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オｆｈｐＲアＲｅ ｆｈｊＲアＲ ＹＺｗｅ ｂＷｃＶＩｈｄＷｋ ｊｋｈＲｃｓ ｄＲアｃダｄＲｊｊＲｈ
Ｓぃぉぁっ  くｘぉすかィｘか おｘぐぃぎうｘぉあｘぎあす カｘぇぐｘ ヲコあぃけあぃか ヲぐえっぅけぁぃ ぐｘきくすぎすコすぅ. ｆぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすか
カｘぇぐｘ ヲコあぃけあぃか ヲぐえっぅけ タざっか ぐうっくぐっ えがかぐぃぇかぃぎぉぃぎぁぃ くｘぉすコすぅ.
ｕぉぃえぐぎぉっえ いモかぃ せぉぃえぐぎがかうえｘぉすカ カチぎすぉィすぉｘぎあすコ カｘぉあすィすか カｘぇぐｘ ヲコあぃけあぃか ヲぐえっぅけ ｘぎカすぉす,
カがぎざｘィｘか がぎぐｘィｘ いモかぃ ｘあｘおかすコ あぃかくｘけぉすィすかｘ ぅうすか えぃぉぐっぎぃぐっか いｘィあｘぇぉｘぎィｘ いがぉ ｙぃぎおぃけぁぃ ヲぅ
タぉぃくっコっぅあっ カがくすコすぅ. Ｓぃぉぁっ  くｘぉすかィｘか カチぎすぉィすぉｘぎあす ぐチぎおすくぐすカ カｘぉあすカぐｘぎおぃか ｙっぎぁぃ ぐｘくぐｘおｘコすぅ.
ヱかっおあっ いぃぎぁっぉっえぐっ カｘぇぐｘ ヲコあぃけ がぎぐｘぉすィすかｘ ヲぐえっぅっコっぅ かぃおぃくぃ いぃぎぁっぉっえぐっ おぃえぃおぃぁぃ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

ＳＩＹＶＩゲ ＴＷＳ-ｉＲａｊオＲ ＳＲｈｓｇ ｂＷｃＷｉＩｅＩ オＲｈＲゲｓＹ:
- ヱかっおあぃぎ
- ｂっぐｘきざｘぉｘぎ
- ｇｘぇあｘぉｘかけざす かチくカｘけぉすカぐｘぎす
- Ｒカｘけぉすカぐす ぐタぅぃぐけ
- ヱかっおあぃぎ

ууу.Эбг.Ялй

ｐＲｈｊｊｓ ＳＷｃＵＩｃＷｈ
Ｗくえぃぎぐけ - オｘけっきくっぅあっえ ぐけぎｘぉす おｘコすぅあす おｘィぉチおｘぐ.

Ｘｘぉきす おｘィぉチおｘぐぐｘぎ おぃかぃか えぃコぃくぐぃぎ

オがぎィｘィｘか がぎぐｘィｘ ぅうそか えぃぉあっぎおぃぇ きｘぇあｘぉｘかけ ぐけぎｘぉす かチくカｘけぉｘぎ

ヱかあっぎけざっ ぃくえぃぎぐけくっぅ ヲぅぁぃぎっく ぃかぁっぅけ カチカすィすかｘ うぃ.
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ｊＲｄＲｐＲ ｅメｊＺＸＷｃＷｈＵＷ ＸＷｊｋ
AБГ ｙチぇすおすか ぐｘコあｘィｘかすコすぅィｘ ぎｘこおぃぐ. Ｓっぅ えヲきぐぃぁぃか いすぉあｘぎ ｙがぇす, ヲおっぎ くタぎけあっ ｙｘぎすかざｘ
いぃコっぉあぃぐけあっ ｘぉィｘ おｘカくｘぐ ぃぐっき カがそ がぐすぎすき, タぅあっえ ぐぃこかがぉがぁうそィｘ かぃぁっぅあぃぉぁぃか, モあぃぐぐぃぁっ ぐチぎおすくぐすカ
ぐぃこかうえｘあｘ えぃぅあぃくぃ ｙぃぎおぃぇぐっか げけかえごうそぉｘぎおぃか いｘｙあすカぐｘぉィｘか, おっかくっぅ いチおすく いｘくｘぇぐすか
カチぎすぉィすぉｘぎあす ヲかあっぎっき えぃぉぃおっぅ. Ｓっぎかぃざぃ おうかけぐ けｘカすぐすコすぅあす ｙヲぉっき, カチぎすぉィすかすコ おタおえっかあっぁっか
ぐがぉすカ きｘぇあｘぉｘかけ タざっか かチくカｘけぉすカきぃか ぐｘかすくすき ざすィすコすぅ.

ｂＷｈＷｂ-ＸＲｈＲオｊＲｈ ｄＷｅ ｐｓアｓｅＶｓオ ｄＲｊＷｈＺＲｃＶＲｈ
AБГ がかぉｘぇか あタえぃかっかぃか AБГ カチぎすぉィすぉｘぎすコすぅあすコ ｙｘぎぉすィすかすコ おっかくっぅ, ぐｘおｘざｘ いチおすく っくぐぃけっか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐけぁぃ カｘいぃぐぐっ ぅｘぐぐすコ ｙｘぎぉすィすか ぐｘｙｘくすぅ. Ｘがィｘぎす くぐｘかあｘぎぐカｘ くｘぇ いｘくｘぉィｘか
えぃぎぃえ-いｘぎｘカぐｘぎあすコ っざっかぃか ｘぎかｘぇす すあすく-ｘそカぐｘぎあｘか ｙｘくぐｘき, ｘく タぇ カチぎｘぉあｘぎす くｘぉすかｘぐすか
くぃｙぃぐぐぃぎあっ, ｙヲぐぃぉえぃ カがぇィすざぐｘか ｙｘくぐｘき, えっぎ いけィすざ おｘざうかｘィｘ ｘぎかｘぉィｘか かモぅっえ ぐがぎ ぐモぎっぅあっ
ぅｘぐぐｘぎあすコ ｙｘぎぉすィすか ぐｘｙｘ ｘぉｘくすぅ...

うかぐぃぎかぃぐぐぃぁっ おすかｘ あタえぃかぁぃ ｙｘぎすコすぅ:
ууу.Эбг.Ялй/пдлм

ｊダｊｓｅｋｐｓアＲ ｂヱｄＷｂ, オｓＹｄＷｊ ｂヱｈｉＷｊｋ
Ｓっぅ げうぎおｘぉすカ ｙヲぉざぃえぐぃぎあっ カがぉあｘかけあす チくすかｘおすぅ.

オすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ こｘｙｘぎぉｘくカｘかあｘ, えぃぉぃくっ あぃぎぃえぐぃぎ カがぉすコすぅあｘ ｙがぉけィｘ ぐうっく.
Ｖぃぎぃえぐぃぎあっ ぐぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかｘか ｘぉけィｘ ｙがぉｘあす.

ゾぉぁっ 

ヱかっお かヲおっぎっ 

ｉぃぎうそぉすカ かヲおっぎっ 
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 オＲｋＩｇｉＩＹＶＩｂ ｊｋｈＲｃｓ ｄＲアｃダｄＲｊｊＲｈ

オチぎすぉィすかす がぎかｘぐすき っくえぃ カがぉあｘかｘぎ ｘぉあすかあｘ
ｙっぎぁぃ いぃぐえっぅっぉぁぃか かチくカｘけぉｘぎあす おチカうそぐ がカすき
ざすィすコすぅ. オチぎすぉィすかす あチぎすく がぎかｘぐきｘけ おぃか
あチぎすく きｘぇあｘぉｘかｙｘけ かモぐういぃくっかあぃ ｘあｘお
いｘぎｘカｘぐ ｘぉくｘ いモかぃ ｘカｘけぉすカ がぎすか ｘぉくｘ
ヲかあっぎけざっ いｘけｘきぐす ぃおぃく. ｅチくカｘけぉすカぐす
えぃぉぃざぃえぐぃ カｘぎｘき いタぎけ タざっか タかぃおっ くｘカぐｘき
カがぇすコすぅ.

ＳＲｃＲｃＲｈ ｄＷｅ ＶメｈｄＷｅｉＩＹ
ＲＶＲｄＶＲｈＶｓゲ オＲｋＩｇｉＩＹＶＩＵＩ

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｊチかざすィすき カｘぉけ, いｘぎｘカｘぐ ｘぉけす
かぃおぃくぃ おタぁぃあぃえ ｙがぉすき カｘぉけ カｘけきっ ｙｘぎ.

• ｂぃおｙｘィｘぉ, くぃぅっお おタえっくぐっぁっ ｙｘぎ かぃおぃくぃ ｘカすぉ-
ぃくっ えぃお, カチぎすぉィすかす カがぉあｘかけ ぐモいっぎうｙぃくっ いがカ
かぃおぃくぃ カがぉあｘかｘ ｙっぉおぃぇぐっか ｘあｘおあｘぎィｘ,
ｙｘぉｘぉｘぎィｘ がかす っくえぃ カがくけィｘ ぎチカくｘぐ ｙぃぎおぃコっぅ.
ｆぉｘぎ がくす カチぎすぉィすかす ヲぅ カｘけっきくっぅあっぁっか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃぐっか ｘあｘおかすコ かチくカｘけす
かぃおぃくぃ カｘあｘィｘぉｘけす ｙがぇすかざｘ きｘぇあｘぉｘかけィｘ
ぐうっく. Ｓｘぉｘぉｘぎィｘ カチぎすぉィすおぃか がぇかｘけィｘ ぎチカくｘぐ
ｙぃぎおぃコっぅ.

• ｆぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすかすコ ｙｘぎぉすィすか
ｙｘぉｘぉｘぎあｘか ｘぉすく チくぐｘコすぅ.

• Ｘけィすざ ぅｘぐぐｘぎあすコ ｙｘぎぉすィすか ｙｘぉｘぉｘぎあｘか
ｘぉすく チくぐｘコすぅ.

• オチぎすぉィすかすコ ぃくっぁっ ｘざすカ ぐチぎィｘかあｘ, ｙｘぉｘぉｘぎ
おぃか タぇ いｘかけｘぎぉｘぎすか ｘぉすく チくぐｘコすぅ.

ｆｈｅＲｊｋ
• ｆぎｘお おｘぐぃぎうｘぉあｘぎすかすコ ｙｘぎぉすィすか

ｘぉすコすぅ.
• Ｓタぉっかぁぃか カチぎすぉィすかす がぎかｘぐきｘコすぅ かぃおぃくぃ

っくえぃ カがくきｘコすぅ.
• オチぎすぉィすかす ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす 0 °C ぁぎｘあけくぐｘか

ぐヲおぃか いぃぎぁぃ がぎかｘぐきｘコすぅ かぃおぃくぃ
カがぉあｘかｙｘコすぅ.

• オチぎすぉィすおぃか ｙっぎぁぃ ｙぃぎっぉぁぃか がぎかｘぐけ
ｙがぇすかざｘ かチくカｘけぉｘぎあす がぎすかあｘコすぅ.

• オチぎすぉィすかすコ タくぐっ おぃか いｘか-いｘィすか カがぎざｘィｘか
えがかくぐぎけえごうそぉｘぎあすコ カｘけっきくっぅ ｙがぉけすか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっコっぅ.

ｉけィｘ カがくけ
• ｉけ カがくすぉすおす ぐタぐっえぐぃぎっかぃ ぃざｙっぎ ぅｘカすお

えぃぉぐっぎおぃコっぅ.

• オチぎすぉィすかす いｘコｘ カチｙすぎぉｘぎィｘ かぃおぃくぃ チぅｘカ
けｘカすぐ カがぉあｘかすぉおｘィｘか カチｙすぎぉｘぎィｘ
いｘぉィｘおｘぇ ぐチぎすき, くけすか ぐｘぅｘぎィｘかざｘ
ｘィすぅすコすぅ.

• オチぎすぉィすかす ｘぉィｘざ ぎぃぐ カがぉあｘかィｘか えぃぅあぃ ぃざ
いぃぎっかぃか くけ ｘカきｘぇ ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

• ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえ, っざっかぃ くすお ヲぐえっぅっぉぁぃか ぃえっ
カｘｙｘぐ カｘきぐｘおｘあｘか ぐチぎｘあす いモかぃ カｘけっきくっぅあっえ
えぉｘきｘかすおぃか いｘｙあすカぐｘぉィｘか.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
オｘぐぃぎぉっ えぃぎかぃけ.

• Ｗぁぃぎ くけ カチそぐすか ぐタぐっえ ｙタぉっかくぃ, ｘざｘかす あぃぎぃけ
ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすコすぅ. ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっ
ｘけすくぐすぎけ タざっか カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ
こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

ｕぉぃえぐぎぐがィすかｘ カがくけ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ヱぎぐ ざすィけ いモかぃ せぉぃえぐぎ カｘぐぃぎっかぃ
チざすぎｘけ カｘけきっ ｙｘぎ.

• オチぎすぉィすかす おっかあぃぐぐっ ぐタぎあぃ いぃぎぁぃ ぐチぇすカぐｘけ
カｘいぃぐ.

• ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘィす
せぉぃえぐぎ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっかっコ せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかあぃぁっ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎぁぃ くｘぇ えぃぉぃぐっかっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
ｉｘぇ えぃぉおぃくぃ, せぉぃえぐぎざっぁぃ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

• メぎカｘざｘか あチぎすく がぎかｘぐすぉィｘか, カｘぐぃぎあぃか
くｘカぐｘかあすぎすぉィｘか ぎがぅぃぐえｘかす カがぉあｘかすコすぅ.

• ｂヲき ぐｘぎおｘカぐす ｘあｘきぐぃぎぉぃぎ おぃか チぅｘぎぐカすざ
くすおあｘぎあす カがぉあｘかｙｘコすぅ.

• オチぎすぉィすかすコ ｘざｘくすかｘ いモかぃ くすおすかｘ ぅｘカすお
えぃぉぐっぎおぃコっぅ. Ｙｘカすお えぃぉぁぃか せぉぃえぐぎ くすおすか
ｘけすくぐすぎぐけ タざっか カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ
がぎぐｘぉすィすかｘ かぃおぃくぃ せぉぃえぐぎざっぁぃ
こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

• オチぎすぉィすかすコ ｘざｘくすか ぎがぅぃぐえｘィｘ ぐぃえ
カチぎすぉィすかす がぎかｘぐすき ｙがぉィｘかかｘか えぃぇっか ィｘかｘ
いｘぉィｘコすぅ. ｆぎかｘぐすき ｙがぉィｘかかｘか えぃぇっか
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ｘざｘかすコ カがぉ いぃぐぃぐっか いぃぎあぃ ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

• オチぎすぉィすかす ぐがカぐｘか ｘいすぎｘぐけ タざっか くすおすかｘか
ぐｘぎぐきｘコすぅ. メぎカｘざｘか ｘざｘくすかｘか ぐｘぎぐすき
くけすぎすコすぅ.

ｇＲａＶＲｃＲｅｋ
• Ｓチぉ カチぎすぉィす タぇあぃ いモかぃ くがぉ くうそカぐす ぐヲおぃかあぃ

ｘぐｘぉィｘか いぃぎぉぃぎあぃ カがぉあｘかけィｘ ｘぎかｘぉィｘか:
– Ｖタえぃかあぃぎあっコ, えぃコくぃぉぃぎあっコ いモかぃ ｙｘくカｘ

いチおすく がぎすかあｘぎすかすコ カすぅおぃぐえぃぎぉぃぎぁぃ
ｘぎかｘぉィｘか ｘく ｙヲぉおぃぉぃぎっかあぃ

– ｌぃぎおｘあｘィす タぇぉぃぎあぃ
– オがかｘカ タぇぉぃぎあぃ, おがぐぃぉずあぃぎ おぃか ｙｘくカｘ あｘ

ぐチぎィすかあす いぃぎぉぃぎあぃ
– ｊヲくぃえ いモかぃ ぐｘコィす ｘくきぃか カｘおぐｘおｘくすぅ

ぃぐぃぐっか いぃぎぉぃぎあぃ.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
Ｘｘぎｘカｘぐ ｘぉけ カｘけっきっ ｙｘぎ.

• Ｓチぉ カチぎすぉィすかすコ ぐぃこかうえｘぉすカ くうきｘぐぐｘおｘくすか
ヲぅぁぃぎぐきぃコっぅ.

• ヱぐえっぎ チざぐす きすざｘカぐｘぎ おぃか ｘく
カチぎｘぉあｘぎすかすコ チざぐｘぎすか ぐヲおぃか カｘぎｘぐすき
かぃおぃくぃ えヲぉあぃかぃコっかぃか カがぇすき ｘく
カチぎｘぉあｘぎすかｘ ｘぎかｘぉィｘか くぃｙぃぐえぃ くｘぉすコすぅ.

• オチぎすぉィすかすコ ぃくっぁっ ｘざすカ ぐチぎィｘか えぃぅあぃ
くがィすぉすき カｘぉおｘく タざっか カｘぎｘけくすぅ
カｘぉあすぎおｘコすぅ.

• Ｒざすカ ぐチぎィｘか ぃくっええぃ がぐすぎおｘコすぅ かぃおぃくぃ
タくぐっかぃ ざすカきｘコすぅ.

• ｓあすく いけィすざ おｘざうかｘィｘ ｘぎかｘぉィｘか いけィすざ
ぅｘぐぐｘぎ カｘけっきぐっ. Ｘけィすざ ぅｘぐぐすコ がぎｘおすかあｘ
えヲぎくぃぐっぉぃぐっか かチくカｘけぉｘぎあす がぎすかあｘコすぅ.

• オチぎすぉィすあｘィす くけおぃか がぇかｘけィｘ かぃおぃくぃ っざけぁぃ
ｙがぉおｘぇあす.

