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1. ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ
2. ｉえがぎがくぐず がぐいうおｘ
3. Ｖがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえごうう

4. Ｙｘあぃぎいえｘ きけくえｘ
5. Ｙｘしうぐｘ がぐ あぃぐぃぇ
6. Ｓぉがえうぎがｚえｘ あｚぃぎごす
7. ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ごうえぉｘ うぉう ぅかｘさぃかうぃ

がくぐｘｚざぃぁがくそ ｚぎぃおぃかう がぐくぎがさえう きけくえｘ
8. ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう
9. Ｒかうおうぎがｚｘかかすぃ さｘくす (きがえｘぅ ぐぃえけしぃぁが
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ｇがぉがくえｘかうぃ,  – ｉぉうｚ,  – ｆぐいうお
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Ｖがぅｘぐがぎ
 ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ
 ｆくかがｚかｘそ くぐうぎえｘ
 ｉおそぁさうぐぃぉず (かぃ ぅｘきがぉかそぇぐぃ ｚすざぃ おぃぐえう MAФ  M  ) )

Ｚかげがぎおｘごうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう
ｇぃぎぃあ けくぐｘかがｚえがぇ う せえくきぉけｘぐｘごうぃぇ Ｔｘざぃぇ おｘ‐
ざうかす ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさぐうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ
きけかえぐす. ｍぎｘかうぐぃ せぐが ぎけえがｚがあくぐｚが きがぉずぅがｚｘぐぃ‐
ぉそ ぎそあがお く おｘざうかがぇ.
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
• ｅぃ おがあうげうごうぎけぇぐぃ う かぃ きすぐｘぇぐぃくず おがあう‐

げうごうぎがｚｘぐず せぐけ くぐうぎｘぉずかけぜ おｘざうかけ. Эぐが
おがいぃぐ ｙすぐず がきｘくかすお.

• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐが きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお くぐうぎえう く ｚぃ‐
しぃぇ ｙすぉう くかそぐす うぉう ｚすぐｘしぃかす うぅ うこ えｘぎ‐
おｘかがｚ えｘえうぃ ｙす ぐが かう ｙすぉが おがかぃぐす, ｙけぉｘｚ‐
えう, ぅｘえがぉえう, ｚうかぐす う きぎがさうぃ きがあがｙかすぃ きぎぃあ‐
おぃぐす. Ｗくぉう うこ かぃ けあｘぉうぐず, がかう おがぁけぐ くぃぎず‐
ぃぅかが きがｚぎぃあうぐず くぐうぎｘぉずかけぜ おｘざうかけ.

• Ｙｘえぉｘあすｚｘぇぐぃ ぎぃえがおぃかあがｚｘかかがぃ えがぉうさぃ‐
くぐｚが おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.

• ｅぃｙがぉずざうぃ ｚぃしう (かがくえう, ぎぃおぃざえう う ぐ.き.)
けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚくぃ ｚおぃくぐぃ ｚ かぃｙがぉずざがぇ ぉずかそ‐
かがぇ おぃざがさぃえ うぉう かｘｚがぉがさえけ.

• ｇがくぉぃ ぐがぁが, えｘえ ぅｘえがかさうぐぃ くぐうぎえけ, うぅｚぉぃえうぐぃ
ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう う ぅｘえぎがぇぐぃ ｚぃかぐうぉず かｘぉうｚ‐
かがぁが ざぉｘかぁｘ.

• ｇぃぎぃあ さうくぐえがぇ うぉう ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃお がｙそ‐
ぅｘぐぃぉずかが がぐえぉぜさｘぇぐぃ おｘざうかけ.

• ｅぃ くぐうぎｘぇぐぃ ｚ おｘざうかぃ きがぎｚｘかかすぃ うぉう かぃ‐
あがざうぐすぃ ｚぃしう, ｘ ぐｘえいぃ ｚぃしう く きぎがｚがぉがさ‐
かすお えｘぎえｘくがお.

ｋくぐｘかがｚえｘ
• ｈｘくきｘえけぇぐぃ うぉう きがきぎがくうぐぃ, さぐがｙす おｘざうかけ

ぎｘくきｘえがｚｘぉう, くぎｘぅけ きがくぉぃ あがくぐｘｚえう. ｇぎが‐
ｚぃぎずぐぃ, かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ ぉう おｘざうかｘ くかｘぎけいう.
ｉががｙしうぐぃ くｚがぃおけ きがくぐｘｚしうえけ が ぉぜｙすこ
ぐぎｘかくきがぎぐかすこ きがｚぎぃいあぃかうそこ.

• ｇぃぎぃあ けくぐｘかがｚえがぇ おｘざうかす ｚすｚうかぐうぐぃ ｚくぃ
ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかすぃ ｚうかぐす う けあｘぉうぐぃ ｚくぜ
けきｘえがｚえけ.

• ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ あがぉいかが 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.

• Ｗくぉう あぉそ きがあえぉぜさぃかうそ え せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃ‐
ぐう くぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ あがぉいかｘ ｙすぐず えｘえうお-
ぉうｙが がｙぎｘぅがお ｘあｘきぐうぎがｚｘかｘ, がｙぎｘぐうぐぃくず え
えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.

• ｇぎがくぉぃあうぐぃ, さぐがｙす きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう せぉぃえ‐
ぐぎうさぃくえうぇ えｘｙぃぉず かぃ ｙすぉ きぃぎぃあｘｚぉぃか.

• 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がぃ
きがえぎすぐうぃ, きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす えがｚぃぎ かぃ きぃぎぃ‐
えぎすｚｘぉ ｚぃかぐうぉそごうがかかすぃ えｘかｘぉす ｚ がくかがｚｘ‐
かうう おｘざうかす.

• ｄｘざうかｘ, さぐがｙす くががぐｚぃぐくぐｚがｚｘぐず きぎｘｚうぉｘお,
あがぉいかｘ ｙすぐず がｙがぎけあがｚｘかｘ ｚうぉえがぇ く ぅｘぅぃ‐
おぉぃかうぃお.

• ｇぃぎぃあ ｚえぉぜさぃかうぃお Ｔｘざぃぇ おｘざうかす ｚ せぉぃえ‐
ぐぎがくぃぐず ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさぐうぐぃ うかくぐぎけえごうう
ｚ ぁぉｘｚぃ "ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう".

• Ｙｘおぃかｘ せぉぃえぐぎうさぃくえがぁが えｘｙぃぉそ あがぉいかｘ ｚす‐
きがぉかそぐずくそ ぐがぉずえが けきがぉかがおがさぃかかすお くきぃごうｘ‐
ぉうくぐがお.

• Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず かぃ おがいぃぐ かぃくぐう がぐｚぃぐくぐｚぃか‐
かがくぐず ぅｘ えｘえがぃ ｙす ぐが かう ｙすぉが きがｚぎぃいあぃかうぃ,
ｚがぅかうえざぃぃ ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ かぃえがぎぎぃえぐかがぇ けくぐｘ‐
かがｚえう.

ｄぃぎす きぎぃあがくぐがぎがいかがくぐう あぉそ
きぎぃあがぐｚぎｘしぃかうそ ぅｘおぃぎぅｘかうそ
Ｗくぉう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ きがおぃしぃかうう, ｚ えがぐがぎがお
けくぐｘかがｚぉぃかｘ おｘざうかｘ, おがいぃぐ がきけくぐうぐずくそ かういぃ
0°C, くぉぃあけぃぐ きぎうかそぐず くぉぃあけぜしうぃ おぃぎす きぎぃあ‐
がくぐがぎがいかがくぐう:
• Ｙｘえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか う がぐくがぃあう‐

かうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.
• ｇがおぃくぐうぐぃ えがかごす かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ う くぉうｚ‐

かがぁが ざぉｘかぁｘ ｚ けくぐｘかがｚぉぃかかすぇ かｘ きがぉけ ぐｘぅうえ.
• Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ "ｉぉうｚ" う あｘぇぐぃ ぃぇ あが‐

ぇぐう あが えがかごｘ.
• ｆぐえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ がぐ くぃぐう, 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 "ｉぐがき"  .
• 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.
• ｉかがｚｘ きぎうくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ う くぉうｚかがぇ

ざぉｘかぁう.
ｊｘえうお がｙぎｘぅがお, ｚがあｘ, がくぐｘｚｘｚざｘそくそ ｚ ざぉｘか‐
ぁｘこ, ｙけあぃぐ くぉうぐｘ: せぐが きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐ がｙぎｘぅがｚｘ‐
かうぃ ぉずあｘ, えがぐがぎすぇ おがぁ ｙす きぎうｚぃくぐう え ｚすこがあけ
ｚｘざぃぇ おｘざうかす うぅ くぐぎがそ.
ｇぃぎぃあ くぉぃあけぜしうお ｚえぉぜさぃかうぃお けｙぃあうぐぃくず,
さぐが おｘざうかｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ ｚ ぐｘえがお おぃくぐぃ, ｚ えが‐
ぐがぎがお ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かぃ ｙけあぃぐ がきけくえｘぐずくそ かういぃ
かがぉそ.
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Эえくきぉけｘぐｘごうそ
• Ｔｘざｘ おｘざうかｘ きぎぃあかｘぅかｘさぃかｘ あぉそ がｙすさかがぁが

ｙすぐがｚがぁが きぎうおぃかぃかうそ. ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず おｘ‐
ざうかがぇ ｚ えがおおぃぎさぃくえうこ, きぎがおすざぉぃかかすこ うぉう
えｘえうこ-ぉうｙが あぎけぁうこ ごぃぉそこ.

