｘ きぎｘぐう ｙぃぅ きがきぃぎぃあかずがぁが
きぎｘかかそІ ぅｘｚあそえう ごずがおけ ｚう ぅｘがしｘあうぐぃ
おうぜさうぇ ぅｘくっｙ, ｚがあけ ぐｘ さｘく (っ ごぃ くきぎうそ‐
ぐうおぃ ぐｘえがい ぅｘこうくぐけ あがｚえっぉぉそ!).

• ｄｘざうかｘ きぎｘごぜє ぃえがかがおっさかっざぃ, えがぉう つつ
ぅｘｚｘかぐｘいけぜぐず きがｚかっくぐぜ.

• Ｙｘくぐがくけｚｘｚざう ｚっあきがｚっあかけ きがきぃぎぃあかぜ
がｙぎがｙえけ, おがいかｘ ｚうあｘぉうぐう きぉそおう ぐｘ
あぃそえっ ぅｘｙぎけあかぃかかそІ きっくぉそ ごずがぁが ｙっぉうぅかけ
おがいかｘ きぎｘぐう け かうぅずえがぐぃおきぃぎｘぐけぎかがおけ
ぎぃいうおっ.

• Ｔっあおっぎぜぇぐぃ きがぎがざがえ ぅ けぎｘこけｚｘかかそお
いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう, くぐけきぃかぜ ぅｘｙぎけあかぃかが‐
くぐっ ぐｘ えっぉずえがくぐっ ｙっぉうぅかう, そえｘ きぎｘぐうおぃぐず‐
くそ.
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