• ｓあすくぐｘぎあす ｙｘィあｘぎぉｘおｘ ｘそカぐｘぉィｘかざｘ
カチぎすぉィすあｘか ｘぉおｘコすぅ. ｓあすくぐｘぎあｘ いけィすざ
ぅｘぐ ｙがぉけす おタおえっか.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｕぉぃえぐぎ, ヲぎぐ カｘぐぃぎっ きｘぇあｘ ｙがぉけす
かぃおぃくぃ ｘあｘお えタぇっき カｘぉけす おタおえっか.

• ｊチぐｘかィすざ ぅｘぐぐｘぎあす かぃおぃくぃ っざっかぃ ぐチぐｘかィすざ
ぅｘぐ くｘぉすかィｘか あすおカすぉ ぅｘぐぐｘぎあす
カチぎすぉィすかすコ っざっかぃ, カｘくすかｘ かぃおぃくぃ タくぐっかぃ
カがぇおｘコすぅ.

• オチぎすぉィすかす ぐｘぅｘぉｘけ タざっか くけぉす くきぎぃぇあっ いモかぃ
ｙけあす カがぉあｘかｙｘコすぅ.

• Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ がぎすかあｘぉすき ぐチぎィｘかあｘ カチぎすぉィす
ぃくっぁっか ｘざくｘコすぅ, すくぐすカ ｙけ ざすィけす おタおえっか.

オダｈｓｃアｓｅｓ ｊＲｉｊＲｋ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
Ｘｘぎｘカｘぐ ｘぉけ かぃおぃくぃ ぐチかざすィすき カｘぉけ
カｘけきっ ｙｘぎ.

• オチぎすぉィすかす せぉぃえぐぎ いぃぉっくっかぃか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
• オけｘぐ くすおすか えぃくっき ｘぉすコすぅ あｘ, カがカすくカｘ

ぐｘくぐｘコすぅ.
• Ｓｘぉｘぉｘぎ おぃか いｘかけｘぎぉｘぎ カチぎすぉィすィｘ

カｘおｘぉすき カｘぉおｘく タざっか ぃくっえぐっコ ｙぃえっぐきぃくっか
ｘぉすコすぅ.
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Ｓダａｓｄ ｉＺｇＲｊｊＲｄＲｉｓ
1 2 3

45810 67

12

9 11

1 Ｗコ タくぐっコぁっ ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
2 ゾくぐっコぁっ ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
3 Ｒくぐすコィす ｙタぎっええっざ ぐタぐっえ
4 ｉタぅぁっぉぃぎ
5 ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくす
6 ｊチぅ くｘけすぐす
7 ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ ぐぃぐっぁっ
8 ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ
9 Ｘけィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ
10 Ｒく カチぎｘぉあｘぎす くぃｙぃぐっ
11 Ｒくぐすコィす くぃｙぃぐ
12 ゾくぐっコぁっ くぃｙぃぐ

ＸＲｈｓオ ｉメｋｃＷｉＩ
• Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ

カチぎすぉィす ぃくっぁっかっコ ｘくぐすコィす いｘィすかあｘィす
ぃあぃかあぃ カすぅすぉ いｘぎすカ くモけぉぃくっ えヲぎっかけっ おタおえっか.
Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ ｘそカぐｘぉィｘか えぃぅあぃ カすぅすぉ いｘぎすカ
いｘくすぉ いｘぎすカカｘ ｘぇかｘぉｘあす.

• オチぎすぉィすあｘ ｘカｘけぉすカ きｘぇあｘ ｙがぉィｘか えぃぅあぃ,
カすぅすぉ ぐタくぐっ いｘぎすカ くモけぉぃくっ いすきすぉすカぐｘぇあす.
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ＳＲｉオＲｈｋ ｇＲｅＷｃＩ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 オがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっ
2 Ｓぃぇかぃｙぃぐ
3 ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっ
4 Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっ (ぐヲおぃか)
5 Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ ぐタぇおぃざっぁっ (いがィｘぎす)

6 БфроЭДхгебкб ぐタぇおぃざっぁっ
7 ЙсирерЭЮ ぐタぇおぃざっぁっ
8 ОБПБР ぐタぇおぃざっぁっ
9 Ｚかあうえｘぐがぎ ざｘおあｘぎす

Ｚかあうえｘぐがぎ
ざｘおあｘぎす

ｉうきｘぐぐｘおｘ

ｊチぅ うかあうえｘぐがぎす. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ がくす うかあうえｘぐがぎ
くヲかっき ぐチぎｘあす.
ｐｘぇィすざ ぅｘぐ うかあうえｘぐがぎす. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ がくす
うかあうえｘぐがぎ くヲかっき ぐチぎｘあす.
Ｒそカぐｘけ うかあうえｘぐがぎす.
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ＳＲアＶＲｈｃＲｄＲｃＲｈ
Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ ｃｘくぐｘかけ あモぎぃいぃくっ

ｂっぎあっコ ぐタぎっ
Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ
ごうえぉあｘぎ

ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎ

1

 1)

Ｓｘぎぉすィす
ｌｘぎげがぎ すあすく, ｘく
カチぎｘぉあｘぎす,
えモくぐぎヲぉあぃぎ おぃか
ぐｘｙｘぉｘぎ

Ｒぉィｘざカす いけけ
Ｘけけ 45 °C ぁぎｘあけくぐｘか 70
°C あぃぇっか
ｐｘぜ ごうえぉあｘぎす
オチぎィｘぐけ

БфроЭДхгебкб

2

 2)

オｘぐぐす ぉｘくぐｘかィｘか
ｌｘぎげがぎ すあすく, ｘく
カチぎｘぉあｘぎす,
えモくぐぎヲぉあぃぎ おぃか
ぐｘｙｘぉｘぎ

Ｒぉィｘざカす いけけ
Ｘけけ 70 °C
ｐｘぜ ごうえぉあｘぎす
オチぎィｘぐけ

 

3

 3)

オｘぉすきぐす ぉｘくぐｘかィｘか
ｌｘぎげがぎ すあすく-ｘそカ
きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎす

Ｒぉィｘざカす いけけ
Ｘけけ 50 °C
ｐｘぜ ごうえぉあｘぎす
オチぎィｘぐけ

 

4

 4)

Ｘｘコｘ ぉｘくぐｘかィｘか
ｌｘぎげがぎ すあすく-ｘそカ
きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎす

Ｘけけ 60 °C
ｐｘぜ

БфроЭДхгебкб

5

 5)

オｘぉすきぐす ぉｘくぐｘかィｘか
ｌｘぎげがぎ すあすく-ｘそカ
きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎす

Ｒぉィｘざカす いけけ
Ｘけけ 50 °C
ｐｘぜ ごうえぉあｘぎす
オチぎィｘぐけ

БфроЭДхгебкб

6 ｐｘおｘぉす ぉｘくぐｘかィｘか
ｌｘぎげがぎ すあすく-ｘそカ
きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎす

Ｘけけ 55 °C
ｐｘぜ ごうえぉあｘぎす

БфроЭДхгебкб

7 オｘぉすきぐす かぃ ざｘおｘぉす
ぉｘくぐｘかィｘか
ｆくｘぉ すあすく-ｘそカ きぃか
ざすかす すあすく

Ｘけけ 45 °C
ｐｘぜ ごうえぉあｘぎす
オチぎィｘぐけ
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 6)

Ｓｘぎぉすィす Ｒぉィｘざカす いけけ  

1) オチぎすぉィす くぃｙぃぐぐぃぎあぃぁっ ぅｘぐぐｘぎあすコ カｘかざｘぉすカぐす ぉｘくぐｘかィｘかすか いモかぃ ぅｘぐぐｘぎあすコ くｘかすか ｘかすカぐｘぇ ｘぉｘあす.
ｆぉ くけあすコ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす おぃか おヲぉざぃぎっか, カけｘぐぐすコ ぐチぐすかすぉけ ざｘおｘくす おぃか ｙｘィあｘぎぉｘおｘ けｘカすぐすか
ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ ぎぃぐぐぃぇあっ.

2) Ｓチぉ ｙｘィあｘぎぉｘおｘあｘ БфроЭДхгебкб きｘぎｘおぃぐぎっ いチおすく っくぐぃぇあっ.
3) Ｓチぉ ぃコ ざけすぉくすぅ いけｘぐすか ｙｘィあｘぎぉｘおｘ. ｐけすぉ あぃコぁぃぇっか ｘぅｘぇぐけ タざっか くがぎィす ヲぐぃ ぐヲおぃか いすぉあｘおあすカきぃか

いチおすく っくぐぃぇあっ. Ｘすぉあｘおあすカ ぐヲおぃか ｙがぉィｘかあすカぐｘか ｙｘィあｘぎぉｘおｘ けｘカすぐす チぅｘカ.
4) ｆくす ｙｘィあｘぎぉｘおｘおぃか いｘコｘ ぉｘくぐｘかィｘか すあすくぐｘぎあす いけけィｘ ｙがぉｘあす. Ｓチぉ カすくカｘ けｘカすぐ っざっかあぃ いｘカくす

かモぐういぃ ｙぃぎぃあっ.
5) Ｓチぉ くすかｘカ おぃえぃおぃぉぃぎっかぃ ｘぎかｘぉィｘか くぐｘかあｘぎぐぐす ｙｘィあｘぎぉｘおｘ. ｆくす ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす カがぉあｘかすき, カｘぉすきぐす

えっぎぉぃぁぃか げｘぎげがぎ すあすく-ｘそカ きぃか ｘく カチぎｘぉあｘぎすか いけィｘかあｘ, くけ おぃか カけｘぐ ｙｘぎすかざｘ ぐうっおあっ いチおくｘぉｘあす.
6) Ｓチぉ ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす すあすくぐｘぎあす いすぉあｘお ざｘぜ タざっか カがぉあｘかすコすぅ. Ｓチぉ カｘぉあすカぐｘぎあすコ すあすくぐｘぎィｘ

いｘｙすくすき, カチぎすぉィすあｘか いｘィすおくすぅ うっく ざすィけすかｘ いがぉ ｙぃぎおぃぇあっ.
Ｓチぉ ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす カがぉあｘかィｘかあｘ, いけィすざ ぅｘぐぐｘぎあす きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ.
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ｊチぐすかけ おモかあぃぎっ

Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ1) ダぅｘカぐすカ
(おうか)

オけｘぐ
(えＴぐ)

ｉけ
(ぉ)

1 40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 14

2 140 - 160 1.4 - 1.6 13 - 14

3 200 - 220 1.1 - 1.2 9 - 11

4 30 0.8 9

5 160 - 180 0.8 - 0.9 9 - 10

6 50 - 60 1.0 - 1.1 10 - 11

7 70 - 80 0.8 - 0.9 11 - 12

8 14 0.1 4

1) Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかすコ チぅｘカぐすィす おぃか ぐチぐすかけ おモかあぃぎっか くけあすコ カすくすおす おぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘくす, せぉぃえぐぎ カけｘぐすかすコ
ｘけすぐカけす, きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎ いモかぃ すあすく-ｘそカぐすコ おヲぉざぃぎっ ヲぅぁぃぎぐけっ おタおえっか.

ｉすかｘカ うかくぐうぐけぐぐｘぎすかｘ ｘぎかｘぉィｘか ｘカきｘぎｘぐ
ｉすかｘカ ヲぐえっぅけぁぃ カｘいぃぐぐっ ｘカきｘぎｘぐぐｘぎ ぐけぎｘぉす こｘｙｘぎぉｘぎあす おすかｘ せぉ.きがざぐｘィｘ いがぉあｘコすぅ.
еквл.рбпр@аепдуЭпдбо-моласЯрелк.Ялй
ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかあｘィす カチぎすぉィすかすコ かヲおっぎっか (МКC) いｘぅすき カがぇすコすぅ.
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ｌｋｅｂｎＺｗｃＲｈ
ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす
ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき っくえぃ カがくすコすぅ かぃおぃくぃ
くヲかあっぎっコっぅ. ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ
ｙｘィあｘぎぉｘおｘ いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ
カがくけ かぃおぃくぃ くヲかあっぎけ おタおえっか ぃおぃく.

Ｗぁぃぎ ｙっぎ かぃおぃくぃ ｙっぎかぃざぃ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎ がぎかｘぐすぉくｘ, ぐうっくぐっ
うかあうえｘぐがぎぉｘぎあすコ ｙｘィあｘぎぉｘおｘぉｘぎあす
ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき カがくすぉィｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

БФРОAДХГЕБКБ
Ｓチぉ きｘぎｘおぃぐぎ ぁうぁうぃかｘかす くｘカぐｘけィｘ カｘぐすくぐす
いｘカくす かモぐういぃぉぃぎ ｙぃぎぃあっ. ｐｘぜ ごうえぉっ えぃぅっかあぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ 10-14 おうかけぐ 70 °C ぁぎｘあけくぐｘ
ぐチぎｘあす.
БфроЭДхгебкб ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ:
• Ｗぁぃぎ ｙチぉ きｘぎｘおぃぐぎ ｙｘィあｘぎぉｘおｘあｘ いチおすく

っくぐぃくぃ, ぐうっくぐっ うかあうえｘぐがぎ いｘかｘあす.
• Ｗぁぃぎ ｙチぉ きｘぎｘおぃぐぎ ｙｘィあｘぎぉｘおｘあｘ いチおすく

っくぐぃおぃくぃ, ぐうっくぐっ うかあうえｘぐがぎ ｙっぎかぃざぃ くぃえけかあ
いすきすぉすカぐｘぇあす あｘ, くがあｘか えぃぇっか くヲかぃあっ.

ЙСИРЕРAB ｌｋｅｂｎＺｗｉｓ
Ｓチぉ きｘぎｘおぃぐぎあっ ｘぎｘぉｘく いけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす
カがぉあｘかィｘかあｘ ィｘかｘ っくえぃ カがくすコすぅ.
Ｓチぉ きｘぎｘおぃぐぎ ざｘぇィすざ ぅｘぐ きぃか ぐチぅあす ｘィすぅｙｘぇ
ぐがカぐｘぐｘあす. ｊうっくぐっ うかあうえｘぐがぎぉｘぎ くヲかぃあっ.
Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかすコ けｘカすぐす チぅｘぎｘあす.
• ЙсирерЭЮ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ, ぐうっくぐっ

うかあうえｘぐがぎ いｘかｘあす.
• ｇｘぎｘおぃぐぎ くヲかあっぎぁぃかざぃ カがくけぉす ぐチぎｘあす.

ЙсирерЭЮ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ, ぐうっくぐっ
うかあうえｘぐがぎ くヲかぃあっ.

Ｗぁぃぎ ｘぎｘぉｘく ぐｘｙぉぃぐえｘかす カがぉあｘかけあす
ぐがカぐｘぐくｘコすぅ, いけィすざ ぅｘぐ, ざｘぇィすざ ぅｘぐ おぃか
すあすく いけィすざ ぐチぅあす いぃえぃ-いぃえぃ カがぉあｘかｘぎ
ｘぉあすかあｘ おすかｘ カｘあｘおあｘぎあす がぎすかあｘコすぅ:
1. ЙсирерЭЮ きｘぎｘおぃぐぎっか ｘいすぎｘぐすコすぅ.
2. ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす ぃコ タぉえぃか おモかぁぃ

カがぇすコすぅ.
3. ｊチぅ くｘけすぐす おぃか ざｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっかっコ

ぐがぉす ぃえぃかっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
4. ｐｘぜ ごうえぉす ｙｘぎ ぃコ カすくカｘ いけけ

ｙｘィあｘぎぉｘおｘくすか, いけィすざ ぅｘぐ カがぉあｘかｙｘぇ
いモかぃ すあすく くｘぉおｘぇ がぎすかあｘコすぅ.

5. ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす ヲぅっコっぅ ぐチぎｘぐすか いぃぎあぃぁっ
くけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっかぃ ぉｘぇすカぐｘき カがぇすコすぅ.

6. ｐｘぇィすざ ぅｘぐぐすコ カがくすぉｘぐすか おヲぉざぃぎっか
ぎぃぐぐぃコっぅ.

ＶｓＳｓｉｊｓオ ｉＺＵｅＲｃＶＲｈ
Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ おすかｘ いｘィあｘぇぉｘぎあｘ
いチおすく っくぐぃぇあっ:
• Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ ｘそカぐｘぉィｘかあｘ.
• ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすコ あぃコぁぃぇっ せぉぃえぐぎがかあすカ

ぐモくっぉおぃか ｙｘきぐｘぉィｘかあｘ.
• オチぎすぉィすあｘ ｘカｘけ ｙｘぎ えぃぅあぃ.

Ｙｘけすぐぐｘ がぎかｘぐすぉィｘか きｘぎｘおぃぐぎ:
カがくけぉす. Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎあす
ｘいすぎｘぐけィｘ ｙがぉｘあす.

Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎあす くヲかあっぎけ
1. オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくけ タざっか カがくけ/くヲかあっぎけ

ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ
ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
"ＳＲアＶＲｈｃＲｄＲｅｓ ｆｈｅＲｊｋ ＸメｅＷ
ＳＲｉｊＲｋ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.

2. (4) いモかぃ (5) ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか (3), (4) いモかぃ (5)
ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ うかあうえｘぐがぎぉｘぎす
いすきすぉすカぐｘィｘかざｘ カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき
ぐチぎすコすぅ.

3. (5) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ,
• (3) いモかぃ (4) ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ

うかあうえｘぐがぎぉｘぎす くヲかぃあっ.
• (5) ぐタぇおぃざっぁっかっコ うかあうえｘぐがぎす

いすきすぉすカぐｘけすか いｘぉィｘくぐすぎｘあす.
• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ あすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ

きｘぎｘおぃぐぎっ えヲぎくぃぐっぉぃあっ.

オがくけ

ヱざっぎけ

4. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけ タざっか (5) ぐタぇおぃざっぁっか
ｙｘくすコすぅ.