• ｇぃぎぃあ くぐうぎえがぇ ぉぜｙがぇ ｚぃしう きぎがくおがぐぎうぐぃ
うかくぐぎけえごうう かｘ ぃぃ そぎぉすえぃ.

• ｅぃ ぅｘえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ おｘざうかけ ｚぃしう, かｘ えがぐが‐
ぎすこ ｙすぉう きそぐかｘ, がｙぎｘｙがぐｘかかすぃ えぃぎがくうかがお,
くきうぎぐがお, ぐぎうこぉがぎせぐうぉぃかがお う ぐ.あ. Ｔ くぉけさｘぃ
きぎうおぃかぃかうそ ぐｘえうこ きそぐかがｚすｚがあうぐぃぉぃぇ きぃ‐
ぎぃあ ぐぃお, えｘえ きがおぃしｘぐず ｚぃしう ｚ ｙｘぎｘｙｘか, けｙぃ‐
あうぐぃくず, さぐが がかう きがぉかがくぐずぜ ｚすくがこぉう.

• ｆくｚがｙがあうぐぃ えｘぎおｘかす う ぎｘぅｚぃぎかうぐぃ ｙぃぉずぃ.
• Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ 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, く かぃあが‐
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 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 ぉう‐
ごｘ うぉう きがぉけさぃかうそ がぐ かぃぁが くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ
うかくぐぎけえごうぇ, きがぅｚがぉそぜしうこ うお ｙぃぅがきｘくかが せえ‐
くきぉけｘぐうぎがｚｘぐず けくぐぎがぇくぐｚが.
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 おｘざうかがぇ.

ｇがぉずぅがｚｘぐぃぉずくえうぃ かｘくぐぎがぇえう
Ｙｘしうぐｘ あぃぐぃぇ
Эぐｘ げけかえごうそ きぎぃあけくおｘぐぎうｚｘぃぐ あｚｘ ぐうきｘ ｙぉが‐
えうぎがｚえう:
• Ｗくぉう あｘかかｘそ げけかえごうそ ｚえぉぜさぃかｘ きがくぉぃ かｘ‐

さｘぉｘ ごうえぉｘ, ぐが かうえｘえうぃ うぅおぃかぃかうそ ｚ げけかえ‐
ごうう うぉう きぎがぁぎｘおおけ ｚかぃくぐう かぃｚがぅおがいかが.
ｎうえぉ きぎがあがぉいｘぃぐくそ, う あぉそ ｚすきがぉかぃかうそ あぎけ‐
ぁがぁが ごうえぉｘ かぃがｙこがあうおが がぐえぉぜさうぐず せぐけ げけかえ‐
ごうぜ.

• Ｗくぉう あｘかかｘそ げけかえごうそ ｚえぉぜさぃかｘ あが かｘさｘぉｘ
ごうえぉｘ, ぐが おｘざうかけ ぅｘきけくぐうぐず かぃ けあｘくぐくそ.

ｏぐがｙす ｚえぉぜさうぐず げけかえごうぜ ぅｘしうぐす あぃぐぃぇ,
ｚえぉぜさうぐぃ おｘざうかけ, があかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ
えかがきえう "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ"  う
"ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"  , う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ うこ ｚ かｘ‐
いｘぐがお きがぉがいぃかうう あが ぐぃこ きがぎ, きがえｘ かｘ あうくきぉぃぃ
かぃ きがそｚうぐくそ くうおｚがぉ きがあぐｚぃぎいあぃかうそ  . ｅｘ‐
くぐぎがぇえう せぐがぇ げけかえごうう ｙけあけぐ くがこぎｘかぃかす ｚ きｘ‐

おそぐう おｘざうかす. ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず あｘかかけぜ
げけかえごうぜ, きがｚぐがぎうぐぃ ぐけ いぃ きがくぉぃあがｚｘぐぃぉず‐
かがくぐず あぃぇくぐｚうぇ.
Ｙｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ
ｂがぁあｘ ぅｚけえがｚｘそ くうぁかｘぉうぅｘごうそ ｚえぉぜさぃかｘ, くうぁ‐
かｘぉ ぎｘぅあｘぃぐくそ きぎう かｘいｘぐうう えかがきえう, ｚ えがかごぃ
きぎがぁぎｘおおす う きぎう ｚがぅかうえかがｚぃかうう かぃうくきぎｘｚかが‐
くぐう.
Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ くうぁかｘぉうぅｘごうう ｚえぉぜさうぐぃ きぎう‐
ｙがぎ う があかがｚぎぃおぃかかが かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ
えかがきえう "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ"  う "Ｖが‐
きがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ"  あが きがそｚぉぃかうそ
ぅｚけえがｚがぁが くうぁかｘぉｘ. ｉうぁかｘぉ ぎｘぅあｘぃぐくそ ぐがぉずえが ｚ
くぉけさｘぃ ぐぎぃｚがぁう. ｏぐがｙす ぅｘかがｚが ｚえぉぜさうぐず せぐけ
げけかえごうぜ, きがｚぐがぎうぐぃ ぐけ いぃ きがくぉぃあがｚｘぐぃぉず‐
かがくぐず あぃぇくぐｚうぇ.

Ｔすきがぉかぃかうぃ ごうえぉｘ くぐうぎえう
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 ｚ ぐがお, 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.

• Ｚぅｚぉぃえうぐぃ うぅ ｙｘぎｘｙｘかｘ きぃかがきぉｘくぐがｚけぜ
ｚくぐｘｚえけ う ｚくぃ きぎがさうぃ きぎぃあおぃぐす.

• Ｖぉそ きぃぎｚがぁが ぎｘぅｘ ｚすきがぉかうぐぃ ごうえぉ くぐうぎえう
きぎう 90°C, ｙぃぅ ｙぃぉずそ, かが く おがぜしうお くぎぃあ‐
くぐｚがお, さぐがｙす がさうくぐうぐず ｙｘえ.

ｇがｚくぃあかぃｚかｘそ せえくきぉけｘぐｘごうそ
Ｙｘぁぎけぅえｘ ｙぃぉずそ
• ｆぐえぎがぇぐぃ えぎすざえけ

おｘざうかす.
• ｆぐえぎがぇぐぃ ｙｘぎｘ‐

ｙｘか, かｘいｘｚ ぅｘきう‐
ぎｘぜしけぜ えかがきえけ
Ｒ: Ｒｚぐがおｘぐうさぃ‐
くえう がぐえぎがぜぐくそ
あｚぃ くぐｚがぎえう.

• Ｙｘぁぎけぅうぐぃ ｙぃぉずぃ,
ぅｘえぎがぇぐぃ ｙｘぎｘ‐
ｙｘか う えぎすざえけ くぐう‐
ぎｘぉずかがぇ おｘざうかす.

A

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  ｇぃぎぃあ ぅｘえぎすｚｘかうぃお
えぎすざえう 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,

さぐがｙす ｙｘぎｘｙｘか ｙすぉ ぅｘえぎすぐ えｘえ くぉぃあけぃぐ:
• ｂがぁあｘ がｙぃ くぐｚがぎえう ぅｘえぎすぐす,
• ぅｘきうぎｘぜしｘそ えかがきえｘ Ｒ きがあかうおｘぃぐくそ.

Ｖがぅうぎがｚえｘ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
Ｙｘくすきずぐぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしぃぃ えがぉうさぃくぐｚが くぐう‐
ぎｘぉずかがぁが きがぎがざえｘ ｚ がぐあぃぉぃかうそ くぐうぎえう  う
きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう  , ぃくぉう ｚすｙぎｘかｘ
げけかえごうそ "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ". ｇぎう かぃ‐
がｙこがあうおがくぐう かｘくすきずぐぃ くおそぁさうぐぃぉず ぐえｘかぃぇ ｚ
がぐあぃぉぃかうぃ  .
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Ｔすｙがぎ 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 かｘ かけいかけぜ きぎが‐
ぁぎｘおおけ. Ｙぃぉぃかすぇ うかあうえｘぐがぎ えかがきえう "ｇけくえ/
ｇｘけぅｘ"  ｚえぉぜさうぐくそ ｚ おうぁｘぜしぃお ぎぃいうおぃ.
Ｗくぉう 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 かｘ あぎけぁけぜ
きぎがぁぎｘおおけ ｚが ｚぎぃおそ ｚすきがぉかぃかうそ ごうえぉｘ, ぐが
おｘざうかｘ きぎがうぁかがぎうぎけぃぐ せぐけ ｚかがｚず ｚすｙぎｘかかけぜ
きぎがぁぎｘおおけ. ｇぎう せぐがお えぎｘくかすぃ うかあうえｘぐがぎす
えかがきがえ "Боо" う "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  かｘ かぃくえがぉずえが
くぃえけかあ ｚえぉぜさｘぐくそ ｚ おうぁｘぜしぃお ぎぃいうおぃ.
Ｔすｙがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｇがくぉぃあがｚｘぐぃぉずかが かｘいうおｘそ えかがきえけ "ｊぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎｘ",  けおぃかずざうぐぃ うぉう けｚぃぉうさずぐぃ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎけ, ぃくぉう こがぐうぐぃ, さぐがｙす くぐうぎえｘ きぎがうぅｚがあう‐
ぉｘくず きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ, がぐぉうさかがぇ がぐ きぎぃあぉが‐
いぃかかがぇ おｘざうかがぇ (くお. ぐｘｙぉうごけ "ｇぎがぁぎｘおおす
くぐうぎえう"). ｉうおｚがぉ  がぅかｘさｘぃぐ こがぉがあかけぜ くぐうぎ‐
えけ.
Ｔすｙがぎ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｆぐいうお"  あぉそ うぅおぃかぃかうそ
くえがぎがくぐう がぐいうおｘ, ぃくぉう こがぐうぐぃ, さぐがｙす がぐいうお
ｙぃぉずそ ｙすぉ ｚすきがぉかぃか くが くえがぎがくぐずぜ, がぐぉうさかがぇ
がぐ ぐがぇ, えがぐがぎｘそ きぎぃあぉがいぃかｘ あぉそ あｘかかがぇ きぎが‐
ぁぎｘおおす くぐうぎｘぉずかがぇ おｘざうかがぇ. ｊｘえいぃ おがいかが
ｚすｙぎｘぐず ぎぃいうお "Ｓぃぅ がぐいうおｘ"  , "ｆくぐｘかがｚえｘ く
ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ"  うぉう "ｅがさかｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく"

 4).
ｄｘえくうおｘぉずかすぃ くえがぎがくぐう がぐいうおｘ:
あぉそ こぉがきえｘ, せえがかがおうさかがぇ くぐうぎえう: 1300 がｙ/おうか
(БУР135510У), 1000 がｙ/おうか (БУР105510У),
あぉそ あいうかくがｚがぇ ぐえｘかう: 1200 がｙ/おうか
(БУР135510У), 1000 がｙ/おうか (БУР105510У),
あぉそ ざぃぎくぐそかすこ ぐえｘかぃぇ, かういかぃぁが ｙぃぉずそ: 1000
がｙ/おうか; あぉそ きぎがぁぎｘおお "ｉうかぐぃぐうえｘ", "ｃぃぁえがぃ
ぁぉｘいぃかうぃ" う "ｉきがぎぐ うかぐぃかくうｚかｘそ": 900 がｙ/おうか;
あぉそ きぎがぁぎｘおお "Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう", "ｐぃぉえ" う
ｉきがぎぐ": 700 がｙ/おうか.
ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす, ぃくぉう ｚす ｚすｙぎｘぉう
ぎぃいうおす "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ"  うぉう
"ｅがさかｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく"  , ｚすｙぃぎうぐぃ ぎぃいうお
"ｆぐいうお"  うぉう "ｉぉうｚ",  , さぐがｙす ぅｘｚぃぎざうぐず
くぐうぎえけ う くぉうぐず ｚがあけ.
"ｅがさかｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく": かぃ きぎぃあけくおｘぐぎうｚｘぃぐ
がぐいうお う ぅｘえｘかさうｚｘぃぐくそ がくぐｘかがｚえがぇ く ｚがあがぇ ｚ
ｙｘえぃ.
Ｔすｙがぎ げけかえごうぇ
ｇがくぉぃ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおおす う きぃぎぃあ かｘいｘぐうぃお
えかがきえう "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  ｚすｙぃぎうぐぃ あがきがぉかう‐
ぐぃぉずかすぃ げけかえごうう (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｊｘｙぉうごｘ きぎが‐
ぁぎｘおお"). ｅｘいおうぐぃ かけいかけぜ えかがきえけ (うぉう えかがきえう),
う かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚそぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ くうお‐
ｚがぉす. ｇぎう きがｚぐがぎかがお かｘいｘぐうう えかがきえう くうおｚが‐
ぉす きがぁｘくかけぐ. Ｔ くぉけさｘぃ ｚすｙがぎｘ げけかえごうう, かぃ‐
くがｚおぃくぐうおがぇ く ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおがぇ, ｚ おう‐

ぁｘぜしぃお ぎぃいうおぃ かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ "Боо" う
えぎｘくかすぇ うかあうえｘぐがぎ えかがきえう "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  .

"ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ" 
Эぐがぐ きぎうｙがぎ 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 きぎう おｘえくうおけお 30°C.

ｌけかえごうそ "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ" 
ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ ｚ ぐぃさぃかうぃ ごうえぉｘ あがｙｘｚうぐ
があかが うぉう かぃくえがぉずえが きがぉがくえｘかうぇ. Эぐｘ げけかえごうそ
ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ ぉぜあそお く さけｚくぐｚうぐぃぉずかがぇ えが‐
いぃぇ う ｚ おぃくぐかがくぐそこ く おそぁえがぇ ｚがあがぇ.
Ｔすｙがぎ げけかえごうう かｘ があうか ぎｘぅ : ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ
あがきがぉかうぐぃぉずかがぁが きがぉがくえｘかうそ  . ｌけかえごうそ ｙけ‐
あぃぐ ｚえぉぜさぃかｘ ぐがぉずえが あぉそ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす.
Ｔすｙがぎ げけかえごうう かｘ きがくぐがそかかが : ｆあかがｚぎぃおぃかかが
かｘいおうぐぃ かｘ かぃくえがぉずえが くぃえけかあ えかがきえう きぎぃあｚｘ‐
ぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう  う ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ  .
ｆきごうそ ｙけあぃぐ ｚえぉぜさぃかｘ きがくぐがそかかが, あｘいぃ ぃくぉう
おｘざうかｘ ｚすえぉぜさぃかｘ. ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず ぃぃ, きが‐
ｚぐがぎうぐぃ きぎがごぃくく.

"ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ" 
Эぐｘ げけかえごうそ きがぅｚがぉそぃぐ がぐぉがいうぐず ぅｘきけくえ きぎが‐
ぁぎｘおおす くぐうぎえう かｘ 30, 60, 90 おうかけぐ うぉう かｘ ｚぎぃ‐
おそ がぐ 2 あが 20 さｘくがｚ. ｋくぐｘかがｚぉぃかかがぃ ｚぎぃおそ きが‐
そｚうぐくそ かｘ あうくきぉぃぃ かｘ かぃくえがぉずえが くぃえけかあ
Ｚぅおぃかうぐず うぉう がぐおぃかうぐず ｚぎぃおそ がぐくぎがさえう きけくえｘ
おがいかが 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
"ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  , きがｚぐがぎかが かｘいｘｚ えかがきえけ "ｆぐ‐
くぎがさえｘ きけくえｘ"  (0' がぅかｘさｘぃぐ かぃおぃあぉぃかかすぇ
きけくえ).
Ｗくぉう ｚす けいぃ かｘいｘぉう えかがきえけ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  ,
かが こがぐうぐぃ うぅおぃかうぐず うぉう がぐおぃかうぐず ｚぎぃおそ ぅｘｚ‐
ぃぎざぃかうそ ごうえぉｘ, ｚ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:
• ｏぐがｙす がぐおぃかうぐず がぐくぎがさえけ きけくえｘ う ぅｘきけくぐうぐず

ごうえぉ かぃおぃあぉぃかかが, かｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｇけくえ/
ｇｘけぅｘ"  う "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"  . ｅｘいおうぐぃ
えかがきえけ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  あぉそ ぅｘきけくえｘ きぎが‐
ぁぎｘおおす.

• Ｖぉそ うぅおぃかぃかうそ きぃぎうがあｘ がぐくぎがさえう かぃがｙこが‐
あうおが かｘいｘぐず えかがきえけ "ｆくぐｘかがｚえｘ"  う きぃぎぃ‐
きぎがぁぎｘおおうぎがｚｘぐず ごうえぉ.

Ｔ ぐぃさぃかうぃ がぐくぎがさえう ｚぎぃおぃかう かｘさｘぉｘ ごうえぉｘ
えぎすざえｘ ｙけあぃぐ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかｘ. ｇぎう かぃがｙこがあう‐
おがくぐう がぐえぎすぐず えぎすざえけ, 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 "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  .
ｇがくぉぃ ぐがぁが, えｘえ ｚす がきそぐず ぅｘえぎがぃぐぃ えぎすざえけ, かｘ‐
いおうぐぃ えかがきえけ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  .
ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう
ｄがいかが けｚぃぉうさうぐず うぉう けおぃかずざうぐず きぎがあがぉいう‐
ぐぃぉずかがくぐず ごうえぉｘ く きがおがしずぜ えかがきがえ 惇 Рейб
Maкaгбо敦  . ｊｘえいぃ がぐがｙぎｘいｘぃぐくそ くぐぃきぃかず
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう ｙぃぉずそ.

4) ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ おがあぃぉう.
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ｉぐぃきぃかず ぅｘ‐
ぁぎそぅかぃかかが‐

くぐう

ｉうお‐
ｚがぉ

ｊうき ぐえｘかう

Ｔすくがえｘそ Ｖぉそ くぐうぎえう くうぉずかが
ぅｘぁぎそぅかぃかかすこ ｚぃ‐
しぃぇ

ｆｙすさかｘそ Ｖぉそ くぐうぎえう ｚぃしぃぇ く
がｙすさかがぇ くぐぃきぃかずぜ
ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう

Ｗいぃあかぃｚかｘそ
くぐうぎえｘ

Ｖぉそ くぐうぎえう ｚぃしぃぇ,
かがざぃかかすこ 1 あぃかず

ｃぃぁえｘそ Ｖぉそ くぐうぎえう くぉｘｙがぅ‐
ｘぁぎそぅかぃかかすこ ｚぃしぃぇ

Ｓすくぐぎｘそ
くぐうぎえｘ 1)

Ｖぉそ くぐうぎえう くぉぃぁえｘ
ぅｘぁぎそぅかぃかかすこ ｚぃ‐
しぃぇ

ｆさぃかず ｙす‐
くぐぎｘそ くぐうぎえｘ
1)

Ｖぉそ くぐうぎえう くぉｘｙがぅ‐
ｘぁぎそぅかぃかかすこ う おｘ‐
ぉがかがざぃかすこ ｚぃしぃぇ

ｉｚぃいぃくぐず 1)  2) ｏぐがｙす きぎがくぐが がくｚぃ‐
いうぐず きぎぃあおぃぐす
があぃいあす

ｉけきぃぎ くｚぃ‐
いぃくぐず 1)

 2) ｏぐがｙす きぎがくぐが がくｚぃ‐
いうぐず がさぃかず かぃｙがぉず‐
ざがぃ さうくぉが きぎぃあおぃ‐
ぐがｚ があぃいあす

1) Ｖぉそ くぐうぎえう きぎう きがぉがｚうかかがぇ ぅｘぁぎけぅえぃ おｘざうかす.
2) ｉうおｚがぉ おうぁｘぃぐ う ぁｘくかぃぐ: せぐがぐ ごうえぉ くぐうぎえう

きぎぃあかｘぅかｘさぃか ぐがぉずえが あぉそ がくｚぃいぃかうそ.
Ｔがぅおがいかがくぐず きぎうおぃかぃかうそ せぐうこ ぎぃいうおがｚ あぉそ
ぎｘぅぉうさかすこ けぎがｚかぃぇ ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう ぅｘｚうくうぐ
がぐ ぐうきｘ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおす.
ｇけくえ きぎがぁぎｘおおす
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  , さぐがｙす ぅｘ‐
きけくぐうぐず ごうえぉ. Ｔえぉぜさうぐくそ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ
ぅぃぉぃかすぇ うかあうえｘぐがぎ, ｘ かｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ
くうおｚがぉ  (あｚぃぎごｘ ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかｘ).
Ｔ こがあぃ ｚすきがぉかぃかうそ ごうえぉｘ くぃぉぃえぐがぎ がくぐｘぃぐくそ
かぃきがあｚういかすお - せぐが かがぎおｘぉずかが. ｅｘ あうくきぉぃぃ
がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ ぐぃえけしうぇ ごうえぉ う ｚぎぃおそ あが ぃぁが
ぅｘｚぃぎざぃかうそ. Ｗくぉう ｙすぉｘ けくぐｘかがｚぉぃかｘ がぐくぎがさ‐
えｘ きけくえｘ, かｘ あうくきぉぃぃ きがえｘぅすｚｘぃぐくそ がくぐｘｚざぃぃ‐
くそ あが きけくえｘ ｚぎぃおそ.
ｇぎがぁぎぃｚ
Ｔ ぐぃさぃかうぃ ｚすきがぉかぃかうそ ごうえぉｘ, えがぁあｘ おｘざうかｘ
あがくぐうぁｘぃぐ ぅｘあｘかかがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす, かｘ あうくきぉぃぃ
きがそｚぉそぃぐくそ くうおｚがぉ  .

ｇぎぃぎすｚｘかうぃ きぎがぁぎｘおおす
Ｖがｙｘｚぉぃかうぃ ｙぃぉずそ ｚ ぐぃさぃかうぃ きぃぎｚすこ 10 おう‐
かけぐ.
ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  : くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぇ うかあうえｘぐがぎ ぅｘおうぁｘぃぐ ぅぃぉぃかすお, ｘ おｘ‐
ざうかｘ きぃぎぃぇあぃぐ ｚ ぎぃいうお きｘけぅす. ｇがくぉぃ ぐがぁが えｘえ
おｘざうかｘ がくぐｘかがｚうぐくそ, えぎすざえけ おがいかが ｙけあぃぐ がぐ‐
えぎすぐず ぐがぉずえが くきけくぐそ きぎうおぃぎかが 2 おうかけぐす. ｉうお‐
ｚがぉ  うくさぃぅかぃぐ. ｅｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｇけくえ/
ｇｘけぅｘ"  ぃしぃ ぎｘぅ, さぐがｙす きぎがあがぉいうぐず ｚすきがぉ‐
かぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす.
Ｚぅおぃかぃかうぃ ｚすきがぉかそぃおがぇ きぎがぁぎｘおおす
Ｖぉそ ｚかぃくぃかうそ うぅおぃかぃかうぇ ｚ ｚすきがぉかそぃおけぜ きぎが‐
ぁぎｘおおけ きぎぃいあぃ ｚくぃぁが かぃがｙこがあうおが きぃぎぃｚぃくぐう
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 "ｇけくえ/
ｇｘけぅｘ"  . Ｗくぉう ｚかぃくぃかうぃ ぐぎぃｙけぃおすこ うぅおぃ‐
かぃかうぇ かぃｚがぅおがいかが, かｘ あうくきぉぃぃ ぅｘおうぁｘぃぐ 惇Боо敦,
う かｘ かぃくえがぉずえが くぃえけかあ ｚえぉぜさうぐくそ えぎｘくかすぇ うか‐
あうえｘぐがぎ えかがきえう "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"  ｚ おうぁｘぜしぃお
ぎぃいうおぃ. Ｗくぉう ｚす きが-きぎぃいかぃおけ かｘおぃぎぃかす うぅ‐
おぃかうぐず きぎがぁぎｘおおけ, くぉぃあけぃぐ がぐおぃかうぐず ぐぃえけ‐
しけぜ きぎがぁぎｘおおけ (くお. かういぃ).
ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす
ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がぐおぃかうぐず きぎがぁぎｘおおけ, 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 "ｆく‐
ぐｘかがｚ".  .
Ｙｘｚぃぎざぃかうぃ 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 ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう がくぐｘかが‐
ｚうぐくそ, えかがきえｘ "ｇけくえ/ｉぐがき"  きがぁｘくかぃぐ, ｘ かｘ
あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ "0" ｚ おうぁｘぜしぃお ぎぃいうおぃ.
ｇがくぉぃ がくぐｘかがｚえう おｘざうかす えぎすざえけ おがいかが ｙけ‐
あぃぐ がぐえぎすぐず ぐがぉずえが くきけくぐそ きぎうおぃぎかが 2 おうかけ‐
ぐす. ｉうおｚがぉ  うくさぃぅかぃぐ. 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 "ｆくぐｘかがｚ"  . Ｚぅ‐
ｚぉぃえうぐぃ ｙぃぉずぃ. Ｚぅｚぉぃえうぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう う
ぅｘ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.
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. ｉかういｘぃぐくそ そぎえがくぐず あうく‐
きぉぃそ. 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.

electrolux  39



ｊｘｙぉうごｘ きぎがぁぎｘおお
ｇぎがぁぎｘおおｘ/ぐうき ｙぃぉずそ Ｙｘぁぎけぅえｘ Ｔがぅおがいかすぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえ‐

ごうう

 ｍぉがきがえ (こがぉがあかｘそ - 90°):  ｙぃぉがぃ うぉう
ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ, かｘきぎうおぃぎ, ぎｘｙがさｘそ があぃ‐
いあｘ くぎぃあかぃぇ ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう, きがくぐぃぉずかがぃ
ｙぃぉずぃ, くえｘぐぃぎぐう, かういかぃぃ ｙぃぉずぃ, きがぉがぐぃか‐
ごｘ.

5,5 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かｘそ くぐうぎえｘ", "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きが‐
ぉがくえｘかうぃ", "ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう",
"ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ".

 ｉうかぐぃぐうえｘ (こがぉがあかｘそ - 60°):  うぅあぃぉうそ うぅ
くうかぐぃぐうさぃくえうこ ぐえｘかぃぇ, かういかぃぃ ｙぃぉずぃ,
ごｚぃぐかがぃ ｙぃぉずぃ, かぃ ぐぎぃｙけぜしうぃ ぁぉｘいえう
ｙぉけぅえう う ぎけｙｘざえう.

2,5 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かｘそ くぐうぎえｘ", "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きが‐
ぉがくえｘかうぃ", "ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう",
"ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

 Ｖぃぉうえｘぐかすぃ ぐえｘかう (こがぉがあかｘそ - 40°):
あぉそ ぉぜｙすこ ｚぃしぃぇ うぅ ぐえｘかぃぇ, ぐぎぃｙけぜしうこ
ｙぃぎぃいかがぁが がｙぎｘしぃかうそ, かｘきぎうおぃぎ, ぅｘかｘｚぃ‐
くぃぇ.