5. オチきぐｘけ タざっか カチぎすぉィすかす くヲかあっぎっコっぅ.

10 www.aeg.com



ＳＩｈＩｅｐＩ オｆｃＶＲｅアＲｅアＲ ＶＷａＩｅ
1. ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすコ カがぇすぉィｘか あぃコぁぃぇっ

ぐチぎｘぐすか いぃぎっコっぅあぃぁっ くけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっかぃ
くｘぇ えぃぉぃぐっかっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ. ｉｘぇ えぃぉおぃくぃ,
くけ いチおくｘぎぐカすざぐすコ あぃコぁぃぇっか ぎぃぐぐぃコっぅ.
ｊチぎｘぐすか いぃぎっコっぅあぃぁっ くけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっか,
いぃぎぁっぉっえぐっ くけおぃか いｘｙあすカぐｘけ おぃえぃおぃくっかぃ
こｘｙｘぎぉｘくすき ｙっぉっコっぅ.

2. ｊチぅ くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎすコすぅ.
3. ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐがぉぐすぎすコすぅ.
4. ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ ｘざすコすぅ.
5. オチぎすぉィすあｘ ヲかあっぎけ タぎあっくっかっコ カｘぉあすカぐｘぎす

カｘぉけす おタおえっか. ｆぉｘぎあす ぐｘぅｘぉｘけ タざっか
ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘコすぅ. Ｘけィすざ ぅｘぐぐす
カがぉあｘかｙｘコすぅ いモかぃ くぃｙぃぐぐぃぎあっ
ぐがぉぐすぎおｘコすぅ.

Ｗぁぃぎ ｘぎｘぉｘく いけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす
カがぉあｘかくｘコすぅ, йсирерЭЮ げけかえごうそくすか
カがぉあｘかすコすぅ. Ｓチぉ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあすコ
カチぎｘおすかあｘ いけィすざ ぅｘぐ, ざｘぇィすざ ぅｘぐ
いモかぃ ｙｘくカｘ カがくきｘぉｘぎ ｙｘぎ. Ｓチぉ
ぅｘぐぐｘぎあすコ ぐチぎｘぐすか いぃぎっコっぅあぃぁっ くけあすコ
えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くｘぇ えぃぉぃぐっかっかぃ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ. ヱかっおあぃぎあっコ がぎｘおすかあｘィす
かチくカｘけぉｘぎあす カｘぎｘコすぅ.

ｉｋ ＸダｄｉＲｈｊオｓｐｊｓ ｈＷｊｊＷｋ
ｂぃぎおぃえ くけあすコ カチぎｘおすかあｘ カチぎすぉィすィｘ かチカくｘか
えぃぉぐっぎけっ いモかぃ いけけ かモぐういぃくっかぃ いｘおｘか モくぃぎ ぃぐけっ
おタおえっか おうかぃぎｘぉあｘぎ ヲぐぃ えヲき おヲぉざぃぎあぃ
えぃぅあぃくぃあっ. ｉけ いチおくｘぎぐカすざ ｙチぉ おうかぃぎｘぉあｘぎあす
ｙぃぇぐｘぎｘき ぃぐぃあっ.
ｓあすく いけィすざ おｘざうかｘィｘ ｘぎかｘぉィｘか ぐチぅ くけ
いチおくｘぎぐカすざぐす ぐｘぅｘ, いｘカくす カｘぉすきぐｘ チくぐｘぇあす.
ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす あチぎすく あぃコぁぃぇぁぃ ぎぃぐぐぃき カがぜ
タざっか えぃくぐぃぁぃ カｘぎｘコすぅ. Ｓチぉ くけ いチおくｘぎぐカすざぐすコ
すあすく いけィすざ おｘざうかｘ ぐチぅす おぃか くけあす あチぎすく
おヲぉざぃぎあぃ カがぉあｘかけすか カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐぃあっ.

ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐす カがぉおぃか いモかぃ
せぉぃえぐぎがかあすカ ぐモくっぉおぃか ぎぃぐぐぃけ カｘいぃぐ.

ｉけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっ ｉけ いチおくｘぎぐカすざ
ぎぃぐぐぃけ

Ｕぃぎおｘかうそ
ぁぎｘあけくす

(°аД)

ｌぎｘかごうそ
ぁぎｘあけくす

(°вД)

おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ
ぁぎｘあけくす

オがぉあｘか ｕぉぃえぐぎ
がかあす

ぐモくっぉおぃ
か

51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2

Ї 4 Ї 7 Ї 0.7 Ї 5 12) 12)

1) Ｙｘけすぐぐｘ がぎかｘぐすぉィｘか きｘぎｘおぃぐぎ.
2) ｊチぅあす がくす あぃコぁぃぇぁぃ カがぇすき カがぉあｘかｙｘコすぅ.
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オがぉおぃか ぎぃぐぐぃけ
ｉけ えぃぎおぃえぐっぁっ あうくえっくっか 1-ざっ かぃおぃくぃ 2-ざっ がぎすかィｘ
ｙチぎｘコすぅ.

ｕぉぃえぐぎがかあすカ いがぉおぃか ぎぃぐぐぃけ
1. オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくけ タざっか カがくけ/くヲかあっぎけ

ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ
ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ,
"ＳＲアＶＲｈｃＲｄＲｅｓ ｆｈｅＲｊｋ ＸメｅＷ
ＳＲｉｊＲｋ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.

2. (4) いモかぃ (5) ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか (3), (4) いモかぃ (5)
ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ うかあうえｘぐがぎぉｘぎす
いすきすぉすカぐｘィｘかざｘ カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき
ぐチぎすコすぅ.

3. (3) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ.
• (4) いモかぃ (5) ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ

うかあうえｘぐがぎぉｘぎす くヲかぃあっ.

• (3) ぐタぇおぃざっぁっかっコ うかあうえｘぐがぎす
いすきすぉすカぐｘけすか いｘぉィｘくぐすぎｘあす.

• Ｖすｙすくぐすカ くうぁかｘぉあｘぎ ぃくぐっぉぃあっ. ｄすくｘぉす:
ｙぃく ぎぃぐ タぅっえ-タぅっえ あすｙすくぐすカ くうぁかｘぉ = 5-ざっ
あぃコぁぃぇ.

• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ くけ いチおくｘぎぐカすざぐすコ
きｘぎｘおぃぐぎっ えヲぎくぃぐっぉぃあっ. ｄすくｘぉす:  =
5-ざっ あぃコぁぃぇ.

4. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけ タざっか (3) ぐタぇおぃざっぁっか
カｘぇぐｘ-カｘぇぐｘ ｙｘくすコすぅ.

5. オチきぐｘけ タざっか カチぎすぉィすかす くヲかあっぎっコっぅ.

ｊダＹ ｉＲｋｓｊｓｅ ｊｆｃｊｓｈｋ
ｉｘカぐｘかあすぎけ ぐけぎｘぉす ぃくえぃぎぐけ!
ｓあすく いけィすざ おｘざうかｘィｘ ｘぎかｘぉィｘか
ぐチぅあす ィｘかｘ カがぉあｘかすコすぅ. Ｓｘくカｘ
ヲかっおあぃぎ カチぎすぉィすィｘ かチカくｘか えぃぉぐっぎけっ
おタおえっか.
ｊチぅ くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎィｘか えぃぅあぃ があｘか くけ
いモかぃ ぐチぅ ｘィけす おタおえっか. ｊがぐ ｙｘくけ カｘけっきっ
ｙｘぎ. Ｓチかあｘぇ いｘィあｘぇィｘ いがぉ ｙぃぎおぃけ
タざっか ぐチぅ くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎィｘかかｘか えぃぇっか
ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘコすぅ.

1. ｊチぅ くｘけすぐすかすコ カｘカきｘィすか くｘィｘぐ ぐっぉっかっコ
ｙｘィすぐすかｘ カｘぎくす ｙチぎｘき ｘざすコすぅ.

2. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ 1 ぉうぐぎ くけ カチぇすコすぅ (ぃコ
ｙっぎっかざっ ぎぃぐ ィｘかｘ).

3. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ すあすく いけィすざ おｘざうかｘ
ぐチぅすかｘか くｘぉすコすぅ.

4. ｊチぅ くｘけすぐすかすコ ぃぎかぃけっかあぃぁっ ぐチぅあす
ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

5. ｊチぅ くｘけすぐすかすコ カｘカきｘィすか くｘィｘぐ ぐっぉっかっコ
ｙｘィすぐすおぃか ｙチぎｘき いｘｙすコすぅ.
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ｐＲａアｓｐ ＹＲｊ ゾｃＷｉｊＩｈＵＩｐＩｅ ｊｆｃｊｓｈｋ

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

ｉｘカぐｘかあすぎけ ぐけぎｘぉす ぃくえぃぎぐけ!
ｓあすく いけィすざカｘ ｘぎかｘぉィｘか ざｘぇィすざ
ぅｘぐぐｘぎあす ィｘかｘ きｘぇあｘぉｘかすコすぅ. Ｓｘくカｘ
ヲかっおあぃぎ カチぎすぉィすィｘ かチカくｘか えぃぉぐっぎけっ
おタおえっか.

ｉがコィす ざｘぜ ごうえぉっ えぃぅっかあぃ ざｘぇィすざ ぅｘぐ
すあすくぐｘぎィｘ ぃざｙっぎ いがぉｘカ, あｘカ
カｘぉあすぎおｘぇ カチぎィｘぐけィｘ えヲおぃえぐぃくぃあっ.

1. (А) ｙがくｘぐけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき, カｘカきｘカぐす (C)
ｘざすコすぅ.

2. ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか (A) ぐがぉぐすぎすコすぅ,
'йЭф' あぃコぁぃぇっかぃか ｘくすぎおｘコすぅ.

3. ｊヲぁっぉっき カｘぉィｘか ざｘぇィすざ ぅｘぐ カｘぐぐす
えヲきっぎざっおぃく タざっか くっコっぎぁっざ ざタｙぃぎぃえきぃか
ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

4. オｘカきｘカざｘかす いｘｙすコすぅ. Ｓがくｘぐけ
ぐタぇおぃざっぁっかっコ ｙぃえっぐけ カｘぉきすかｘ カがぇすぉィｘかすかｘ
えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

ゾぉぃくぐっぎけ おヲぉざぃぎっか ぎぃぐぐぃけ ぐぃぐっぁっか (B) 1
(ぃコ ｘぅ おヲぉざぃぎ) いモかぃ 4 (ぃコ えヲき
おヲぉざぃぎ) ｘぎｘぉすィすかｘ カがぜィｘ ｙがぉｘあす.
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メｈｂゾｅＶＩｂ オｆｃＶＲｅｋ
1. ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ ｘざすコすぅ.
2. オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくけ タざっか カがくけ/ヲざっぎけ

ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ
ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.
"ＳＲアＶＲｈｃＲｄＲｅｓ ｆｈｅＲｊｋ ＸメｅＷ
ＳＲｉｊＲｋ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.
• ｊチぅ うかあうえｘぐがぎす カがくけぉす ぐチぎくｘ, ぐチぅ

くｘけすぐすか ぐがぉぐすぎすコすぅ.
• ｐｘぇィすざ ぅｘぐ うかあうえｘぐがぎす カがくけぉす ぐチぎくｘ,

ざｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐがぉぐすぎすコすぅ.
3. ｉぃｙぃぐぐぃぎあっ ぐがぉぐすぎすコすぅ.
4. Ｘけィすざ ぅｘぐぐｘか カがくすコすぅ.
5. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす えっぎあっコ ぐタぎっ おぃか えっぎぉぃけ

あぃコぁぃぇっかぃ カｘぎｘぇ あチぎすく ぐｘコあｘき, っくえぃ
カがくすコすぅ.

ｉＷＳＷｊｊＷｈＶＩ ｊｆｃｊｓｈｋ
ｉぃｙぃぐぐぃぎあっ ぐがぉぐすぎけ おすくｘぉあｘぎす
えヲぎくぃぐっぉぁぃか きｘぎｘカざｘかす カｘぎｘコすぅ.

• オチぎすぉィすかす すあすく いけィすざ おｘざうかｘあｘ いけけィｘ
ｙがぉｘぐすか ぅｘぐぐｘぎあす いけけ タざっか ィｘかｘ
カがぉあｘかすコすぅ.

• Ｒィｘざ, おタぇっぅ, ｘぉぜおうかうぇ, カｘぉｘぇす いモかぃ
おすくぐｘか いｘくｘぉィｘか ぅｘぐぐｘぎあす カチぎすぉィすィｘ
くｘぉおｘコすぅ.

• オチぎすぉィすィｘ くけ くっコっぎぃぐっか ぅｘぐぐｘぎあす (いヲえぃ, ｘく
タぇ ざタｙぃぎぃえぐぃぎっ) くｘぉおｘコすぅ.

• Ｙｘぐぐｘぎィｘ いｘｙすくカｘか ぐｘィｘお カｘぉあすカぐｘぎすか
ｘぉすコすぅ.

• Ｙｘぐぐｘぎィｘ えタぇっき いｘｙすくカｘか カｘぉあすカぐｘぎあす
いっｙっぐっコっぅ.

• ｐチコィすぉ すあすくぐｘぎあすコ (おすくｘぉす, えぃくぃ, くぐｘえｘか
いモかぃ えモくぐぎヲぉ) ｘけぅすか ぐヲおぃか カｘぎｘぐすき
くｘぉすコすぅ.

• Ｒく カチぎｘぉあｘぎす おぃか すあすく-ｘそカぐす ｘぎｘぉｘくすき
えぃぐきぃぇぐっか ぃぐっき くｘぉすコすぅ. オｘくすカぐｘぎあす ｙｘくカｘ
ｘく カチぎｘぉあｘぎすおぃか ｘぎｘぉｘくぐすぎすき くｘぉすコすぅ.

• ｉぐｘえｘかあｘぎあす ｙっぎ-ｙっぎっかぃ ぐうぁっぅｙぃぇ くｘぉすコすぅ.
• ｂっざえぃかぃ ぅｘぐぐｘぎあす ｘく カチぎｘぉあｘぎす くぃｙぃぐっかぃ

くｘぉすコすぅ.
• Ｘぃコっぉ ぅｘぐぐｘぎあす タくぐっコぁっ くぃｙぃぐえぃ くｘぉすコすぅ.

Ｙｘぐぐｘぎあす いすぉいすき えぃぐきぃぇぐっか ぃぐっき くｘぉすコすぅ.
• Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき, ｙタぎっええっざ

ぐタぐっえぐぃぎあっコ ぃぎえっか ｘぇかｘぉｘ ｘぉｘぐすかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

Ｘｋアｓｐ ＹＲｊｊｓ オｆｃＶＲｅｋ
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ｉｘカぐｘかあすぎけ ぐけぎｘぉす ぃくえぃぎぐけ!
ｓあすく いけィすざ おｘざうかｘぉｘぎィｘ ｘぎかｘぉィｘか
いけけ ぅｘぐぐｘぎあす ィｘかｘ きｘぇあｘぉｘかすコすぅ.

1. (B) ｙがくｘぐけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすき, カｘカきｘカぐす (C)
ｘざすコすぅ.

2. Ｘけィすざ ぅｘぐぐす (A) ｙヲぉっぁっかぃ くｘぉすコすぅ.
3. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかすコ ｘぉあすか ｘぉｘ いけけ ごうえぉす

ｙがぉくｘ, カチぎすぉィす ぃくっぁっかっコ っざえっ ｙヲぉっおっかぃ
いけィすざ ぅｘぐぐｘか ｘぅあｘき くｘぉすコすぅ.

4. Ｘけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす カがぉあｘかくｘコすぅ,
がぉｘぎあす いけィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっかぃ (A)
くｘぉすコすぅ.

5. オｘカきｘカざｘかす いｘｙすコすぅ. Ｓがくｘぐけ
ぐタぇおぃざっぁっかっコ ｙぃえっぐけ カｘぉきすかｘ カがぇすぉィｘかすかｘ
えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

Ｘけィすざ ぅｘぐぐす カｘいぃぐぐっ おヲぉざぃぎあぃか
ｘぎぐすカ きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ. Ｘけィすざ ぅｘぐぐすコ
がぎｘおすかあｘィす かチくカｘけぉｘぎあす カｘぎｘコすぅ.

オすくカｘ ｙｘィあｘぎぉｘおｘぉｘぎあす カがぉあｘかィｘかあｘ
いけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎ モｙあぃか ぃぎっおぃけっ
いモかぃ すあすくぐｘ いけィすざ ぅｘぐぐすコ
カｘぉあすカぐｘぎす カｘぉけす おタおえっか.
Ｘけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあす チぅｘカ
ｙｘィあｘぎぉｘおｘぉｘぎあす カがぉあｘかィｘか えぃぅあぃ
きｘぇあｘぉｘかけあす チくすかｘおすぅ.
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ＳＲアＶＲｈｃＲｄＲｅｓ ｆｈｅＲｊｋ ＸメｅＷ
ＳＲｉｊＲｋ

ｇｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっ
ｂぃぇ モぎぃえぃぐぐぃぎあっ がぎすかあｘけ タざっか カチぎすぉィす
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎけィｘ ぐうっく.
オチぎすぉィす っくえぃ カがくすぉィｘかかｘか えぃぇっか
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ ぐチぎｘあす:
• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 2 えヲぉあぃかぃコ カｘぉすき-えタぇ いがぉｘィす

えヲぎくぃぐっぉぃあっ.
Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ｙｘくカｘ いｘィあｘぇ がぎすか ｘぉくｘ, ОБПБР
ぐタぇおぃざっぁっか カチぎすぉィす きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ
ぎぃいうおっかぃ カがぇすぉィｘかざｘ ｙｘくすコすぅ.