2,5 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かｘそ くぐうぎえｘ", "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きが‐
ぉがくえｘかうぃ", "ｄぃかぃあいぃぎ ｚぎぃおぃかう",
"ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

 ｐぃぎくぐず (こがぉがあかｘそ - 40°):  ざぃぎくぐそかすぃ
ｚぃしう, えがぐがぎすぃ おがいかが くぐうぎｘぐず ｚ くぐうぎｘぉず‐
かがぇ おｘざうかぃ, う け えがぐがぎすこ ぃくぐず そぎぉすえう "さう‐
くぐｘそ かがｚｘそ ざぃぎくぐず", "きぎうぁがあかｘ あぉそ おｘ‐
ざうかかがぇ くぐうぎえう", "かぃ あｘぃぐ けくｘあえう".

1 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｆぐくぎがさえｘ きけく‐
えｘ"

  ｐぃぉえ (こがぉがあかｘそ - 30°):  ｚぃしう うぅ ぐえｘかぃぇ,
きぎうぁがあかすこ あぉそ くぐうぎえう ｚ くぐうぎｘぉずかがぇ おｘ‐
ざうかす きぎう 30°C.

1 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｆぐくぎがさえｘ きけく‐
えｘ"

  ｅういかぃぃ ｙぃぉずぃ (こがぉがあかｘそ - 40°):  あぉそ
ｚぃしぃぇ うぅ ぐえｘかぃぇ, ぐぎぃｙけぜしうこ がさぃかず ｙぃ‐
ぎぃいかがぁが がｙぎｘしぃかうそ, かｘきぎうおぃぎ, あｘおくえがぁが
ｙぃぉずそ.

1 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｆぐくぎがさえｘ きけく‐
えｘ"

 ｇがぉがくえｘかうぃ:  あｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ きがぅｚが‐
ぉそぃぐ きぎがきがぉがくえｘぐず ｚすくぐうぎｘかかすぃ ｚぎけさかけぜ
ｚぃしう.

5,5 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "Ｖがきがぉかうぐぃぉず‐
かがぃ きがぉがくえｘかうぃ", "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

 ｉぉうｚ:  ｚすきがぉかそぃぐ くぉうｚ ｚがあす うぅ ｙｘえｘ
きがくぉぃ あがきがぉかうぐぃぉずかがぇ げけかえごうう "ｆくぐｘ‐
かがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ" (うぉう "ｅがさかがぇ ぎぃいうお
きぉぜく").

5,5 えぁ  

  ｆぐいうお:  ごうえぉ がぐいうおｘ がぐ 400 あが
1000/1300 1) がｙ/おうか きがくぉぃ ごうえぉｘ "ｆくぐｘ‐
かがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ" (うぉう "ｅがさかがぇ ぎぃいうお
きぉぜく").

5,5 えぁ ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ

  Эえが 2)(40° - 90°):  ｙぃぉがぃ うぉう ごｚぃぐかがぃ
ｙぃぉずぃ, かｘきぎうおぃぎ, ぎｘｙがさｘそ があぃいあｘ くぎぃあ‐
かぃぇ ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう, きがくぐぃぉずかがぃ ｙぃぉずぃ,
くえｘぐぃぎぐう, かういかぃぃ ｙぃぉずぃ, きがぉがぐぃかごｘ.

5,5 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かｘそ くぐうぎえｘ", "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きが‐
ぉがくえｘかうぃ", "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

 ｃぃぁえがぃ ぁぉｘいぃかうぃ (こがぉがあかｘそ - 60°):  あぉそ
くぐうぎえう うぅあぃぉうぇ うぅ こぉがきえｘ う くうかぐぃぐうえう.
ｋおぃかずざｘぃぐ がｙぎｘぅがｚｘかうぃ くえぉｘあがえ, ぐぃお くｘ‐
おすお がｙぉぃぁさｘそ ぁぉｘいぃかうぃ.

1 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｇぎぃあ‐
ｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ", "Ｖがきがぉかう‐
ぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ", "ｆぐくぎがさえｘ
きけくえｘ"
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ｇぎがぁぎｘおおｘ/ぐうき ｙぃぉずそ Ｙｘぁぎけぅえｘ Ｔがぅおがいかすぃ あがきがぉかうぐぃぉずかすぃ げけかえ‐
ごうう

  Ｖいうかくす (こがぉがあかｘそ - 60°):  あぉそ ｚぃしぃぇ うぅ
あいうかくがｚがぇ ぐえｘかう. Ｔえぉぜさｘぃぐくそ あがきがぉかう‐
ぐぃぉずかｘそ げけかえごうそ "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉが‐
くえｘかうぃ".

3 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉず‐
かｘそ くぐうぎえｘ", "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ"

  "ｉきがぎぐ うかぐぃかくうｚかｘそ" (こがぉがあかｘそ - 40°):
あぉそ くうぉずかが ぅｘぁぎそぅかぃかかがぇ ｚぃぎこかぃぇ くきがぎ‐
ぐうｚかがぇ があぃいあす. Ｔえぉぜさぃかｘ あがきがぉかうぐぃぉず‐
かｘそ げけかえごうそ "ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ くぐうぎえｘ".

2,5 えぁ "ｆくぐｘかがｚえｘ く ｚがあがぇ ｚ ｙｘえぃ", "ｅがさ‐
かｘそ ぐうざうかｘ きぉぜく", "Ｖがきがぉかうぐぃぉず‐
かがぃ きがぉがくえｘかうぃ", "ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ".

  ｉきがぎぐ (30°):  あぉそ くきがぎぐうｚかがぇ があぃいあす. 2,5 えぁ ｆぐくぎがさえｘ きけくえｘ
1) Ｔ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ おがあぃぉう.
2) Эぐｘぉがかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ うくきすぐｘかうぇ かｘ くががぐｚぃぐくぐｚうぃ くぐｘかあｘぎぐけ CБЕ 456: 46 ぉ / 0,93 えＴぐさ / 170 おうか

ｏうくぐえｘ う けこがあ
ｇぃぎぃあ さうくぐえがぇ うぅｚぉぃえうぐぃ ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう.
ｋあｘぉぃかうぃ かｘえうきう
Ｖぉそ けあｘぉぃかうそ かｘえうきう うくきがぉずぅけぇぐぃ くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしぃぃ かぃえがぎぎがあうぎけぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが, きぎぃあ‐
かｘぅかｘさぃかかがぃ あぉそ くぐうぎｘぉずかすこ おｘざうか. ｇぎがさぐう‐
ぐぃ ぎぃえがおぃかあｘごうう うぅぁがぐがｚうぐぃぉそ ｚ がぐかがざぃかうう
あがぅうぎがｚえう う さｘくぐがぐす うくきがぉずぅがｚｘかうそ.
Ｔかぃざかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう
Ｔかぃざかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう おｘざうかす おがぇぐぃ ぐぃきぉがぇ
ｚがあがぇ く おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお. ｅぃ あがきけくえｘぃぐくそ
うくきがぉずぅがｚｘかうぃ せぐうぉがｚがぁが くきうぎぐｘ, ぎｘくぐｚがぎう‐
ぐぃぉぃぇ うぉう きがあがｙかすこ おｘぐぃぎうｘぉがｚ.
Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ
Ｖぉそ がさうくぐえう 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

 

2

ｉぉうｚかがぇ げうぉずぐぎ
ｈぃぁけぉそぎかが さうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ, ぎｘくきがぉがいぃかかすぇ け
がくかがｚｘかうそ おｘざうかす:
1

 

2

3

 

4

ｌうぉずぐぎす かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ
Ｖぉそ がさうくぐえう 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
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ｇぎがｙぉぃおす きぎう ぎｘｙがぐぃ
ｇぃぎぃあ がぐぁぎけぅえがぇ く ぅｘｚがあｘ くぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ
きぎがこがあうぐ おかがぁがさうくぉぃかかすぃ うくきすぐｘかうそ. ｊぃお かぃ
おぃかぃぃ, ぃくぉう がｙかｘぎけいうぉｘくず かぃうくきぎｘｚかがくぐず,

きぎがくおがぐぎうぐぃ せぐがぐ ぎｘぅあぃぉ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ がｙ‐
ぎｘしｘぐずくそ ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

ｇぎがｙぉぃおす ｇぎうさうかす
ｄｘざうかｘ かぃ ぅｘきけくえｘぃぐ‐
くそ うぉう かぃ かｘきがぉかそぃぐくそ
ｚがあがぇ:

• おｘざうかｘ かぃ ｚえぉぜさぃかｘ ｚ せぉぃえぐぎがくぃぐず, かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ せぉぃえぐぎがきぎがｚがあ‐
えｘ, くｙがぇ せぉぃえぐぎがくぃぐう,

• えぎすざえｘ う くぐｚがぎえう ｙｘぎｘｙｘかｘ ぅｘえぎすぐす かぃきぉがぐかが,
• かぃｚぃぎかが ｚすｙぎｘかｘ えがおｘかあｘ きけくえｘ きぎがぁぎｘおおす,
• ｙすぉｘ がぐえぉぜさぃかｘ ｚがあｘ, ｙすぉ ぅｘえぎすぐ ｚぃかぐうぉず きがあｘさう ｚがあす,
• ぅｘぁぎそぅかぃかす げうぉずぐぎす かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ,
• かｘ かｘぉうｚかがお ざぉｘかぁぃ きがそｚうぉｘくず えぎｘくかｘそ おぃぐえｘ.

ｄｘざうかｘ ぅｘきがぉかそぃぐくそ
ｚがあがぇ, かが ｚがあｘ くぎｘぅけ
くぉうｚｘぃぐくそ:

• С-がｙぎｘぅかｘそ さｘくぐず くぉうｚｘ ぎｘくきがぉがいぃかｘ くぉうざえがお かうぅえが (くお. ぎｘぅあぃぉ
"ｋくぐｘかがｚえｘ").

ｄｘざうかｘ かぃ きがぉがしぃぐ
うぉう かぃ くぉうｚｘぃぐ ｚがあけ:

• くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ ぅｘｙうぐ うぉう きぃぎぃぁかけぐ,
• ぅｘｙうぐ くぉうｚかがぇ げうぉずぐぎ,
• くぎｘｙがぐｘぉ あぃぐぃえぐがぎ あうくｙｘぉｘかくｘ: ｙ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,
• ｙすぉう ｚすｙぎｘかす きぎがぁぎｘおおｘ "ｉぉうｚ", げけかえごうう "ｅがさかｘそ ぐうこｘそ きぉぜく"

うぉう "Ｖがきがぉかうぐぃぉずかがぃ きがぉがくえｘかうぃ",
• かぃきがあこがあそしｘそ ｚすくがぐｘ С-がｙぎｘぅかがぇ さｘくぐう くぉうｚｘ.

Ｔがあｘ ｚがえぎけぁ おｘざうかす: • ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ ぅｘえぉｘあえう くぉうざえがお ｙがぉずざがぁが えがぉうさぃくぐｚｘ おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ がｙぎｘぅがｚｘぉがくず おかがぁが きぃかす う ｙｘえ きぃぎぃきがぉかうぉくそ,

• おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが かぃ きがあこがあうぐ あぉそ おｘざうかかがぇ くぐうぎえう,
• かぃｚぃぎかが きぎうくがぃあうかぃかｘ С-がｙぎｘぅかｘそ さｘくぐず くぉうｚｘ,
• かぃ きがくぐｘｚぉぃか かｘ おぃくぐが げうぉずぐぎ くぉうｚｘ,
• きぎがぐぃえｘぃぐ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ.

ｈぃぅけぉずぐｘぐす くぐうぎえう かぃ‐
けあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかす:

• おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが かぃ きがあこがあうぐ あぉそ おｘざうかかがぇ くぐうぎえう,
• ぅｘぉがいうぉう くぉうざえがお おかがぁが ｙぃぉずそ,
• かぃきがあこがあそしうぇ ごうえぉ くぐうぎえう,
• くぉうざえがお おｘぉが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

ｄｘざうかｘ ｚうｙぎうぎけぃぐ
うぉう ざけおうぐ:

• うぅ おｘざうかす かぃ けあｘぉうぉう ｚくぜ けきｘえがｚえけ (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ"),
• おｘざうかｘ かぃ ｚすぎがｚかぃかｘ きが ぁがぎうぅがかぐｘぉう う かぃ くｙｘぉｘかくうぎがｚｘかｘ,
• おｘざうかｘ くぐがうぐ くぉうざえがお ｙぉうぅえが え くぐぃかぃ うぉう おぃｙぃぉう,
• ｙ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,
• くぉうざえがお おｘぉが ｙぃぉずそ ｚ ｙｘぎｘｙｘかぃ.

ｎうえぉ くぐうぎえう きぎがあがぉ‐
いｘぃぐくそ くぉうざえがお あがぉぁが:

• ぅｘぁぎそぅかぃかす げうぉずぐぎす かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ,
• がぐえぉぜさぃかｘ ｚがあｘ うぉう せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうそ,
• くぎｘｙがぐｘぉ あぃぐぃえぐがぎ きぃぎぃぁぎぃｚｘ あｚうぁｘぐぃぉそ おｘざうかす,
• ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ かういぃ さぃお がｙすさかが,
• くぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ｙぃぅがきｘくかがくぐう がｙかｘぎけいぃかうそ きぃかす (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 おｘざうかｘ きすぐｘぃぐくそ くぉうぐず きぃかけ,
• くぎｘｙがぐｘぉ あぃぐぃえぐがぎ あうくｙｘぉｘかくｘ: おｘざうかｘ あがｙｘｚうぉｘ あがきがぉかうぐぃぉず‐

かけぜ くぐｘあうぜ あぉそ 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.
ｄｘざうかｘ がくぐｘかがｚうぉｘくず
ｚが ｚぎぃおそ ｚすきがぉかぃかうそ
ごうえぉｘ くぐうぎえう:

• かぃうくきぎｘｚかｘ くうくぐぃおｘ きがあｘさう ｚがあす うぉう せぉぃえぐぎがくぃぐず,
• ｙすぉ ｚすｙぎｘかｘ げけかえごうそ ぅｘあぃぎいえう きがぉがくえｘかうそ,
• がぐえぎすぐす くぐｚがぎえう ｙｘぎｘｙｘかｘ.

ｂぎすざえｘ ｚ えがかごぃ ごうえぉｘ
かぃ がぐえぎすｚｘぃぐくそ:

• くぉうざえがお ｚすくがえｘそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう ｙｘぎｘｙｘかｘ,
• えぎすざえｘ ぎｘぅｙぉがえうぎけぃぐくそ さぃぎぃぅ 1-2 おうかけぐす きがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ ごうえ‐

ぉｘ.
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ｇぎがｙぉぃおす ｇぎうさうかす
ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐ‐
くそ えがあ がざうｙえう Б40 1)ｘ
えかがきえｘ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ" -
おうぁｘぐず えぎｘくかすお. 2) :

• えぎすざえｘ かぃ ぅｘえぎすぐｘ えｘえ くぉぃあけぃぐ.

ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐ‐
くそ えがあ がざうｙえう Б20, 1) ｘ
えかがきえｘ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"
おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお. 2) :

• ぅｘｙうぐ くぉうｚかがぇ げうぉずぐぎ,
• くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ ぅｘｙうぐ うぉう きぃぎぃぁかけぐ,
• くぉうざえがお ｚすくがえが ぅｘえぎぃきぉぃか くぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ (くお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚ‐

えｘ"),
• くぉうｚかがぇ かｘくがく ぅｘｙぉがえうぎがｚｘか,
• ぅｘｙぉがえうぎがｚｘかす かｘきがぎかすぃ ぐぎけｙす.

ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐ‐
くそ えがあ がざうｙえう Б10, 1) ｘ
えかがきえｘ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"
おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお. 2) :

• ぅｘえぎすぐ ｚぃかぐうぉず きがあｘさう ｚがあす,
• ｙすぉｘ がぐえぉぜさぃかｘ ｚがあｘ.

ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐ‐
くそ えがあ がざうｙえう БВ0, 1) ｘ
えかがきえｘ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ"
おうぁｘぃぐ えぎｘくかすお 2) :

• ぅｘｙうぐ くぉうｚかがぇ げうぉずぐぎ,
• くぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぅｘしうぐす がぐ ぅｘぐがきぉぃかうそ. Ｖ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:
- ぅｘえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす,
- けあｘぉうぐぃ ｚくぃ うぅ おｘざうかす ぅｘ 2 おうかけぐす きぃぎぃあ がぐえぉぜさぃかうぃお がぐ くぃぐう,
- 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.

ｉぉうｚかがぇ かｘくがく ぎｘｙが‐
ぐｘぃぐ きがくぐがそかかが, あｘいぃ
えがぁあｘ おｘざうかｘ ｚすえぉぜ‐
さぃかｘ:

• くぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぅｘしうぐす がぐ ぅｘぐがきぉぃかうそ. Ｖ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:
- ぅｘえぎがぇぐぃ えぎｘか きがあｘさう ｚがあす,
- けあｘぉうぐぃ ｚくぃ うぅ おｘざうかす ぅｘ 2 おうかけぐす きぃぎぃあ がぐえぉぜさぃかうぃお がぐ くぃぐう,
- 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ぎう ぅｘきがぉかぃかうう あがぅｘ‐
ぐがぎｘ くおそぁさうぐぃぉず ぐえｘかう
きがきｘあｘぃぐ きぎそおが ｚ ｙｘ‐
ぎｘｙｘか:

• くぉうざえがお おかがぁが くおそぁさうぐぃぉそ – ｚすざぃ がぐおぃぐえう ｄＲｍ.

1) Ｔ かぃえがぐがぎすこ おがあぃぉそこ おがいぃぐ ぎｘぅあｘｚｘぐずくそ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ
2) ｇがくぉぃ ぎぃざぃかうそ きぎがｙぉぃおす かｘいおうぐぃ えかがきえけ "ｇけくえ/ｇｘけぅｘ", さぐがｙす ｚがぅがｙかがｚうぐず ｚすきがぉかぃかうぃ きぎぃぎｚｘかかがぇ

きぎがぁぎｘおおす.

ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ う あがｙｘｚえう
ｇがぉずぅけぇぐぃくず ぐがぉずえが きぎぃあかｘぅかｘさぃかかすおう あぉそ
くぐうぎｘぉずかすこ おｘざうか おがぜしうおう くぎぃあくぐｚｘおう う
あがｙｘｚえｘおう. ｄす かぃ ぎぃえがおぃかあけぃお くおぃざうｚｘぐず
ぎｘぅぉうさかすぃ ぐうきす おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ. Эぐが おがいぃぐ
けこけあざうぐず ぎぃぅけぉずぐｘぐす くぐうぎえう. ｇが うくきがぉずぅがｚｘ‐
かうぜ くぐうぎｘぉずかすこ きがぎがざえがｚ がぁぎｘかうさぃかうぇ かぃぐ.
ｇぎう ｚすｙがぎぃ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう いうあえうぃ

おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ うくきがぉずぅがｚｘぐずくそ かぃ あがぉ‐
いかす. Ｔ ごうえぉｘこ ｙぃぅ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう
がかう あがぉいかす ぅｘぉうｚｘぐずくそ きぎう きがおがしう あがぅうぎけぜ‐
しぃぁが ざｘぎうえｘ. ｊｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかすぃ うぉう うかすぃ
おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あがぉいかす ぅｘえぉｘあすｚｘぐずくそ ｚ
あがぅｘぐがぎ おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう
ＵＲＳＲｈＺｊЫ Ｔすくがぐｘ

ｐうぎうかｘ
Ｕぉけｙうかｘ

850 おお
400 おお
600 おお

ｅＲｇｈｗＸＷｅＺＷ/ｏＲｉｊｆｊＲ ｉＷｊＺ
ｇｆｊｈＷＳｃＷｅＺＷ ЭｃＷｂｊｈｆЭ‐
ｅＷｈＵＺＺ

 230 Ｔ/50 Ｕご
2300 Ｔぐ

ＶＲＴｃＷｅＺＷ ＴｆＶЫ ｄうかうおけお
ｄｘえくうおけお

0,05 ｄｇｘ (0,5 ｙｘぎ)
0,8 ｄｇｘ (8 ｙｘぎ)

electrolux  43



ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ  ｊうき 20/27

ｋくぐｘかがｚえｘ
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお おｘざうかす けあｘ‐
ぉうぐぃ ｚくぜ ぅｘしうぐかけぜ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかけぜ けきｘ‐
えがｚえけ. ｍぎｘかうぐぃ ぃぃ あぉそ ｚがぅおがいかがぇ ぐぎｘかくきがぎ‐
ぐうぎがｚえう ｚ ｙけあけしぃお: ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえｘ おｘざうかす
ｙぃぅ ぅｘしうぐかがぇ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかがぇ けきｘえがｚえう
おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え きがｚぎぃいあぃかうぜ ｚかけぐぎぃかかうこ
えがおきがかぃかぐがｚ う ｚすぅｚｘぐず ｚがぅかうえかがｚぃかうぃ けぐぃさぃえ
う かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ. ｄｘざうかｘ ぐｘえいぃ おがいぃぐ ｙすぐず
きがｚぎぃいあぃかｘ ｚ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ げうぅうさぃくえがぁが えがか‐
ぐｘえぐｘ.
ｈｘくきｘえがｚえｘ
1

 

2

3

 

4

ｉかそぐうぃ ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚがさかがぇ ぅｘしうぐす

2

3

1ba

 

1a 1b

2a

 

2b

3

 

4

Ｖぉそ ぐがぁが さぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず くぐうぎｘぉずかけぜ おｘざう‐
かけ ｚぎがｚぃかず く がえぎけいｘぜしぃぇ おぃｙぃぉずぜ, あぃぇ‐
くぐｚけぇぐぃ, えｘえ きがえｘぅｘかが かｘ ぎうく. 4.
ｇがあｘさｘ ｚがあす
Ｙｘえぎぃきうぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさう ｚがあす, きがくぐｘｚぉそぃおすぇ
ｚ えがおきぉぃえぐぃ く きぎうｙがぎがお, 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, ｚすきがぉかうｚ がきうくｘかかすぃ
かういぃ あぃぇくぐｚうそ. ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ きがｚぐがぎかが くぐｘ‐
ぎすぇ ざぉｘかぁ. ｋあぉうかそぐず かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かぃぉずぅそ.
Ｗくぉう がか くぉうざえがお えがぎがぐえうぇ, きぎがえがかくけぉずぐうぎけぇ‐
ぐぃくず く くぃぎｚうくかすお ごぃかぐぎがお.
�1

 

2

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ぎがｚぃぎず‐
ぐぃ かｘ がぐくけぐくぐｚうぃ けぐぃさえう.
ｉぉうｚ
ｇぎうくがぃあうかうぐぃ С-がｙ‐
ぎｘぅかがぃ えがぉぃかが え くぉうｚ‐
かがおけ ざぉｘかぁけ. ｊがさえｘ
きがあくがぃあうかぃかうそ え
くぉうｚかがおけ くぐがそえけ (うぉう
おぃくぐが くぉうｚｘ ｚ ぎｘえがｚう‐
かけ) あがぉいかｘ ぎｘくきがぉｘ‐
ぁｘぐずくそ かｘ ｚすくがぐぃ
70-100 くお. ｆｙぃくきぃさず‐
ぐぃ かｘあぃいかがぃ えぎぃきぉぃ‐
かうぃ. Ｖぉそ きぎぃあがぐｚぎｘ‐
しぃかうそ ｚがぅかうえかがｚぃかうそ くうげがかかがぁが せげげぃえぐｘ えが‐
かぃご くぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ あがぉいぃか かｘこがあうぐずくそ ｚ
ｚがぅあけこぃ (ｘ かぃ ｚ ｚがあぃ).
ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ かうえがぁあｘ かぃ あがぉいぃか ｙすぐず かｘぐそ‐
かけぐすお. Ｗくぉう がか くぉうざえがお えがぎがぐえうぇ, がｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ぅｘ えがかくけぉずぐｘごうぃぇ 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.
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Эぉぃえぐぎうさぃくえがぃ きがあえぉぜさぃかうぃ
ｉぐうぎｘぉずかｘそ おｘざうかｘ あがぉいかｘ きがあえぉぜさｘぐずくそ
ぐがぉずえが え があかがげｘぅかがぇ くぃぐう かｘきぎそいぃかうぃお 230
Ｔ. ｇぎがｚぃぎずぐぃ かがおうかｘぉ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉぃぇ: 13 Ｒ
かｘ 230 Ｔ. ｄｘざうかｘ かぃ あがぉいかｘ きがあえぉぜさｘぐずくそ
さぃぎぃぅ きぎがくぐがぇ うぉう く かぃくえがぉずえうおう ぎがぅぃぐえｘおう
けあぉうかうぐぃぉず. ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐが ｚうぉえｘ ぅｘぅぃおぉぃかｘ
う がｙがぎけあがｚｘかｘ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしう‐
おう きがぉがいぃかうそおう.
ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぎうｙがぎ かｘ きぉがくえけぜ う ぐｚぃぎあけぜ きが‐
ｚぃぎこかがくぐず ｚ ｚぃかぐうぉうぎけぃおがお おぃくぐぃ. ｇぎがくぉぃ‐
あうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす きぎうｙがぎ かぃ えｘくｘぉくそ くぐぃかす

うぉう おぃｙぃぉう. ｊがさかがぃ ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ きぎうｙがぎｘ
きが ぁがぎうぅがかぐｘぉう きがぅｚがぉそぃぐ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず ｚう‐
ｙぎｘごうう, ざけお う くおぃしぃかうぃ きぎうｙがぎｘ ｚが ｚぎぃおそ
ぎｘｙがぐす.

 

ｆこぎｘかｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｋぐうぉうぅｘごうそ うぅあぃぉうそ

Ｔくぃ おｘぐぃぎうｘぉす, かｘ えがぐがぎすこ うおぃぃぐくそ くうお‐
ｚがぉ  , そｚぉそぜぐくそ きぃぎぃぎｘｙｘぐすｚｘぃおすおう.