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす いがカ
ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘけ
1. ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ ｘざすコすぅ.
2. オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくけ タざっか カがくけ/ヲざっぎけ

ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ
ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

3. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす がぎかｘぐすコすぅ.
• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ぐうっくぐっ ｙｘィあｘぎぉｘおｘかすコ

かヲおっぎっ いすきすぉすカぐｘぇあす.
4. オｘぉｘくｘコすぅ, きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐｘ ｘぉｘくすぅ.
5. オチぎすぉィす ぃくっぁっか いｘｙすコすぅ. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ

ｙｘくぐｘぉｘあす.
• Ｗくっえぐっ ｘざくｘコすぅ, ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ 1 おうかけぐカｘ

ぐぃコ カｘあｘおおぃか ｘぅｘそぐすか ｙｘィあｘぎぉｘおｘかすコ
チぅｘカぐすィす えヲぎくぃぐっぉぃあっ.

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす ｙｘぎ
ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘけ
1. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす がぎかｘぐすコすぅ.
2. ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ

がぎかｘぐカすコすぅ えぃぉぁぃか えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ
けｘカすぐす (1-24 くｘィｘぐ) えヲぎくぃぐっぉぁぃかざぃ カｘぇぐｘ-
カｘぇぐｘ ｙｘくすコすぅ.
• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ けｘカすぐす

いすきすぉすカぐｘぇあす.
• ｂぃざっえぐっぎけ うかあうえｘぐがぎす カがくすぉｘあす.

3. オチぎすぉィす ぃくっぁっか いｘｙすコすぅ. ｂぃぎっ くｘかｘカ
ｙｘくぐｘぉｘあす.
• Ｗくっえぐっ ｘざくｘコすぅ, ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ 1 くｘィｘぐカｘ

ぐぃコ カｘあｘおおぃか ｘぅｘそぐすか, えぃざっえぐっぎっき
ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすかすコ えぃぎっ くｘかｘィす
えヲぎくぃぐっぉぃあっ.

• ｂぃぎっ くｘかｘカ ｘそカぐｘぉィｘか えぃぅあぃ, ｙｘィあｘぎぉｘおｘ
ｙｘくぐｘぉｘあす.

オチぎすぉィす いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ
ぃくっえぐっ ｘざけ
Ｗくっえぐっ ｘざくｘコすぅ, カチぎすぉィす ぐがカぐｘぇあす. Ｗくっえぐっ
いｘきカｘかかｘか えぃぇっか, カチぎすぉィす ぐがカぐｘィｘか いぃぎっかぃか
ｙｘくぐｘき いチおすく っくぐぃぇあっ.

ｂぃぎっ くｘかｘカ いチおすく っくぐぃき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ
えぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすか
ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐけ
1. オチぎすぉィす ぃくっぁっか ｘざすコすぅ.
2. ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ ぐタぇおぃざっぁっか ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ

ｙｘィあｘぎぉｘおｘかすコ かヲおっぎっ えヲぎくぃぐっぉぁぃかざぃ
カｘぇぐｘ-カｘぇぐｘ ｙｘくすコすぅ.

3. オチぎすぉィす ぃくっぁっか いｘｙすコすぅ. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ
ｙｘくぐｘぉｘあす.

Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐけ
ОБПБР ぐタぇおぃざっぁっか えぃぉぃくっ いｘィあｘぇ がぎすか
ｘぉィｘかざｘ ｙｘくすコすぅ:
• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 2 えヲぉあぃかぃコ カｘぉすき-えタぇ いがぉｘィす

えヲぎくぃぐっぉぃあっ.

Ｘｘコｘ いけけ ｙｘィあｘぎぉｘおｘくすか ｙｘくぐｘぎ
ｘぉあすかあｘ, いけィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐぃ
いけィすざ ぅｘぐぐすコ ｙｘぎ ぃえぃかっかぃ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかすコ くがコす
Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ ｘそカぐｘぉィｘか えぃぅあぃ, タぅっえ-タぅっえ
あすｙすくぐすカ くうぁかｘぉ ぃくぐっぉぃあっ. Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ 0
えヲぎくぃぐっぉぃあっ あぃ, ｘそカぐｘけ うかあうえｘぐがぎす いｘかｘあす.
1. オチぎすぉィすかす くヲかあっぎけ タざっか カがくけ/ヲざっぎけ

ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ.
2. ｉけあすコ ざタおぃぁっか いｘｙすコすぅ.

Ｗぁぃぎ カがくけ/ヲざっぎけ ぐタぇおぃざっぁっか
ｙｘくきｘくｘコすぅ, ｙっぎかぃざぃ おうかけぐぐｘか えぃぇっか
AСРЛ ЛВВ カチぎｘぉす カチぎすぉィすかす
ｘｚぐがおｘぐぐす ぐタぎあぃ くヲかあっぎぃあっ. Ｓチぉ
せぉぃえぐぎ カけｘぐすか ｘぅ ぐチぐすかけィｘ
えヲおぃえぐぃくぃあっ.

• ｓあすく-ｘそカぐｘぎあす カチぎすぉィすあｘか くけすィｘかかｘか
えぃぇっか ィｘかｘ ｘぉすコすぅ. ｓくぐすカ すあすくぐｘぎ がくｘぉ
えぃぉぃあっ.

• Ｒぉあすおぃか ｘくぐすコィす くぃｙぃぐぐぃぁっ, くがあｘか えぃぇっか
タくぐっコぁっ くぃｙぃぐぐぃぁっ すあすくぐす ｘぉすコすぅ.

オチぎすぉィすかすコ カｘｙすぎィｘぉｘぎす おぃか ぃくっぁっかぃ
くけ ぐチぎけす おタおえっか. ｊがぐ ｙｘくきｘぇぐすか
ｙがぉｘぐ, すあすく-ｘそカカｘ カｘぎｘィｘかあｘ ぐぃぅ
くｘぉカすかあｘぇあす.
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ｂゾｊｋ ｄＷｅＷｅ ｊＲＹＲｃＲｋ
ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
オチぎすぉィすかす いヲかあぃけ ｘぉあすかあｘ せぉぃえぐぎ
いぃぉっくっかぃか ｘィすぐすき, ｘざｘくすか
ぎがぅぃぐえｘあｘか くけすぎすコすぅ.

オがカすく ぐチぎィｘか くタぅぁっぉぃぎ おぃか ｙタぎっええっざ
ぐタぐっえぐぃぎ いけけ かモぐういぃくっか ぐヲおぃかあぃぐぃあっ.
ｋｘカすぐすぉす ぐぃえくぃぎっき, カｘいぃぐ ｙがぉくｘ
ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

ｉゾＹＵＩｃＷｈＶＩ ｊＲＹＲｃＲｋ

A

B

C

C

A1

A2

1. ｉタぅぁっかっ (A) くｘィｘぐ ぐっぉっかっコ ｙｘィすぐすかｘ
カｘぎくす ｙチぎｘき ｘぉすコすぅ.

2. (A) くタぅぁっくっか ｙヲぉけ タざっか, (A1) いモかぃ
(A2) ｙヲぉっえぐぃぎっか ｘいすぎｘぐすコすぅ.

3. (B) くタぅぁっくっか ｘぉすコすぅ.
4. ｉタぅぁっかっ くけおぃか いけすコすぅ.
5. (B) くタぅぁっくっか モあぃきえっ がぎかすかｘ

くｘぉすコすぅ. ｉタぅぁっかっコ ぃえっ
ｙｘィすぐぐｘィすざぐすコ (C) ｘくぐすかｘ あチぎすく
えっぎっぁっき がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

6. (A) くタぅぁっくっか カチぎｘくぐすぎすき, (B)
くタぅぁっくっかあぃぁっ がぎかすかｘ カがぇすコすぅ.
ｉすぎぐ ぃぐっき がぎかすかｘ ぐタくえぃかざぃ くｘィｘぐ
ぐっぉっかっコ ｙｘィすぐすおぃか ｙチぎｘコすぅ.

ｉタぅぁっぉぃぎ あチぎすく くｘぉすかｙｘくｘ,
いけけ かモぐういぃくっ カｘかｘィｘぐぐｘかィすくすぅ
ｙがぉけす いモかぃ カチぎすぉィすィｘ かチカくｘか
えぃぉけっ おタおえっか.

ＳゾｈＩｂｂＩｐ ｊゾｊＩｂｊＷｈＶＩ ｊＲＹＲｃＲｋ
Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっ ｘィすぐすき ｘぉおｘコすぅ.
Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎあっコ ぐぃくっえぐぃぎっ ｙっぐぃぉっき カｘぉくｘ,
カｘぉあすカぐｘぎあす いっコっざえぃ ざすぎきすおぃか ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

ｉｓｈｊｓｅ ｊＲＹＲｃＲｋ
オチぎすぉィすかす あすおカすぉ, いチおくｘカ ざタｙぃぎぃえきぃか
ぐｘぅｘぉｘコすぅ.
ｊぃえ ｙぃぇぐｘぎｘき ぐｘぅｘぎぐカすざ ぅｘぐぐｘぎあす
カがぉあｘかすコすぅ. Ｘぃおっぎぁっざ ぅｘぐぐｘぎあす, ぐタぎきっぉっ
いヲえぃかっ かぃおぃくぃ ぃぎっぐえっざぐぃぎあっ きｘぇあｘぉｘかｙｘコすぅ.
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ＲオＲｋｃｓオｊｓ ｊゾＹＷｊｋ
オチぎすぉィす いチおすくすか ｙｘくぐｘおｘぇ いｘぐすぎ かぃおぃくぃ
いチおすく いｘくｘき ぐチぎィｘか えぃぅあぃ ぐがカぐｘき カｘぉｘあす.
Ｒぉあすおぃか ｘカｘけぉすカぐす ぐタぅぃぐけ いがぉすか っぅあぃコっぅ
(えぃくぐぃぁぃ カｘぎｘコすぅ). Ｓがぉおｘくｘ, オすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ
がぎぐｘぉすィすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.
ｂぃぇ ｘカｘけぉすカぐｘぎ がぎすか ｘぉィｘかあｘ, ｙぃぇかぃｙぃぐぐぃ
ぃくえぃぎぐけ えがあぐｘぎす えヲぎくぃぐっぉぃあっ:
•  - オチぎすぉィすィｘ くけ カチぇすぉおｘぇ ぐチぎ.

•  - オチぎすぉィすかすコ くけす ぐヲぁっぉおぃぇ ぐチぎ.
•  - ｊｘくカすかィｘ カｘぎくす カチぎｘぉ カがくけぉす.

ｅｘぅｘぎすコすぅあｘ ｙがぉくすか!
ｊぃえくぃぎっき えヲぎけ ｘぉあすかあｘ カチぎすぉィすかす
ぐがカぐｘか ｘいすぎｘぐすコすぅ.

Ｒカｘけぉすカ ｓカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｓカぐうおｘぉ ざぃざっおっ
Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ
ｙｘくぐｘぉおｘぇ ぐチぎ.

オけｘぐ ｘざｘくす ぎがぅぃぐえｘィｘ
くチィすぉおｘィｘか.

Ｒざｘかす ぎがぅぃぐえｘィｘ カがくすコすぅ.

 オチぎすぉィすかすコ ぃくっぁっ ｘざすカ ぐチぎ. オチぎすぉィす ぃくっぁっか いｘｙすコすぅ.
 ｉｘカぐｘかあすぎィすざ ｙぉがぁすかあｘィす

くｘカぐｘかあすぎィすざカｘ かチカくｘか
えぃぉぁぃか.

ｉｘカぐｘかあすぎィすざぐす
ｘけすくぐすぎすコすぅ.

 ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくす
がぎかｘぐすぉィｘか.

ｂぃざっえぐっぎっき ｙｘくぐｘけ げけかえごうそくすか
ｙっぎいがぉｘ ぐがカぐｘぐすコすぅ かぃおぃくぃ
えぃぎっ くｘかｘカ ｘそカぐｘぉィｘかざｘ えタぐっコっぅ.

オチぎすぉィすィｘ くけ
カチぇすぉおｘぇ ぐチぎ.

ｉけ カチそぐすか ざタおぃえ いｘｙすカ. ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ ｘざすコすぅ.

 ｉけあすコ カすくすおす ぐすお ぐヲおぃか. Ｘぃぎぁっぉっえぐっ くけおぃか いｘｙあすカぐｘけ
おぃえぃおぃくっかぃ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

 ｉけ カチぇすぉｘぐすか ざタおぃえ ｙっぐぃぉぁぃか
かぃおぃくぃ がィｘか カｘカ ぐチぎィｘか.

ｉけ カチそぐすか ざタおぃえぐっ ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

 ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐぃぁっ くタぅぁっ ｙっぐぃぉっき
カｘぉィｘか.

ｉタぅぁっかっ ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

 ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえ おｘぇすくすき
かぃおぃくぃ ｙｘくぐすぎすぉすき カｘぉィｘか.

ｊタぐっえぐっコ あチぎすく がぎかｘぐすぉィｘかすかｘ
えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

 ｊｘくカすかィｘ カｘぎくす カチぎｘぉ カがくけぉす.
オチぎすぉィすかすコ っざっかぃ くけ ｘカカｘか.

ｉけあすコ ざタおぃぁっか いｘｙすコすぅ あｘ,
カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ
こｘｘぎぉｘくすコすぅ.

オチぎすぉィすあｘか くけ
ｘカきｘぇあす.

ｈｘえがｚうかｘかすコ ぐタぐっえざぃくっ ｙっぐぃぉっき
カｘぉィｘか.

ｈｘえがｚうかｘかすコ ぐタぐっえざぃくっか
ぐｘぅｘぉｘコすぅ.

 ｉけ ぐヲぁぃぐっか ぐタぐっえ おｘぇすくすき
かぃおぃくぃ ｙｘくぐすぎすぉすき カｘぉィｘか.

ｊタぐっえぐっコ あチぎすく がぎかｘぐすぉィｘかすかｘ
えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

ｊぃえくぃぎっき ｙがぉィｘかかｘか えぃぇっか カチぎすぉィすかす っくえぃ
カがくすコすぅ. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ タぅっぉぁぃか いぃぎっかぃか ｙｘくぐｘき
いｘぉィｘくｘあす.
Ｒカｘけぉすカ カｘぇぐｘ がぎすか ｘぉくｘ, カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ
がぎぐｘぉすィすかｘ こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ｙｘくカｘ ｘカｘけぉすカ えがあぐｘぎす
えヲぎくぃぐっぉくぃ, カすぅおぃぐ えヲぎくぃぐけ がぎぐｘぉすィすかｘ
こｘｙｘぎぉｘくすコすぅ.

Ｘｋｋ ｄＷｅ オダｈアＲｊｋ ｅメｊＺＸＷｃＷｈＩ オＲｅＲアＲｊｊＲｅＲｈｃｓオｊＲａ ＷｄＷｉ
Ｒカｘけぉすカ ｓカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｓカぐうおｘぉ ざぃざっおっ
ｓあすく-ｘそカ ぐｘぅｘ ぃおぃく. ｉタぅぁっぉぃぎ ｙっぐぃぉっき カｘぉィｘか. ｉタぅぁっぉぃぎあっ ぐｘぅｘぉｘコすぅ.
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Ｒカｘけぉすカ ｓカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｓカぐうおｘぉ ざぃざっおっ
 ｉタぅぁっぉぃぎ あチぎすく

カチぎｘくぐすぎすぉおｘィｘか いモかぃ あチぎすく
がぎかｘぐすぉおｘィｘか.

ｉタぅぁっぉぃぎあっコ あチぎすく
カチぎｘくぐすぎすぉすき, がぎかｘぐすぉィｘかすかｘ
えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

 Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎ ｙっぐぃぉっき
カｘぉィｘか.

ｊチぎすき カｘぉィｘか カがカすくぐｘぎあす
いっコっざえぃ ぅｘぐきぃか ｘぉすコすぅ.

 Ｓｘィあｘぎぉｘおｘ くｘぉすかィｘか
すあすくぐすコ ぐタぎっかぃ いモかぃ ぉｘくぐｘかけ
あモぎぃいぃくっかぃ くｘぇ ぃおぃく.

ｉｘぉすかィｘか すあすく-ｘそカぐすコ ぐタぎっかぃ
いモかぃ ぉｘくぐｘかけ あモぎぃいぃくっかぃ くｘぇ
ｙｘィあｘぎぉｘおｘかす ぐｘコあｘコすぅ.

 Ｙｘぐぐｘぎ くぃｙぃぐぐぃぎぁぃ あチぎすく
くｘぉすかｙｘィｘか. ｉけ ｙｘぎぉすカ
ぅｘぐぐｘぎあす いけｘ ｘぉおｘあす.

ｉぃｙぃぐぐぃぎあぃぁっ ぅｘぐぐｘぎあすコ あチぎすく
がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ いモかぃ ｙｘぎぉすカ
ぅｘぐぐｘぎィｘ くけ がコｘぇ いぃぐぃぐっかっかぃ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

 Ｓタぎっええっざ ぐタぐっえぐぃぎ ぃぎえっか ｘぇかｘぉｘ
ｘぉおｘぇあす.

ｉぃｙぃぐぐぃぎあぃぁっ ぅｘぐぐｘぎあすコ あチぎすく
がぎかｘぉｘくカｘかすかｘ いモかぃ ｙタぎっええっざ
ぐタぐっえぐぃぎぁぃ ぃざｙっぎ えぃあぃぎぁっ
いｘくｘおｘぇぐすかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

 Ｘけィすざ ぅｘぐ ヲぐぃ ｘぅ くｘぉすかィｘか. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき
いけィすざ ぅｘぐぐす いぃぐえっぉっえぐっ
おヲぉざぃぎあぃ タぉぃくぐっぎぁっざえぃ
くｘぉすコすぅ.

 Ｘけィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐぃ ぃざｙっぎ
いけィすざ ぅｘぐ いがカ.

Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき
タぉぃくぐっぎぁっざえぃ いけィすざ ぅｘぐぐｘか
くｘぉすコすぅ.

ｓあすく-ｘそカカｘ モえ
ぐタぇっぎざっえぐぃぎっ ぐチぎすき
カｘぉィｘか.

ｊチぅ くｘけすぐす ｙがくｘき カｘぉィｘか. ｊチぅ くｘけすぐすかｘ すあすく いけィすざ
おｘざうかｘ ぐチぅす くｘぉすかィｘかすかｘ えヲぅ
いぃぐえっぅっコっぅ.

 ｉけ いチおくｘぎぐカすざ あチぎすく
あぃコぁぃぇぁぃ カがぇすぉおｘィｘか.

ｉけ いチおくｘぎぐカすざぐすコ カがぇすぉィｘか
あぃコぁぃぇっ ぐチぎｘぐすか いぃぎっコっぅあぃぁっ
くけあすコ えぃぎおぃえぐっぁっかぃ くｘぇ
えぃぉぃぐっかっかぃ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ.

 ｊチぅ くｘけすぐすかすコ カｘカきｘィす ｙがく
ぐチぎ.

オｘカきｘカぐす カｘぐｘぇぐすコすぅ.

ｉぐｘえｘかあｘぎ おぃか
すあすくぐｘぎィｘ ｘカ
いがぉｘカぐｘぎ おぃか あｘカぐｘぎ
ぐチぎィｘか かぃおぃくぃ
がぉｘぎあすコ ｙぃぐっ えヲえざっぉ
ぐｘぎぐカｘか.

ｐｘぇィすざ ぅｘぐ ぐすお えヲき
おヲぉざぃぎあぃ カがくすぉｘあす.

ｐｘぇィすざ ぅｘぐぐすコ カがくすぉｘぐすか
おヲぉざぃぎっか ｘぅｘぇぐすコすぅ
.

 Ｘけィすざ ぅｘぐ ヲぐぃ えヲき おヲぉざぃぎあぃ
くｘぉすかィｘか.

Ｓｘィあｘぎぉｘおｘかす ｙｘくぐｘおｘぇ ぐチぎすき
いけィすざ ぅｘぐぐす いぃぐえっぉっえぐっ
おヲぉざぃぎあぃ タぉぃくぐっぎぁっざえぃ
くｘぉすコすぅ.

ｉぐｘえｘかあｘぎ おぃか
すあすくぐｘ えぃきえぃか くけ
ぐｘおざすくすかすコ っぅっ
カｘぉィｘか.

ｐｘぇィすざ ぅｘぐ ｘぅ おヲぉざぃぎあぃ
カがくすぉｘあす.

ｐｘぇィすざ ぅｘぐぐすコ カくすぉｘぐすか
おヲぉざぃぎっか えヲｙぃぇぐっコっぅ.
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Ｒカｘけぉすカ ｓカぐうおｘぉ くぃｙぃｙっ ｓカぐうおｘぉ ざぃざっおっ
 Ｓチぉ いけィすざ ぅｘぐぐすコ くｘきｘくすかｘ

ｙｘぇぉｘかすくぐす ｙがぉけす おタおえっか.
Ｓｘくカｘ げうぎおｘかすコ いけィすざ ぅｘぐすか
カがぉあｘかすき えヲぎっコっぅ.

ｓあすく-ｘそカ えぃききぃぁぃか. Ｓｘィあｘぎぉｘおｘあｘ えぃきぐっぎけ ごうえぉす
ｙがぉィｘか いがカ.

ｂぃきぐっぎけ ごうえぉす ｙｘぎ ｙｘィあｘぎぉｘおｘ
がぎかｘぐすコすぅ.

ｓあすく-ｘそカ えぃききぃぁぃか
いモかぃ ぐタくっ ｘざすぉおｘィｘか.

ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっ ｙがくｘき
カｘぉィｘか.

ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざぐぃ
ざｘぇィすざ ぅｘぐぐすコ ｙがぉけすか
カｘおぐｘおｘくすぅ ぃぐっコっぅ.

 Ｓチぉ ざｘぇィすざ ぅｘぐぐすコ くｘきｘくすかｘ
ｙｘぇぉｘかすくぐす ｙがぉけす おタおえっか.

Ｓｘくカｘ げうぎおｘかすコ ざｘぇィすざ
ぅｘぐすか カがぉあｘかすき えヲぎっコっぅ.

 Ｓチぉ ｘぎｘぉｘく いけィすざ
ぐｘｙぉぃぐえｘぉｘぎあすコ くｘきｘくすかｘ
ｙｘぇぉｘかすくぐす ｙがぉけす おタおえっか.

• Ｓｘくカｘ げうぎおｘかすコ ｘぎｘぉｘく
いけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘくすか
カがぉあｘかすき えヲぎっコっぅ.

• ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか っくえぃ
カがくすき, ざｘぇィすざ ぅｘぐぐす ｘぎｘぉｘく
いけィすざ ぐｘｙぉぃぐえｘおぃか ｙっぎぁぃ
カがぉあｘかすコすぅ.

ｄсирерЭЮ げけかえごうそくす カがくけぉす
ぐチぎィｘかあｘ ざｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか
っくえぃ カがくけ
1. オチぎすぉィすかす っくえぃ カがくけ タざっか カがくけ/くヲかあっぎけ

ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ. オチぎすぉィすかすコ
きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎあっ がぎかｘぐけ ぎぃいうおっかあぃ
ぐチぎィｘかすかｘ えヲぅ いぃぐえっぅっコっぅ,
"ＳＲアＶＲｈｃＲｄＲｅｓ ｆｈｅＲｊｋ ＸメｅＷ
ＳＲｉｊＲｋ" ぐｘぎｘけすか カｘぎｘコすぅ.

2. (4) いモかぃ (5) ぐタぇおぃざっえぐぃぎっか (3), (4) いモかぃ (5)
ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ うかあうえｘぐがぎぉｘぎす
いすきすぉすカぐｘィｘかざｘ カｘぐｘぎ ｙｘくすき チくぐｘき
ぐチぎすコすぅ.

3. (4) ぐタぇおぃざっぁっか ｙｘくすコすぅ.
• (3) いモかぃ (5) ぐタぇおぃざっえぐぃぎっかっコ

うかあうえｘぐがぎぉｘぎす くヲかぃあっ.

• (4) ぐタぇおぃざっぁっかっコ うかあうえｘぐがぎす
いすきすぉすカぐｘけすか いｘぉィｘくぐすぎｘあす.

• Ｓぃぇかぃｙぃぐぐぃ ざｘぇィすざ ぅｘぐ きｘぎｘおぃぐぎっ
えヲぎくぃぐっぉぃあっ.

ヱざっぎけ

オがくけ

4. ｇｘぎｘおぃぐぎあっ ヲぅぁぃぎぐけ タざっか (4) ぐタぇおぃざっぁっか
ｙｘくすコすぅ.

5. オチきぐｘけ タざっか カチぎすぉィすかす くヲかあっぎっコっぅ.
6. ｐｘぇィすざ ぅｘぐぐすコ カがくすぉｘぐすか おヲぉざぃぎっか

ぎぃぐぐぃコっぅ.
7. ｐｘぇィすざ ぅｘぐ タぉぃくぐっぎぁっざっか ぐがぉぐすぎすコすぅ.

ｊＷｍｅＺｂＲｃｓオ ＲオｇＲｈＲｊ
ヱぉざぃおあぃぎっ Ｗかっ / Ｓうっえぐっぁっ / ｊぃぎぃコあっぁっ (おお) 596 / 818 - 898 / 550
ｕぉぃえぐぎぐがィすかｘ カがくけ ｊぃこかうえｘぉすカ ｘカきｘぎｘぐ ぐｘカぐｘぇざｘくすかｘ カｘぎｘコすぅ.
 ｂぃぎかぃけ 220-240 Ｔ
 Ｘうっぉっえ 50 Ｕご
ｉけおぃか いｘｙあすカぐｘけ カすくすおす Ｗコ ｘぅ / ぃコ えヲき (ｙｘぎ / おｇｘ) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

ｉけおぃか いｘｙあすカぐｘけ 1) ｉけすカ くけ かぃおぃくぃ すくぐすカ くけ2) おｘえく. 60 °C

ｉすぇすおあすぉすィす ｆぎかｘぉｘくぐすぎけ きｘぎｘおぃぐぎぉぃぎっ 12
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オけｘぐ ぐチぐすかけす オがくすぉィｘか カｘぉきす カｘぉあすぎけ
ぎぃいうおっかあぃ

0.10 Ｔぐ

ｉヲかあっぎけぉっ ぎぃいうおあぃ 0.10 Ｔぐ
1) ｉけ カチそぐすか ぐタぐっえぐっ 3/4'' ｙチぎｘおｘくす ｙｘぎ くけ ざタおぃぁっかぃ いｘぉィｘコすぅ.
2) Ｗぁぃぎ すくぐすカ くけ ｙｘくカｘ カけｘぐ えヲぅあぃぎっかぃか (おすくｘぉす, えタか ｙｘぐｘぎぃそくす, いぃぉあっコ カけｘぐす) ｘぉすかくｘ, ぐチぐすかけ カけｘぐすか

ｘぅｘぇぐけ タざっか すくぐすカ くけあす カがぉあｘかすコすぅ.
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ｉｆＶＷｈＸＲｅＺＷ
23 ｉＴＷＶＷｅＺｗ ｇｆ ｊＷｍｅＺｂＷ ＳＷＹｆｇＲｉｅｆｉｊＺ
25 ｆｇＺｉＲｅＺＷ ＺＹＶＷｃＺｗ
26 ｇＲｅＷｃｔ ｋｇｈＲＴｃＷｅＺｗ
27 ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ
29 ｈＷＸＺｄｓ
30 ｇＷｈＷＶ ｇＷｈＴｓｄ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷｄ
33 ＷＸＷＶｅＷＴｅｆＷ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ
36 ｋｍｆＶ Ｚ ｆｏＺｉｊｂＲ
37 ｇｆＺｉｂ Ｚ ｋｉｊｈＲｅＷｅＺＷ ｅＷＺｉｇｈＲＴｅｆｉｊＷａ
39 ｊＷｍｅＺｏＷｉｂＺＷ ＶＲｅｅｓＷ

ｆｍｈＲｅＲ ｆｂｈｋＸＲｖｑＷａ ｉｈＷＶｓ
ｄｘぐぃぎうｘぉす く くうおｚがぉがお  くぉぃあけぃぐ くあｘｚｘぐず かｘ きぃぎぃぎｘｙがぐえけ. ｇがぉがいうぐぃ けきｘえがｚえけ ｚ
くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ えがかぐぃぇかぃぎす あぉそ くｙがぎｘ ｚぐがぎうさかがぁが くすぎずそ.
ｇぎうかうおｘそ けさｘくぐうぃ ｚ きぃぎぃぎｘｙがぐえぃ くぐｘぎがぁが せぉぃえぐぎがｙすぐがｚがぁが がｙがぎけあがｚｘかうそ, Ｔす きがおがぁｘぃぐぃ
ぅｘしうぐうぐず がえぎけいｘぜしけぜ くぎぃあけ う ぅあがぎがｚずぃ さぃぉがｚぃえｘ. ｅぃ ｚすｙぎｘくすｚｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ く ｙすぐがｚすおう
がぐこがあｘおう ｙすぐがｚけぜ ぐぃこかうえけ, きがおぃさぃかかけぜ くうおｚがぉがお  . Ｖがくぐｘｚずぐぃ うぅあぃぉうぃ かｘ おぃくぐかがぃ
きぎぃあきぎうそぐうぃ きが きぃぎぃぎｘｙがぐえぃ ｚぐがぎうさかがぁが くすぎずそ うぉう がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くｚがぃ おけかうごうきｘぉずかがぃ
けきぎｘｚぉぃかうぃ.

ｅＲ ｅＲｐＷｄ ＴＷＳ-ｉＲａｊＷ ｄｆＸｅｆ ｅＲａｊＺ:
- ｇぎがあけえごうぜ
- Ｓぎがざぜぎす
- ｈけえがｚがあくぐｚｘ きがぉずぅがｚｘぐぃぉそ
- ｄｘくぐぃぎ けくぐぎｘかぃかうそ かぃきがぉｘあがえ
- Ｚかげがぎおｘごうぜ が ぐぃこかうさぃくえがお がｙくぉけいうｚｘかうう

ууу.Эбг.Ялй

ｋｉｃｆＴｅｓＷ ＹｅＲｂＺ
Ｔかうおｘかうぃ – Ｔｘいかすぃ くｚ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.

ｆｙしｘそ うかげがぎおｘごうそ う ぎぃえがおぃかあｘごうう

Ｚかげがぎおｘごうそ きが ぅｘしうぐぃ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす

ｇぎｘｚが かｘ うぅおぃかぃかうそ くがこぎｘかそぃぐくそ.
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Ｖｃｗ ｆｇｊＺｄＲｃｔｅｓｍ ｈＷＹｋｃｔｊＲｊｆＴ
Ｓぉｘぁがあｘぎうお Ｔｘく ぅｘ ｚすｙがぎ あｘかかがぁが きぎがあけえぐｘ AБГ. ｕぐがぐ きぎがあけえぐ ｙけあぃぐ ｙぃぅけきぎぃさかが くぉけいうぐず
Ｔｘお あがぉぁうぃ ぁがあす – ｚぃあず おす くがぅあｘぉう ぃぁが く きがおがしずぜ うかかがｚｘごうがかかすこ ぐぃこかがぉがぁうぇ, えがぐがぎすぃ
がｙぉぃぁさｘぐ Ｔｘざけ いうぅかず う くがぅあｘあけぐ えｘさぃくぐｚｘ, えがぐがぎすぃ Ｔす かぃ かｘぇあぃぐぃ ｚ きぎうｚすさかすこ きぎうｙがぎｘこ.
ｇがぐぎｘぐずぐぃ かぃおかがぁが ｚぎぃおぃかう かｘ さぐぃかうぃ, さぐがｙす きがぉけさうぐず おｘえくうおｘぉずかけぜ きがぉずぅけ がぐ くｚがぃぇ
きがえけきえう.

ＲｂｉＷｉｉｋＲｈｓ Ｚ ｈＲｉｍｆＶｅｓＷ ｄＲｊＷｈＺＲｃｓ
Ｔ うかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうかぃ AБГ Ｔす くおがいぃぐぃ かｘぇぐう ｚくぃ かぃがｙこがあうおがぃ あぉそ ぐがぁが, さぐがｙす ｚくぃ ｚｘざう
きぎうｙがぎす AБГ くｚぃぎえｘぉう さうくぐがぐがぇ う ぎｘあがｚｘぉう Ｔｘく ｙぃぅがぐえｘぅかがぇ ぎｘｙがぐがぇ. ｇがおうおが せぐがぁが, ぅあぃくず
Ｔす かｘぇあぃぐぃ ざうぎがえうぇ ｚすｙがぎ ｘえくぃくくけｘぎがｚ, ぎｘぅぎｘｙがぐｘかかすこ う うぅぁがぐがｚぉぃかかすこ きが くｘおすお
ｚすくがえうお くぐｘかあｘぎぐｘお, えｘえうぃ ぐがぉずえが おがいかが きぎぃあくぐｘｚうぐず – がぐ きぎがげぃくくうがかｘぉずかがぇ えけこがかかがぇ
きがくけあす あが ぉがぐえがｚ あぉそ こぎｘかぃかうそ かがいぃぇ, がぐ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ ｙけぐすぉがえ あが おぃざえがｚ あぉそ あぃぉうえｘぐかがぁが
ｙぃぉずそ…

ｇがくぃぐうぐぃ Ｚかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうか きが ｘあぎぃくけ
ууу.Эбг.Ялй/пдлм

ｇｆＶＶＷｈＸｂＲ ｇｆｊｈＷＳＺｊＷｃＷａ Ｚ ｉＷｈＴＺｉｅｆＷ ｆＳｉｃｋＸＺＴＲｅＺＷ
ｄす ぎぃえがおぃかあけぃお うくきがぉずぅがｚｘぐず がぎうぁうかｘぉずかすぃ ぅｘきさｘくぐう.

ｇぎう がｙぎｘしぃかうう ｚ くぃぎｚうく-ごぃかぐぎ くぉぃあけぃぐ うおぃぐず きがあ ぎけえがぇ くぉぃあけぜしけぜ うかげがぎおｘごうぜ.
Ｖｘかかｘそ うかげがぎおｘごうそ かｘこがあうぐくそ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう.

ｄがあぃぉず

МКC (えがあ うぅあぃぉうそ)

ｉぃぎうぇかすぇ かがおぃぎ
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 ｉＴＷＶＷｅＺｗ ｇｆ ｊＷｍｅＺｂＷ ＳＷＹｆｇＲｉｅｆｉｊＺ

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 きぎうｙがぎｘ
ｚかうおｘぐぃぉずかが がぅかｘえがおずぐぃくず く きぎうぉがいぃかかすお
ぎけえがｚがあくぐｚがお. ｇぎがうぅｚがあうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐｚぃぐ‐
くぐｚぃかかがくぐず ぅｘ ぐぎｘｚおす/きがｚぎぃいあぃかうそ, きがぉけさぃか‐
かすぃ/ｚすぅｚｘかかすぃ かぃきぎｘｚうぉずかがぇ けくぐｘかがｚえがぇ う
せえくきぉけｘぐｘごうぃぇ. ｆｙそぅｘぐぃぉずかが こぎｘかうぐぃ あｘかかがぃ
ぎけえがｚがあくぐｚが ｚおぃくぐぃ く きぎうｙがぎがお あぉそ うくきがぉず‐
ぅがｚｘかうそ ｚ ｙけあけしぃお.