Ｖがくぐｘｚずぐぃ うこ ｚ おぃくぐが くｙがぎｘ がぐこがあがｚ (おがいかが
けぅかｘぐず ｚ おぃくぐかがお くｘおがけきぎｘｚぉぃかうう) あぉそ きが‐
くぉぃあけぜしぃぇ きぃぎぃぎｘｙがぐえう. ｇぎう けぐうぉうぅｘごうう Ｔｘ‐
ざぃぇ おｘざうかす くかうおうぐぃ く かぃぃ ｚくぃ あぃぐｘぉう, おがぁけ‐
しうぃ ｙすぐず がきｘくかすおう あぉそ がえぎけいｘぜしうこ: くぎぃいず‐
ぐぃ せぉぃえぐぎうさぃくえうぇ えｘｙぃぉず えｘえ おがいかが ｙぉういぃ え
おｘざうかぃ.
ｉうおｚがぉ  かｘ くｘおがお うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが けきｘ‐
えがｚえぃ がぅかｘさｘぃぐ, さぐが きぎう けぐうぉうぅｘごうう あｘかかがぁが
うぅあぃぉうそ く かうお かぃぉずぅそ がｙぎｘしｘぐずくそ えｘえ く がｙす‐
さかすおう ｙすぐがｚすおう がぐこがあｘおう. Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが
くぉぃあけぃぐ くあｘｚｘ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 せぉぃえぐぎうさぃくえがぁが う せぉぃえぐぎがかかがぁが 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.
ｆｙぃくきぃさうｚ きぎｘｚうぉずかけぜ けぐうぉうぅｘごうぜ あｘかかがぁが
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 きがぐぃか‐
ごうｘぉずかすぃ かぃぁｘぐうｚかすぃ きがくぉぃあくぐｚうそ あぉそ がえぎけ‐

いｘぜしぃぇ くぎぃあす う ぅあがぎがｚずそ さぃぉがｚぃえｘ, えがぐがぎすぃ
おがぁぉう ｙす うおぃぐず おぃくぐが ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ.
Ｓがぉぃぃ きがあぎがｙかけぜ うかげがぎおｘごうぜ が きがｚぐがぎかがぇ
きぃぎぃぎｘｙがぐえぃ あｘかかがぇ おｘざうかす Ｔす おがいぃぐぃ きが‐
ぉけさうぐず け おぃくぐかすこ ｚぉｘくぐぃぇ, け がぎぁｘかうぅｘごうう きが
けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ, ｘ ぐｘえいぃ ｚ おｘぁｘぅうかぃ, ｚ えが‐
ぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう おｘざうかけ.

Ｚかげがぎおｘごうそ きが がこぎｘかぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす

ｉ ごぃぉずぜ せえがかがおうう ｚがあす う せぉぃえぐぎがせかぃぎ‐
ぁうう う, ぐぃお くｘおすお, ぅｘしうぐす がえぎけいｘぜしぃぇ

くぎぃあす, おす ぎぃえがおぃかあけぃお:
• くぐぎぃおうぐぃくず うくきがぉずぅがｚｘぐず おｘざうかけ かｘ きがぉ‐

かけぜ ぅｘぁぎけぅえけ.
• きぎがぁぎｘおおす きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ くぐうぎえう う ぅｘ‐

おｘさうｚｘかうそ きぎうおぃかそぇぐぃ ぐがぉずえが あぉそ くうぉずかが‐
ぅｘぁぎそぅかぃかかすこ ｚぃしぃぇ.

• うくきがぉずぅけぇぐぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしうこ くぎぃあくぐｚ く
けさぃぐがお いぃくぐえがくぐう ｚがあす, がｙじぃおｘ 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.

RU  ｈｆｉｉＺｗ - Ｕｘぎｘかぐうそ/くぃぎｚうくかｘそ くぉけいｙｘ
ｉぃぎｚうくかがぃ がｙくぉけいうｚｘかうぃ う ぅｘきｘくかすぃ さｘくぐう
Ｔ くぉけさｘぃ かぃがｙこがあうおがくぐう ぎぃおがかぐｘ きぎうｙがぎｘ,
うぉう ぃくぉう Ｔす こがぐうぐぃ きぎうがｙぎぃくぐう ぅｘきｘくかすぃ さｘ‐
くぐう, がｙぎｘしｘぇぐぃくず ｚ かｘざ ｙぉういｘぇざうぇ 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 (くきうくがえ くぃぎｚうく‐
かすこ ごぃかぐぎがｚ きぎうぉｘぁｘぃぐくそ). Ｗくぉう け ｚｘく ｚがぅかう‐

えぉう ｚがきぎがくす きが うくきがぉずぅがｚｘかうぜ きぎうｙがぎｘ うぉう
Ｔす こがぐうぐぃ けぅかｘぐず が あぎけぁうこ きぎうｙがぎｘこ えがかごぃぎ‐
かｘ БИБCРОЛИСФ, ぅｚがかうぐぃ かｘ かｘざけ うかげがぎおｘ‐
ごうがかかけぜ ぉうかうぜ きが ぐぃぉぃげがかけ (495) 937 78 37
うぉう (495) 956 29 17.

RU  Ｗｚぎがきぃぇくえｘそ Ｕｘぎｘかぐうそ:  Ｖｘかかがぃ けくぐぎがぇ‐
くぐｚが きがああぃぎいうｚｘぃぐくそ ぁｘぎｘかぐうぃぇ БибЯролисф ｚ
えｘいあがぇ うぅ くぐぎｘか, きぃぎぃさうくぉぃかかすこ かｘ がｙがぎがぐぃ
せぐがぁが ぎけえがｚがあくぐｚｘ, ｚ ぐぃさぃかうぃ くぎがえｘ, けえｘぅｘか‐
かがぁが ｚ ぁｘぎｘかぐうう かｘ けくぐぎがぇくぐｚが うぉう ｚ うかがお
がきぎぃあぃぉぃかかがお ぅｘえがかがお きがぎそあえぃ.Ｔ くぉけさｘぃ ｚｘ‐
ざぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうそ うぅ があかがぇ うぅ せぐうこ くぐぎｘか ｚ
ぉぜｙけぜ あぎけぁけぜ うぅ かういぃきぃぎぃさうくぉぃかかすこ くぐぎｘか,
ぁｘぎｘかぐうそ かｘ けくぐぎがぇくぐｚが きぃぎぃおぃくぐうぐくそ ｚおぃくぐぃ
く ｚｘおう きぎう けくぉがｚうう くがｙぉぜあぃかうそ くぉぃあけぜしうこ
ぐぎぃｙがｚｘかうぇ:

• Ｕｘぎｘかぐうそ かｘ けくぐぎがぇくぐｚが かｘさうかｘぃぐ あぃぇくぐｚが‐
ｚｘぐず く あｘぐす, えがぁあｘ ｚす ｚきぃぎｚすぃ きぎうがｙぎぃぉう
せぐが けくぐぎがぇくぐｚが, きがあぐｚぃぎいあぃかうぃお えがぐがぎがぇ
ｙけあぃぐ くぉけいうぐず きぎぃあじそｚぉぃかうぃ あぃぇくぐｚうぐぃぉず‐
かがぁが けあがくぐがｚぃぎそぜしぃぁが きがえけきえけ あがえけおぃかぐｘ,
ｚすあｘかかがぁが きぎがあｘｚごがお けくぐぎがぇくぐｚｘ.

• Ｕｘぎｘかぐうそ かｘ けくぐぎがぇくぐｚが あぃぇくぐｚけぃぐ ｚ ぐぃさぃ‐
かうぃ ぐがぁが いぃ くぎがえｘ う ｚ きぎぃあぃぉｘこ ぐがぁが いぃ がｙじ‐
ぃおｘ ぎｘｙがぐ う えがかくぐぎけえぐうｚかすこ さｘくぐぃぇ, えｘえうぃ
あぃぇくぐｚけぜぐ ｚ かがｚがぇ くぐぎｘかぃ ｚｘざぃぁが きぎがいうｚｘ‐
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かうそ きぎうおぃかうぐぃぉずかが え あｘかかがぇ えがかえぎぃぐかがぇ
おがあぃぉう うぉう くぃぎうう けくぐぎがぇくぐｚ.

• Ｕｘぎｘかぐうそ かｘ けくぐぎがぇくぐｚが そｚぉそぃぐくそ きぃぎくが‐
かｘぉずかがぇ あぉそ きぃぎｚがかｘさｘぉずかがぁが きがえけきｘぐぃぉそ
せぐがぁが けくぐぎがぇくぐｚｘ う かぃ おがいぃぐ ｙすぐず きぃぎぃあｘかｘ
あぎけぁがおけ きがぉずぅがｚｘぐぃぉぜ.

• ｋくぐぎがぇくぐｚが けくぐｘかがｚぉぃかが う うくきがぉずぅけぃぐくそ 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, うぅあｘかかすおう
БибЯролисф, ぐがぉずえが ｚ きぎぃあぃぉｘこ あがおｘざかぃぁが こが‐

ぅそぇくぐｚｘ, ぐ.ぃ. かぃ うくきがぉずぅけぃぐくそ ｚ えがおおぃぎさぃ‐
くえうこ ごぃぉそこ.

• ｋくぐぎがぇくぐｚが けくぐｘかがｚぉぃかが ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう くが
ｚくぃおう きぎうおぃかうおすおう かがぎおｘぐうｚかすおう あがえけ‐
おぃかぐｘおう, あぃぇくぐｚけぜしうおう ｚ かがｚがぇ くぐぎｘかぃ ｚｘ‐
ざぃぁが きぎがいうｚｘかうそ.

ｇがぉがいぃかうそ かｘくぐがそしぃぇ Ｗｚぎがきぃぇくえがぇ Ｕｘぎｘか‐
ぐうう かぃ かｘぎけざｘぜぐ かうえｘえうこ きぎぃあがくぐｘｚぉぃかすこ
ｚｘお きが ぅｘえがかけ きぎｘｚ.
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