ＳＷＹｆｇＲｉｅｆｉｊｔ ＶＷｊＷａ Ｚ ｃＺｎ ｉ
ｆＵｈＲｅＺｏＷｅｅｓｄＺ
ＴｆＹｄｆＸｅｆｉｊｗｄＺ

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉけしぃくぐｚけぃぐ ぎうくえ けあけざずそ, きがぉけさぃかうそ
ぐぎｘｚお うぉう くぐがぇえうこ かｘぎけざぃかうぇ かぃぐぎけ‐
あがくきがくがｙかがくぐう.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ ぉうご, ｚえぉぜさｘそ あぃぐぃぇ, く がぁぎｘ‐
かうさぃかかがぇ さけｚくぐｚうぐぃぉずかがくぐずぜ, けおくぐｚぃかかすおう
くきがくがｙかがくぐそおう うぉう かぃ がｙぉｘあｘぜしうこ かぃがｙ‐
こがあうおすおう ぅかｘかうそおう, え せえくきぉけｘぐｘごうう きぎうｙが‐
ぎｘ. ｆかう あがぉいかす かｘこがあうぐずくそ きがあ きぎうくおが‐
ぐぎがお うぉう きがぉけさうぐず うかくぐぎけえごうう がぐ ぉうごｘ, がぐ‐
ｚぃぐくぐｚぃかかがぁが ぅｘ うこ ｙぃぅがきｘくかがくぐず. ｅぃ きがぅｚが‐
ぉそぇぐぃ あぃぐそお うぁぎｘぐず く きぎうｙがぎがお.

• ｍぎｘかうぐぃ ｚくぃ けきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす 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 くぎぃあくぐｚｘ あぉそ くぐうぎえう ｚかぃ あがくそ‐
ぁｘぃおがくぐう あぃぐぃぇ.

• ｅぃ きがあきけくえｘぇぐぃ あぃぐぃぇ う あがおｘざかうこ いうｚがぐ‐
かすこ え きぎうｙがぎけ, えがぁあｘ ぃぁが あｚぃぎごｘ がぐえぎすぐｘ.

ｋｉｊＲｅｆＴｂＲ
• ｋあｘぉうぐぃ ｚくぜ けきｘえがｚえけ.
• ｅぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ う かぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎう‐

ｙがぎ, ぃくぉう がか うおぃぃぐ きがｚぎぃいあぃかうそ.
• ｅぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ う かぃ せえくきぉけｘぐうぎけぇぐぃ

きぎうｙがぎ ｚ きがおぃしぃかうそこ く ぐぃおきぃぎｘぐけぎがぇ かういぃ
0°C.

• ｉぉぃあけぇぐぃ きぎうぉがいぃかかすお え きぎうｙがぎけ うかくぐぎけえ‐
ごうそお きが ぃぁが けくぐｘかがｚえぃ.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが おぃｙぃぉず かｘあ きぎうｙがぎがお う ぎそ‐
あがお く かうお かｘあぃいかが ぅｘえぎぃきぉぃかｘ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
• ｉぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず ざぉｘか‐

ぁう あぉそ ｚがあす.

• ｇぃぎぃあ きがあえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ え かがｚすお うぉう
あｘｚかが かぃ うくきがぉずぅがｚｘｚざうおくそ ぐぎけｙｘお あｘぇぐぃ
ｚがあぃ くぐぃさず, きがえｘ がかｘ かぃ くぐｘかぃぐ さうくぐがぇ.

• ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお きぎうｙがぎｘ
けｙぃあうぐぃくず ｚ がぐくけぐくぐｚうう きぎがぐぃさぃえ.

• ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ がくかｘしぃか きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず‐
かすお えぉｘきｘかがお う がｙがぉがさえがぇ く ｚかけぐぎぃかかうお
くぃぐぃｚすお えｘｙぃぉぃお.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｆきｘくかがぃ かｘきぎそいぃかうぃ.

• Ｗくぉう かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ きがｚぎぃいあぃか, かぃおぃあ‐
ぉぃかかが 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. ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ あぉそ
ぅｘおぃかす かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ.

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉけしぃくぐｚけぃぐ ぎうくえ きがいｘぎｘ う きがぎｘいぃ‐
かうそ せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお.

• ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃか.
• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きｘぎｘおぃぐぎす せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ,

けえｘぅｘかかすぃ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう こｘ‐
ぎｘえぐぃぎうくぐうえｘおう, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ きｘぎｘおぃぐ‐
ぎｘお せぉぃえぐぎがくぃぐう. Ｔ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ ｚす‐
ぅがｚうぐぃ せぉぃえぐぎうえｘ.

• Ｔえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが ｚ けくぐｘかがｚぉぃかかけぜ
かｘあぉぃいｘしうお がｙぎｘぅがお せぉぃえぐぎがぎがぅぃぐえけ く ぅｘ‐
しうぐかすお えがかぐｘえぐがお.

• ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず ぐぎがぇかうえｘおう う けあぉうかうぐぃぉそ‐
おう.

• ｉぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす かぃ きがｚぎぃあうぐず ｚうぉえけ
う くぃぐぃｚがぇ えｘｙぃぉず. Ｖぉそ ぅｘおぃかす くぃぐぃｚがぁが えｘ‐
ｙぃぉそ 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 うぉう え
せぉぃえぐぎうえけ.

• Ｔくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが えｘｙぃぉそ ｚ ぎがぅぃぐ‐
えけ ぐがぉずえが ｚが えがかごぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ. ｋｙぃ‐
あうぐぃくず, さぐが きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう うおぃぃぐくそ あが‐
くぐけき え ｚうぉえぃ.
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• Ｖぉそ がぐえぉぜさぃかうそ きぎうｙがぎｘ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう かぃ
ぐそかうぐぃ ぅｘ くぃぐぃｚがぇ えｘｙぃぉず. Ｔくぃぁあｘ ｙぃぎうぐぃくず
ぅｘ ｚうぉえけ.

ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ
• ｇぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ ｙすぐがｚがぁが う ｘかｘ‐

ぉがぁうさかがぁが きぎうおぃかぃかうそ, かｘきぎうおぃぎ:
– Ｔ きがおぃしぃかうそこ, くぉけいｘしうこ えけこかそおう あぉそ

がｙくぉけいうｚｘぜしぃぁが きぃぎくがかｘぉｘ ｚ おｘぁｘぅう‐
かｘこ, がげうくｘこ う かｘ あぎけぁうこ ぎｘｙがさうこ おぃくぐｘこ.

– Ｔ くぃぉずくえうこ いうぉすこ あがおｘこ.
– Ｖぉそ うくきがぉずぅがｚｘかうそ えぉうぃかぐｘおう がぐぃぉぃぇ,

おがぐぃぉぃぇ う あぎけぁうこ おぃくぐ きぎがいうｚｘかうそ
– Ｔ おうかう-ぁがくぐうかうごｘこ ぐうきｘ їかがさぉぃぁ う ぅｘｚ‐

ぐぎｘえ».

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず ぐぎｘｚおす.

• ｅぃ うぅおぃかそぇぐぃ きｘぎｘおぃぐぎす あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ.
• ｈｘぅおぃしｘぇぐぃ かがいう う くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす く

ぅｘがくぐぎぃかかすおう えがかごｘおう ｚ えがぎぅうかけ あぉそ くぐが‐
ぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ ぉうｙが がくぐぎすおう えがかごｘおう
ｚかうぅ, ぉうｙが けえぉｘあすｚｘぇぐぃ うこ ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが.

• ｅぃ がくぐｘｚぉそぇぐぃ きぎうｙがぎ く がぐえぎすぐがぇ あｚぃぎごぃぇ
ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きｘあぃかうそ かｘ
がぐえぎすぐけぜ あｚぃぎごけ.

• ｅぃ くｘあうぐぃくず う かぃ ｚくぐｘｚｘぇぐぃ かｘ がぐえぎすぐけぜ
あｚぃぎごけ.

• ｄがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘ‐
ざうか きぎぃあくぐｘｚぉそぜぐ がきｘくかがくぐず. ｉぉぃあけぇぐぃ
きぎｘｚうぉｘお きが ｙぃぅがきｘくかがおけ がｙぎｘしぃかうぜ, きぎう‐
ｚぃあぃかかすお かｘ けきｘえがｚえぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

• ｅぃ きぃぇぐぃ ｚがあけ う かぃ うぁぎｘぇぐぃ く ｚがあがぇ うぅ きぎう‐
ｙがぎｘ.

• ｅぃ うぅｚぉぃえｘぇぐぃ きがくけあけ うぅ きぎうｙがぎｘ あが ぅｘｚぃぎ‐
ざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす. ｅｘ きがくけあぃ おがいぃぐ がくぐｘ‐
ｚｘぐずくそ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉけしぃくぐｚけぃぐ ぎうくえ きがぎｘいぃかうそ せぉぃえぐぎう‐
さぃくえうお ぐがえがお, きがいｘぎｘ うぉう がいがぁがｚ.

• ｅぃ えぉｘあうぐぃ かｘ きぎうｙがぎ, ぎそあがお く かうお うぉう
ｚかけぐぎず かぃぁが ぉぃぁえがｚがくきぉｘおぃかそぜしうぃくそ おｘぐぃ‐
ぎうｘぉす うぉう うぅあぃぉうそ, きぎがきうぐｘかかすぃ ぉぃぁえがｚが‐
くきぉｘおぃかそぜしうおうくそ ｚぃしぃくぐｚｘおう.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ がさうくぐえう きぎうｙがぎｘ きがあｘ‐
ｚｘぃおけぜ きがあ あｘｚぉぃかうぃお ｚがあけ うぉう きｘぎ.

• Ｗくぉう がぐえぎすぐず あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ ｚが ｚぎぃおそ ｚす‐
きがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす, うぅ かぃぁが おがいぃぐ ｚす‐
ぎｚｘぐずくそ ぁがぎそさうぇ きｘぎ.

ｋｊＺｃＺＹＲｎＺｗ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず ぐぎｘｚおす うぉう
けあけざずそ.

• ｆぐえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ がぐ せぉぃえぐぎがくぃぐう.
• ｆぐぎぃいずぐぃ う けぐうぉうぅうぎけぇぐぃ くぃぐぃｚがぇ えｘｙぃぉず.
• ｋあｘぉうぐぃ ぅｘしぃぉえけ あｚぃぎごす, さぐがｙす きぎぃあがぐ‐

ｚぎｘぐうぐず ぎうくえ ぃぃ ぅｘきうぎｘかうそ きぎう きがきｘあｘかうう
ｚかけぐぎず きぎうｙがぎｘ あぃぐぃぇ う あがおｘざかうこ いうｚがぐ‐
かすこ.
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ｆｇＺｉＲｅＺＷ ＺＹＶＷｃＺｗ
1 2 3

45810 67

12

9 11

1 ｇがぐがぉがさかすぇ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず
2 Ｔぃぎこかうぇ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず
3 ｅういかうぇ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉず
4 ｌうぉずぐぎす
5 ｊｘｙぉうさえｘ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう
6 Ｗおえがくぐず あぉそ くがぉう
7 ｇぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず いぃくぐえがくぐう ｚがあす
8 Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ
9 Ｖがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
10 ｂがぎぅうかｘ あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ
11 ｅういかそそ えがぎぅうかｘ
12 Ｔぃぎこかそそ えがぎぅうかｘ

ｉＴＷｊｆＴｆａ ｃｋｏ
• Ｔが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす きがあ あｚぃぎごぃぇ

きぎうｙがぎｘ きがそｚぉそぃぐくそ えぎｘくかすぇ くｚぃぐがｚがぇ くうぁ‐
かｘぉ. ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ きぎがぁぎｘおおす えぎｘく‐
かすぇ ごｚぃぐ くおぃかそぃぐくそ ぅぃぉぃかすお.

• Ｔ くぉけさｘぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう きぎうｙがぎｘ えぎｘくかすぇ
くうぁかｘぉ かｘさうかｘぃぐ おうぁｘぐず.
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ｇＲｅＷｃｔ ｋｇｈＲＴｃＷｅＺｗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ｂかがきえｘ їＴえぉ/Ｔすえぉ»
2 Ｖうくきぉぃぇ
3 ｂかがきえｘ ぅｘあぃぎいえう くぐｘぎぐｘ
4 ｂかがきえｘ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお (ざｘぁ ｚかうぅ)
5 ｂかがきえｘ ｚすｙがぎｘ きぎがぁぎｘおお (ざｘぁ ｚｚぃぎこ)

6 ｂかがきえｘ げけかえごうう їｇがｚすざぃかかｘそ ぁうぁうぃかうさ‐
かがくぐず»

7 ｂかがきえｘ げけかえごうう ЙсирерЭЮ
8 ｂかがきえｘ げけかえごうう ОБПБР (ｉｙぎがく)
9 Ｚかあうえｘぐがぎす

Ｚかあうえｘぐがぎす ｆきうくｘかうぃ
Ｚかあうえｘぐがぎ がぐくけぐくぐｚうそ くがぉう. Ｔが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす あｘかかすぇ うかあう‐
えｘぐがぎ かぃ ぁがぎうぐ.
Ｚかあうえｘぐがぎ がぐくけぐくぐｚうそ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ. Ｔが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす
あｘかかすぇ うかあうえｘぐがぎ かぃ ぁがぎうぐ.
Ｚかあうえｘぐがぎ がえがかさｘかうそ.
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ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ
ｇぎがぁぎｘおおｘ ｉぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅかぃかうそ

ｊうき ぅｘぁぎけぅえう
ｕぐｘきす
きぎがぁぎｘおおす

ｈぃいうおす

1

 1)

Ｔくぃ
ｇがくけあｘ, くぐがぉがｚすぃ
きぎうｙがぎす, えｘくぐぎぜぉう う
くえがｚがぎがあす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇえｘ
ｄがぇえｘ がぐ 45°C あが 70°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

їｇがｚすざぃかかｘそ ぁう‐
ぁうぃかうさかがくぐず»

2

 2)

ｉうぉずかがぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうぃ
ｇがくけあｘ, くぐがぉがｚすぃ
きぎうｙがぎす, えｘくぐぎぜぉう う
くえがｚがぎがあす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇえｘ
ｄがぇえｘ, 70°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

 

3

 3)

ｆｙすさかがぃ ぅｘぁぎそぅかぃ‐
かうぃ
ｇがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ
きぎうｙがぎす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇえｘ
ｄがぇえｘ, 50°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

 

4

 4)

ｉｚぃいぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうぃ
ｇがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ
きぎうｙがぎす

ｄがぇえｘ, 60°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ

їｇがｚすざぃかかｘそ ぁう‐
ぁうぃかうさかがくぐず»

5

 5)

ｆｙすさかがぃ ぅｘぁぎそぅかぃ‐
かうぃ
ｇがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ
きぎうｙがぎす

ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇえｘ
ｄがぇえｘ, 50°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

їｇがｚすざぃかかｘそ ぁう‐
ぁうぃかうさかがくぐず»

6 ｉぉｘｙがぃ ぅｘぁぎそぅかぃかうぃ
ｇがくけあｘ う くぐがぉがｚすぃ
きぎうｙがぎす

ｄがぇえｘ, 55°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ

їｇがｚすざぃかかｘそ ぁう‐
ぁうぃかうさかがくぐず»

7 ｆｙすさかｘそ うぉう かぃ‐
ｙがぉずざｘそ ぅｘぁぎそぅかぃか‐
かがくぐず
ｊがかえうぇ げｘそかく う くぐぃえ‐
ぉが

ｄがぇえｘ, 45°C
ｆきがぉｘくえうｚｘかうぃ
ｉけざえｘ

 

8

 6)

Ｔくぃ ｇぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかｘそ おがぇえｘ  

1) ｇぎうｙがぎ くｘおがくぐがそぐぃぉずかが がきぎぃあぃぉそぃぐ くぐぃきぃかず ぅｘぁぎそぅかぃかうそ う えがぉうさぃくぐｚが きがくけあす ｚ えがぎぅうかｘこ. ｆか
ｘｚぐがおｘぐうさぃくえう ぎぃぁけぉうぎけぃぐ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ う えがぉうさぃくぐｚが ｚがあす, せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうぃ う
き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.

2) Ｖｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ ｚえぉぜさｘぃぐ ｚ くぃｙそ ぎぃいうお きがｚすざぃかかがぇ ぁうぁうぃかうさかがくぐう.
3) ｕぐが くｘおｘそ ぐうこｘそ きぎがぁぎｘおおｘ おがぇえう. ｅｘくがく ぎｘｙがぐｘぃぐ かｘ がさぃかず かうぅえがぇ くえがぎがくぐう, さぐがｙす きがかうぅうぐず

けぎがｚぃかず ざけおｘ. Ｚぅ-ぅｘ きがかういぃかかがぇ くえがぎがくぐう かｘくがくｘ き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 けｚぃぉうさうｚｘぃぐくそ.
4) Ｖｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ きがぅｚがぉそぃぐ ｚすおすぐず きがくけあけ くが くｚぃいうおう ぅｘぁぎそぅかぃかうそおう. ｇぎがぁぎｘおおｘ がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ

こがぎがざうぃ ぎぃぅけぉずぐｘぐす ぅｘ えがぎがぐえがぃ ｚぎぃおそ.
5) ｕぐが くぐｘかあｘぎぐかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ あぉそ ぐぃくぐうぎけぜしうこ がぎぁｘかうぅｘごうぇ. Ｖｘかかｘそ きぎがぁぎｘおおｘ がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ

かｘうｙがぉぃぃ きぎｘえぐうさかがぃ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ ｚがあす う せかぃぎぁうう きぎう おがぇえぃ きがくけあす う くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ
がｙすさかがぁが けぎがｚかそ ぅｘぁぎそぅかぃかうそ.

6) Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ せぐけ きぎがぁぎｘおおけ あぉそ ｙすくぐぎがぁが がきがぉｘくえうｚｘかうそ きがくけあす. ｕぐが きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐ きぎうぉうきｘかうぃ え
きがくけあぃ がくぐｘぐえがｚ きうしう う きがそｚぉぃかうぃ かぃきぎうそぐかすこ ぅｘきｘこがｚ.
ｅぃ 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 く せぐがぇ きぎがぁぎｘおおがぇ.

ｈｋｉｉｂＺａ 27



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ｘ1) ｇぎがあがぉいうぐぃぉず‐
かがくぐず
(おうか)

ｕかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうぃ
(えＴぐ·さ)

Ｔがあｘ
(ぉ)

1 40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 14

2 140 - 160 1.4 - 1.6 13 - 14

3 200 - 220 1.1 - 1.2 9 - 11

4 30 0.8 9

5 160 - 180 0.8 - 0.9 9 - 10

6 50 - 60 1.0 - 1.1 10 - 11

7 70 - 80 0.8 - 0.9 11 - 12

8 14 0.1 4

1) ｋえｘぅｘかかすぃ きがえｘぅｘぐぃぉう きがぐぎぃｙぉぃかうそ う きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ｚすきがぉかぃかうそ きぎがぁぎｘおおす 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 あｘｚぉぃかうそ う ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚがあす, かｘきぎそいぃかうそ ｚ くぃぐう, ｚすｙぎｘかかすこ ぎぃいうおがｚ う
えがぉうさぃくぐｚｘ きがくけあす.

Ｚかげがぎおｘごうそ あぉそ ぐぃくぐうぎけぜしうこ がぎぁｘかうぅｘごうぇ
Ｖぉそ ぅｘきぎがくｘ ｚくぃぇ うかげがぎおｘごうう, かぃがｙこがあうおがぇ あぉそ ぐぃくぐうぎがｚｘかうそ きぎがうぅｚがあうぐぃぉずかがくぐう, がｙぎｘ‐
しｘぇぐぃくず きが せぉぃえぐぎがかかがぇ きがさぐぃ:
еквл.рбпр@аепдуЭпдбо-моласЯрелк.Ялй
Ｙｘきうざうぐぃ かがおぃぎ うぅあぃぉうそ (МКC), えがぐがぎすぇ かｘこがあうぐくそ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう.
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ｈＷＸＺｄｓ
Ｔえぉぜさｘぐず うぉう ｚすえぉぜさｘぐず ぎぃいうおす
くぉぃあけぃぐ きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす.
ｈぃいうお かぃｚがぅおがいかが ｚえぉぜさうぐず うぉう ｚす‐
えぉぜさうぐず, えがぁあｘ ｚすきがぉかそぃぐくそ きぎがぁぎｘお‐
おｘ.

Ｔ くぉけさｘぃ ｚすｙがぎｘ があかがぁが うぉう ｙがぉぃぃ
ぎぃいうおがｚ けｙぃあうぐぃくず きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお,
さぐが ぅｘぁがぎぃぉうくず 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.

їｇｆＴｓｐＷｅｅＲｗ
ＵＺＵＺＷｅＺｏｅｆｉｊｔ»
Ｖｘかかすぇ ぎぃいうお がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ あがくぐういぃかうぃ きが‐
ｚすざぃかかがぇ ぁうぁうぃかうさかがくぐう. Ｔ こがあぃ せぐｘきｘ がきがぉｘ‐
くえうｚｘかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ あがくぐうぁｘぃぐ 70°C かｘ ｚぎぃ‐
おそ がぐ 10 あが 14 おうかけぐ.
ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ їｇがｚすざぃかかｘそ ぁうぁうぃかうさ‐
かがくぐず»:
• Ｗくぉう ぎぃいうお きぎうおぃかうお え ｚすｙぎｘかかがぇ きぎが‐

ぁぎｘおおぃ, 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.

• Ｗくぉう ｚすｙぎｘかかすぇ ぎぃいうお かぃぉずぅそ うくきがぉずぅが‐
ｚｘぐず く あｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおがぇ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜ‐
しうぇ うかあうえｘぐがぎ かｘ かぃくえがぉずえが くぃえけかあ ぅｘおう‐
ぁｘぃぐ, ｘ ぅｘぐぃお きがぁｘくかぃぐ.

ｌｋｅｂｎＺｗ ЙСИРЕРAB
Ｔえぉぜさｘぇぐぃ あｘかかすぇ ぎぃいうお ぐがぉずえが ｚ くぉけさｘぃ うく‐
きがぉずぅがｚｘかうそ えがおｙうかうぎがｚｘかかがぁが ぐｘｙぉぃぐうぎが‐
ｚｘかかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
Ｖｘかかすぇ ぎぃいうお きぎぃえぎｘしｘぃぐ きがあｘさけ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ う くがぉう. ｉががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぃ うかあうえｘぐがぎす
ぁｘくかけぐ.
ｇぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐず ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおす おが‐
いぃぐ けｚぃぉうさうｚｘぐずくそ.
• ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ げけかえごうう ЙсирерЭЮІ 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.
• ｈぃいうお がくぐｘぃぐくそ ｚえぉぜさぃかかすお あが ぃぁが きぎうかけ‐

あうぐぃぉずかがぁが ｚすえぉぜさぃかうそ. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがき‐
えけ げけかえごうう ЙсирерЭЮІ うかあうえｘぐがぎ あｘかかがぁが ぎぃ‐
いうおｘ きがぁｘくかぃぐ.

Ｔ くぉけさｘぃ きぃぎぃこがあｘ く えがおｙうかうぎがｚｘかかがぁが
ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かｘ
ぎｘぅあぃぉずかがぃ 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, がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ う きがくけあがおがぃさかがぇ
くがぉう きぎがあぃぉｘぇぐぃ くぉぃあけぜしぃぃ:
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ ぎぃいうお ЙсирерЭЮ.
2. ｋくぐｘかがｚうぐぃ くおそぁさうぐぃぉず あぉそ ｚがあす かｘ おｘえ‐

くうおｘぉずかがぃ ぅかｘさぃかうぃ.

3. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう う あがぅｘ‐
ぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ ぅｘきがぉかぃかす.

4. ｅぃ ぅｘぁぎけいｘそ ｚ きぎうｙがぎ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが う
きがくけあけ, ぅｘきけくぐうぐぃ くｘおけぜ えがぎがぐえけぜ きぎが‐
ぁぎｘおおけ, ｚえぉぜさｘぜしけぜ せぐｘき がきがぉｘくえうｚｘ‐
かうそ.

5. ｅｘくぐぎがぇぐぃ くおそぁさうぐぃぉず あぉそ ｚがあす ｚ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚうう く けぎがｚかぃお いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ Ｔｘ‐
ざぃお ぎぃぁうがかぃ.

6. Ｙｘあｘぇぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

ＹＴｋｂｆＴＲｗ ｉＺＵｅＲｃＺＹＲｎＺｗ
Ｙｚけえがｚすぃ くうぁかｘぉす ｚすあｘぜぐくそ ｚ くぉぃあけぜしうこ
くぉけさｘそこ:
• きが ぅｘｚぃぎざぃかうう ぎｘｙがぐす きぎがぁぎｘおおすІ
• きぎう せぉぃえぐぎがかかがぇ ぎぃぁけぉうぎがｚえぃ けぎがｚかそ いぃくぐ‐

えがくぐう くおそぁさうぐぃぉそ あぉそ ｚがあすІ
• ｚ くぉけさｘぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐう きぎうｙがぎｘ.

Ｙｘｚがあくえｘそ かｘくぐぎがぇえｘ: їｚえぉ». Ｙｚけえが‐
ｚすぃ くうぁかｘぉす おがいかが がぐえぉぜさうぐず.

ｆぐえぉぜさぃかうぃ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

їＴえぉ/Ｔすえぉ». ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ かｘこが‐
あうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう. ｉお. їｅＲ‐
ｉｊｈｆａｂＲ Ｚ ＹＲｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ».

2. ｆ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 (4) う (5), きがえｘ かぃ ぅｘおうぁｘぜぐ うかあうえｘ‐
ぐがぎす えかがきがえ (3), (4) う (5).

3. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ (5):
• うかあうえｘぐがぎす えかがきがえ (3) う (4) きがぁｘくかけぐІ
• うかあうえｘぐがぎ えかがきえう (5) きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐずІ
• ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ ぅかｘさぃかうぃ けくぐｘ‐

かがｚがえ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ.

Ｔえぉ

Ｔすえぉ

4. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ (5) あぉそ うぅおぃかぃかうそ けく‐
ぐｘかがｚえう.

5. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ, さぐがｙす きがあぐｚぃぎあうぐず
うぅおぃかぃかうぃ.
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ｇＷｈＷＶ ｇＷｈＴｓｄ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷｄ
1. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが けくぐｘかがｚぉぃかかすぃ かｘくぐぎがぇえう

くおそぁさうぐぃぉそ あぉそ ｚがあす くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ けぎがｚ‐
かぜ いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ Ｔｘざぃお ぎぃぁうがかぃ. Ｔ
きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ かｘくぐぎがぇぐぃ くおそぁさうぐぃぉず
あぉそ ｚがあす. ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ おぃくぐかけぜ くぉけいｙけ
ｚがあがくかｘｙいぃかうそ, さぐがｙす けぅかｘぐず けぎがｚぃかず
いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ ｚｘざぃぇ おぃくぐかがくぐう.

2. Ｙｘきぎｘｚずぐぃ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう.
3. Ｙｘきぎｘｚずぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
4. ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
5. Ｔ きぎうｙがぎぃ おがぁけぐ ｙすぐず きがくぐがぎがかかうぃ ｚぃしぃ‐

くぐｚｘ, がくぐｘｚざうぃくそ きがくぉぃ ぃぁが きぎがうぅｚがあくぐｚｘ.
Ｖぉそ うこ けあｘぉぃかうそ くぉぃあけぃぐ ぅｘきけくぐうぐず きぎが‐
ぁぎｘおおけ おがぇえう. ｅぃ 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 う かぃ ぅｘぁぎけいｘぇぐぃ えがぎぅうかす.

Ｔ くぉけさｘぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ えがおｙうかうぎが‐
ｚｘかかがぁが ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぁが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ ｚえぉぜさうぐぃ げけかえごうぜ ЙсирерЭЮ.
ｊｘえうぃ ぐｘｙぉぃぐえう くがあぃぎいｘぐ おがぜしぃぃ
くぎぃあくぐｚが, がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず う あぎけぁうぃ
あがｙｘｚえう. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ぐｘｙぉぃぐうぎが‐
ｚｘかかがぃ くぎぃあくぐｚが きがあこがあうぐ あぉそ いぃくぐ‐
えがくぐう ｚがあす Ｔｘざぃぁが ぎぃぁうがかｘ. Ｔがくきがぉず‐
ぅけぇぐぃくず うかくぐぎけえごうそおう かｘ けきｘえがｚえぃ
きぎがあけえぐがｚ.

ｅＲｉｊｈｆａｂＲ ｋｉｊｈｆａｉｊＴＲ Ｖｃｗ
ｉｄｗＵｏＷｅＺｗ ＴｆＶｓ
Ｘぃくぐえｘそ ｚがあｘ うおぃぃぐ ｚすくがえがぃ くがあぃぎいｘかうぃ おう‐
かぃぎｘぉがｚ, えがぐがぎすぃ おがぁけぐ きぎうｚぃくぐう え きがｚぎぃいあぃ‐
かうぜ きぎうｙがぎｘ う かぃけあがｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかすお ぎぃ‐
ぅけぉずぐｘぐｘお おがぇえう. ｉおそぁさうぐぃぉず あぉそ ｚがあす かぃ‐
ぇぐぎｘぉうぅけぃぐ あぃぇくぐｚうぃ せぐうこ おうかぃぎｘぉがｚ.
ｇがくけあがおがぃさかｘそ くがぉず がｙぃくきぃさうｚｘぃぐ さうくぐがぐけ う
こがぎがざぃぃ くがくぐがそかうぃ くおそぁさうぐぃぉそ あぉそ ｚがあす. Ｖぉそ
きぎｘｚうぉずかがぁが ｚすｙがぎｘ けぎがｚかそ くおそぁさうぐぃぉそ あぉそ
ｚがあす ｚがくきがぉずぅけぇぐぃくず ぐｘｙぉうごぃぇ. ｕぐが ぁｘぎｘかぐうそ
ぐがぁが, さぐが くおそぁさうぐぃぉず あぉそ ｚがあす ｙけあぃぐ うくきがぉず‐
ぅがｚｘぐず ｚぃぎかがぃ くががぐかがざぃかうぃ きがくけあがおがぃさかがぇ
くがぉう う ｚがあす.

ｉおそぁさうぐぃぉず あぉそ ｚがあす かぃがｙこがあうおが
かｘくぐぎがうぐず ｚぎけさかけぜ う せぉぃえぐぎがかかすお
くきがくがｙがお.

Ｘぃくぐえがくぐず ｚがあす ｅｘくぐぎがぇえｘ くおそぁさうぐぃぉそ
あぉそ ｚがあす

Ｕぎｘあけくす
きが かぃおぃごえがおけ

くぐｘかあｘぎぐけ
(°аД)

Ｕぎｘあけくす きが
げぎｘかごけぅくえがおけ

くぐｘかあｘぎぐけ
(°вД)

おおがぉず/ぉ Ｕぎｘあけくす
ｂぉｘぎえｘ

Ｔぎけさかけぜ ｕぉぃえ‐
ぐぎがか‐
かすお

くきがくが‐
ｙがお

51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2

Ї 4 Ї 7 Ї 0.7 Ї 5 12) 12)

1) Ｙｘｚがあくえｘそ けくぐｘかがｚえｘ.
2) ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ くがぉず きぎう ぐｘえがお けぎがｚかぃ.
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ｅｘくぐぎがぇえｘ ｚぎけさかけぜ
ｇぃぎぃｚぃあうぐぃ きぃぎぃえぉぜさｘぐぃぉず いぃくぐえがくぐう ｚがあす ｚ
きがぉがいぃかうぃ 1 うぉう 2.

ｕぉぃえぐぎがかかｘそ かｘくぐぎがぇえｘ
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

їＴえぉ/Ｔすえぉ». ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ
かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう (くお. Ｕぉｘｚけ
їｅＲｉｊｈｆａｂＲ Ｚ ＹＲｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ»).

2. ｆ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 (4) う (5), きがえｘ かぃ ぅｘおうぁｘぜぐ うかあうえｘ‐
ぐがぎす えかがきがえ (3), (4) う (5).

3. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ (3).
• うかあうえｘぐがぎす えかがきがえ (4) う (5) きがぁｘくかけぐІ
• うかあうえｘぐがぎ えかがきえう (3) きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐずІ

• きぎがぅｚけさうぐ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ. ｇぎうおぃぎ:
きそぐず きぎぃぎすｚうくぐすこ ぅｚけえがｚすこ くうぁかｘぉがｚ =
けぎがｚぃかず 5.

• ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅうぐくそ かｘくぐぎがぇえｘ
けぎがｚかそ いぃくぐえがくぐう ｚがあす. ｇぎうおぃぎ:  =
けぎがｚぃかず 5.

4. Ｖぉそ うぅおぃかぃかうそ けくぐｘかがｚえう かｘいおうぐぃ かｘ
えかがきえけ (3) かけいかがぃ えがぉうさぃくぐｚが ぎｘぅ.

5. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ, さぐがｙす きがあぐｚぃぎあうぐず
うぅおぃかぃかうぃ.

ＹＲｇｆｃｅＷｅＺＷ ＷｄｂｆｉｊＺ Ｖｃｗ ｉｆｃＺ
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが くがぉず あぉそ きがくけあが‐
おがぃさかすこ おｘざうか Ｖぎけぁうぃ きぎがあけえぐす おが‐
ぁけぐ きぎうｚぃくぐう え きがｚぎぃいあぃかうぜ きぎうｙがぎｘ.
ｇぎう ぅｘきがぉかぃかうう ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう うぅ
かぃぁが おがいぃぐ ｚすぉうぐずくそ ｚがあｘ く くがぉずぜ.
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず えがぎぎがぅうう. Ｖぉそ
ぐがぁが, さぐがｙす ぃぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず, きがくぉぃ
ぅｘきがぉかぃかうそ ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう ぅｘきけ‐
くぐうぐぃ ぉぜｙけぜ きぎがぁぎｘおおけ.

1. ｇがｚぃぎかうぐぃ えぎすざえけ きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉ‐
えう う がぐえぎがぇぐぃ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう.

2. ｅｘぉぃぇぐぃ ｚ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう 1 ぉ ｚがあす
(ぐがぉずえが きぃぎぃあ きぃぎｚすお うくきがぉずぅがｚｘかうぃお).

3. ｅｘくすきずぐぃ きがくけあがおがぃさかけぜ くがぉず ｚ ぃおえがくぐず
あぉそ くがぉう.

4. ｋｙぃぎうぐぃ くがぉず ｚがえぎけぁ がぐｚぃぎくぐうそ ぃおえがくぐう
あぉそ くがぉう.

5. ｏぐがｙす ぅｘえぎすぐず ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう, きがｚぃぎ‐
かうぐぃ えぎすざえけ きが さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ.
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ＹＲｇｆｃｅＷｅＺＷ ＶｆＹＲｊｆｈＲ ｆｇｆｃＲｉｂＺＴＲｊＷｃｗ

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず
あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか. Ｖぎけぁうぃ
きぎがあけえぐす おがぁけぐ きぎうｚぃくぐう え きがｚぎぃいあぃ‐
かうぜ きぎうｙがぎｘ.

Ｔが ｚぎぃおそ せぐｘきｘ くけざえう がきがぉｘくえうｚｘ‐
ぐぃぉず きがおがぁｘぃぐ ｚすくけざうぐず きがくけあけ ｙぃぅ
きがぐぃえがｚ う きそぐぃか.

1. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ くかそぐうそ ｙぉがえうぎがｚえう
(А), さぐがｙす がぐえぎすぐず えぎすざえけ (C).

2. ｅｘきがぉかうぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ (A),
かぃ きぎぃｚすざｘそ がぐおぃぐえけ їｄｘえく».

3. Ｔが うぅｙぃいｘかうぃ うぅｙすぐがさかがぁが きぃかががｙぎｘぅが‐
ｚｘかうそ けあｘぉうぐぃ きぎがぉうｚざうぇくそ がきがぉｘくえうｚｘ‐
ぐぃぉず ぐえｘかずぜ, こがぎがざが ｚきうぐすｚｘぜしぃぇ いうあ‐
えがくぐず.

4. Ｙｘえぎがぇぐぃ えぎすざえけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが えかがきえｘ
ｙぉがえうぎがｚえう ぅｘしぃぉえかけぉｘくず.

ｉぃぉぃえぐがぎ えがぉうさぃくぐｚｘ ｚすあｘｚｘぃおがぁが
がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ (B) きがぅｚがぉそぃぐ ｚす‐
ｙぎｘぐず がぐ 1 (おうかうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが)
あが 4 (おｘえくうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが).
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ＷＸＷＶｅＷＴｅｆＷ ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ
1. ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
2. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

їＴえぉ/Ｔすえぉ». ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ かｘこが‐
あうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう. ｉお. їｅＲ‐
ｉｊｈｆａｂＲ Ｚ ＹＲｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ».
• Ｗくぉう ぁがぎうぐ うかあうえｘぐがぎ がぐくけぐくぐｚうそ くがぉう,

かｘきがぉかうぐぃ ぃおえがくぐず あぉそ くがぉう.
• Ｗくぉう ぁがぎうぐ うかあうえｘぐがぎ がぐくけぐくぐｚうそ がきが‐

ぉｘくえうｚｘぐぃぉそ, ぅｘきぎｘｚずぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘ‐
くえうｚｘぐぃぉそ.

3. Ｙｘぁぎけぅうぐぃ えがぎぅうかす.
4. Ｖがｙｘｚずぐぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが.
5. Ｔすｙぃぎうぐぃ きがあこがあそしけぜ きぎがぁぎｘおおけ おがぇえう

ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く ぐうきがお ぅｘぁぎけぅえう う くぐぃ‐
きぃかずぜ ぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.

ＹＲＵｈｋＹｂＲ ｂｆｈＹＺｅ
ｇぎうおぃぎす ぅｘぁぎけぅえう えがぎぅうか Ｔす かｘぇあぃぐぃ
ｚ きぎうぉｘぁｘぃおがぇ ｙぎがざぜぎぃ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが あぉそ おすぐずそ きぎう‐
かｘあぉぃいかがくぐぃぇ, きぎうぁがあかすこ あぉそ おすぐずそ ｚ きが‐
くけあがおがぃさかすこ おｘざうかｘこ.

• ｅぃ ぅｘぁぎけいｘぇぐぃ ｚ きぎうｙがぎ うぅあぃぉうそ うぅ あぃぎぃｚｘ,
えがくぐう, ｘぉぜおうかうそ, がぉがｚｘ う おぃあう.

• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ きぎうｙがぎ きぎぃあおぃぐす, えがぐがぎすぃ
おがぁけぐ ｚきうぐすｚｘぐず ｚがあけ (ぁけｙえう, ｙすぐがｚすぃ ぐえｘ‐
かう).

• ｋあｘぉうぐぃ がくぐｘぐえう きうしう く きがくけあす.
• ｈｘぅおそぁさうぐぃ きぎうぁがぎぃｚざうぃ がくぐｘぐえう きうしう かｘ

きがくけあぃ.
• Ｙｘぁぎけいｘぇぐぃ きがぉすぃ きぎぃあおぃぐす (さｘざえう, くぐｘえｘ‐

かす う くえがｚがぎがあす) がぐｚぃぎくぐうぃお ｚかうぅ.
• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが くぐがぉがｚすぃ きぎうｙがぎす う ぐｘぎぃぉ‐

えう かぃ くぉうきぉうくず. ｈｘぅおぃしｘぇぐぃ ぉがいえう ｚきぃぎぃ‐
おぃいえけ く あぎけぁうおう くぐがぉがｚすおう きぎうｙがぎｘおう.

• ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす くぐｘえｘかす かぃ くがきぎうえｘくｘ‐
ぉうくず あぎけぁ く あぎけぁがお.

• Ｙｘぁぎけいｘぇぐぃ おぃぉえうぃ きぎぃあおぃぐす ｚ えがぎぅうかけ
あぉそ くぐがぉがｚすこ きぎうｙがぎがｚ.

• ｃぃぁえうぃ きぎぃあおぃぐす けえぉｘあすｚｘぇぐぃ ｚ ｚぃぎこかぜぜ
えがぎぅうかけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きがくけあｘ かぃ あｚうぁｘぃぐ‐
くそ.

• ｇぎぃいあぃ さぃお ぅｘきけくえｘぐず きぎがぁぎｘおおけ, けｙぃあう‐
ぐぃくず, さぐが ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう おがぁけぐ くｚがｙがあかが
ｚぎｘしｘぐずくそ.

ＺｉｇｆｃｔＹｆＴＲｅＺＷ ｄｆｖｑＷＵｆ ｉｈＷＶｉｊＴＲ
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ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!
Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが ぐぃ おがぜしうぃ くぎぃあ‐
くぐｚｘ, えがぐがぎすぃ くきぃごうｘぉずかが きぎぃあかｘぅかｘ‐
さぃかす あぉそ きがくけあがおがぃさかすこ おｘざうか.

1. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ くかそぐうそ ｙぉがえうぎがｚえう
(B), さぐがｙす がぐえぎすぐず えぎすざえけ (C).

2. Ｙｘきがぉかうぐぃ あがぅｘぐがぎ (A) おがぜしうお くぎぃあ‐
くぐｚがお.

3. ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう きぎがぁぎｘおおす, ｚえぉぜさｘぜ‐
しぃぇ くぐｘあうぜ きぎぃあｚｘぎうぐぃぉずかがぇ おがぇえう, きが‐
おぃくぐうぐぃ かぃおかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ かｘ
ｚかけぐぎぃかかぜぜ くぐがぎがかけ あｚぃぎごす きぎうｙがぎｘ.

4. ｇぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぁが
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ きがぉがいうぐぃ ぐｘｙぉぃぐえけ ｚ
あがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ (A).

5. Ｙｘえぎがぇぐぃ えぎすざえけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが えかがきえｘ
ｙぉがえうぎがｚえう ぅｘしぃぉえかけぉｘくず.

ｅぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ けえｘぅｘかかけぜ あがぅうぎがｚえけ
おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ. ｉお. うかくぐぎけえごうう
かｘ けきｘえがｚえぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.
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ｊｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかすぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ
かぃ けくきぃｚｘぜぐ きがぉかがくぐずぜ ぎｘくぐｚがぎうぐずくそ
きぎう うくきがぉずぅがｚｘかうう えがぎがぐえうこ きぎが‐
ぁぎｘおお おがぇえう. Ｔ ぎぃぅけぉずぐｘぐぃ かｘ きがくけあぃ
おがぁけぐ がくぐｘぐずくそ がくぐｘぐえう おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.
ｄす ぎぃえがおぃかあけぃお うくきがぉずぅがｚｘぐず ぐｘ‐
ｙぉぃぐうぎがｚｘかかすぃ おがぜしうぃ くぎぃあくぐｚｘ く
あぉうかかすおう きぎがぁぎｘおおｘおう.

ｅＲｉｊｈｆａｂＲ Ｚ ＹＲｇｋｉｂ
ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ

ｈぃいうお かｘくぐぎがぇえう
Ｖぉそ ｚすきがぉかぃかうそ ぎそあｘ がきぃぎｘごうぇ きぎうｙがぎ あがぉ‐
いぃか かｘこがあうぐずくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.
ｇぎうｙがぎ かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう, ぃくぉう
きがくぉぃ ｚえぉぜさぃかうそ:
• ｅｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘぅそぐくそ あｚぃ ぁがぎうぅがかぐｘぉず‐

かすぃ きがぉがくえう.
Ｗくぉう うかあうえｘごうそ かｘ きｘかぃぉう けきぎｘｚぉぃかうそ ｚすぁぉそ‐
あうぐ うかｘさぃ, かｘいおうぐぃ う けあぃぎいうｚｘぇぐぃ ОБПБР,
きがえｘ きぎうｙがぎ かぃ きぃぎぃぇあぃぐ ｚ ぎぃいうお かｘくぐぎがぇえう.

Ｙｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす ｙぃぅ げけかえごうう
ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ
1. ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.
2. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

їＴえぉ/Ｔすえぉ». ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ かｘこが‐
あうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう.

3. Ｙｘあｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ.
• ｅｘ あうくきぉぃぃ ぅｘおうぁｘぃぐ かがおぃぎ, くががぐｚぃぐ‐

くぐｚけぜしうぇ ｚすｙぎｘかかがぇ きぎがぁぎｘおおぃ.
4. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがうぅｚぃあうぐぃ ｚすｙがぎ

げけかえごうぇ.
5. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ. ｅｘさかぃぐくそ ｚす‐

きがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす.
• Ｗくぉう がぐえぎすぐず あｚぃぎごけ, かｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙ‐

ぎｘぅうぐくそ ｚぎぃおそ きぎがあがぉいうぐぃぉずかがくぐう きぎが‐
ぁぎｘおおす, けおぃかずざｘぜしぃぃくそ く ざｘぁがお ｚ 1
おうかけぐけ.

Ｙｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす く
うくきがぉずぅがｚｘかうぃお ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ
1. Ｙｘあｘぇぐぃ きぎがぁぎｘおおけ.
2. ｄかがぁがえぎｘぐかすお かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ ぅｘ‐

あぃぎいえう あがｙぃぇぐぃくず きがそｚぉぃかうそ かｘ あうくきぉぃぃ
かけいかがぁが ｚぎぃおぃかう ぅｘあぃぎいえう (がぐ 1 あが 24 さｘ‐
くがｚ).
• ｅｘ あうくきぉぃぃ ぅｘおうぁｘぃぐ ｚぎぃおそ ぅｘあぃぎいえう.

• Ｙｘぁがぎうぐくそ うかあうえｘぐがぎ ぅｘあぃぎいえう.
3. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ. ｅｘさかぃぐくそ がｙ‐

ぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ.
• Ｗくぉう がぐえぎすぐず あｚぃぎごけ, かｘ あうくきぉぃぃ ｙけあぃぐ

がぐがｙぎｘいｘぐずくそ がｙぎｘぐかすぇ がぐくさぃぐ ｚぎぃおぃ‐
かう ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ く うかぐぃぎｚｘぉがお ｚ 1
さｘく.

• ｇがくぉぃ ぅｘｚぃぎざぃかうそ がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ きぎが‐
うぅがぇあぃぐ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおおす.

ｆぐえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす ｚが ｚぎぃおそ
ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ
ｆぐえぎすｚｘかうぃ あｚぃぎごす きぎうｚがあうぐ え がくぐｘかがｚえぃ ぎｘ‐
ｙがぐす きぎうｙがぎｘ ｇぎう ぅｘえぎすｚｘかうう あｚぃぎごす ぎｘｙがぐｘ
きぎがあがぉいｘぃぐくそ く おがおぃかぐｘ, かｘ えがぐがぎがお がかｘ ｙす‐
ぉｘ きぎぃぎｚｘかｘ.

ｆぐおぃかｘ ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ ｚが ｚぎぃおそ
がｙぎｘぐかがぁが がぐくさぃぐｘ
1. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ.
2. ｇがくぉぃあがｚｘぐぃぉずかすお かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

ぅｘあぃぎいえう きけくえｘ あがｙぃぇぐぃくず がぐがｙぎｘいぃかうそ
かｘ あうくきぉぃぃ かがおぃぎｘ ぐぎぃｙけぃおがぇ きぎがぁぎｘお‐
おす.

3. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ. ｅｘさかぃぐくそ ｚす‐
きがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす.

ｆぐおぃかｘ きぎがぁぎｘおおす
ｅｘいうおｘぇぐぃ かｘ ОБПБР, きがえｘ:
• かｘ あうくきぉぃぃ かぃ がぐがｙぎｘぅそぐくそ あｚぃ ぁがぎうぅが‐

かぐｘぉずかすぃ きがぉがくえう.

ｋｙぃあうぐぃくず ｚ かｘぉうさうう おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ ｚ あがぅｘぐがぎぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお かがｚがぇ きぎがぁぎｘおおす.

ｇが がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす
ｇぎう がえがかさｘかうう きぎがぁぎｘおおす ぅｚけさうぐ きぎぃぎすｚう‐
くぐすぇ ぅｚけえがｚがぇ くうぁかｘぉ. ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚぉそぃぐくそ
0 う ぅｘぁがぎｘぃぐくそ うかあうえｘぐがぎ がえがかさｘかうそ.
1. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

їＴえぉ/Ｔすえぉ».
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.

Ｗくぉう かぃ かｘいｘぐず かｘ えかがきえけ їＴえぉ/
Ｔすえぉ», くうくぐぃおｘ AСРЛ ЛВВ ｘｚぐがおｘぐう‐
さぃくえう がぐえぉぜさうぐ きぎうｙがぎ さぃぎぃぅ かぃ‐
くえがぉずえが おうかけぐ. ｊｘえうお がｙぎｘぅがお くかう‐
いｘぃぐくそ せかぃぎぁがきがぐぎぃｙぉぃかうぃ.
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• ｇぎぃいあぃ さぃお あがくぐｘｚｘぐず きがくけあけ うぅ きぎうｙがぎｘ,
あｘぇぐぃ ぃぇ がくぐすぐず. Ｕがぎそさけぜ きがくけあけ ぉぃぁえが きが‐
ｚぎぃあうぐず.

• Ｔかｘさｘぉぃ ｚすかうおｘぇぐぃ きがくけあけ うぅ かういかぃぇ えがぎ‐
ぅうかす, ｘ ぅｘぐぃお うぅ ｚぃぎこかぃぇ.

ｅｘ ｙがえがｚすこ くぐぃかえｘこ う かｘ あｚぃぎごぃ きぎう‐
ｙがぎｘ おがいぃぐ くえがきうぐずくそ ｚがあｘ. ｅぃぎいｘ‐
ｚぃぜしｘそ くぐｘぉず がこぉｘいあｘぃぐくそ ｙすくぐぎぃぃ,
さぃお きがくけあｘ.
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ｋｍｆＶ Ｚ ｆｏＺｉｊｂＲ
ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお がきぃぎｘごうぇ きが
さうくぐえぃ う けこがあけ ｚすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ う
うぅｚぉぃえうぐぃ 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.

Ｕぎそぅかすぃ げうぉずぐぎす ぅｘくがぎぃかかがくぐず ぎｘぅ‐
ｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ きぎうｚがあうぐ え けこけあざぃ‐
かうぜ えｘさぃくぐｚｘ おがぇえう.
ｇぃぎうがあうさぃくえう きぎがｚぃぎそぇぐぃ くがくぐがそかうぃ
げうぉずぐぎがｚ う, きぎう かぃがｙこがあうおがくぐう, きぎが‐
ｚがあうぐぃ うこ がさうくぐえけ.

ｏＺｉｊｂＲ ｌＺｃｔｊｈｆＴ

A

B

C

C

A1

A2

1. ｇがｚぃぎかうぐぃ げうぉずぐぎ (A) きぎがぐうｚ さｘ‐
くがｚがぇ くぐぎぃぉえう う うぅｚぉぃえうぐぃ ぃぁが.

2. Ｖぉそ ぎｘぅｙがぎえう げうぉずぐぎｘ (A) きがぐそ‐
かけｚ, ぎｘぅあぃぉうぐぃ (A1) う (A2).

3. Ｚぅｚぉぃえうぐぃ げうぉずぐぎ (B).
4. ｇぎがおがぇぐぃ げうぉずぐぎす ｚがあがぇ.
5. ｋくぐｘかがｚうぐぃ げうぉずぐぎ (B) ｚ うくこがあ‐

かがぃ きがぉがいぃかうぃ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが
がか きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃか ｚ あｚぃ かｘ‐
きぎｘｚぉそぜしうぃ (C).

6. ｉがｙぃぎうぐぃ げうぉずぐぎ (A) う けくぐｘかがｚう‐
ぐぃ ぃぁが かｘ ぃぁが おぃくぐが ｚ げうぉずぐぎ (B).
ｇがｚぃぎかうぐぃ きが さｘくがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ あが
しぃぉさえｘ.

ｅぃｚぃぎかｘそ けくぐｘかがｚえｘ げうぉずぐ‐
ぎがｚ おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え かぃけあが‐
ｚぉぃぐｚがぎうぐぃぉずかすお ぎぃぅけぉずぐｘ‐
ぐｘお おがぇえう う きがｚぎぃいあぃかうぜ
きぎうｙがぎｘ.

ｏＺｉｊｂＲ ｈＲＹＳｈｓＹＵＺＴＲｊＷｃＷａ
ｅぃ くかうおｘぇぐぃ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう.
Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうそ ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ ぅｘくがぎう‐
ぉうくず, けあｘぉうぐぃ さｘくぐうごす ぁぎそぅう く きがおがしずぜ きぎぃあ‐
おぃぐｘ く ぐがかえうお えがかさうえがお (ぅけｙがさうくぐえがぇ).

ｆｏＺｉｊｂＲ ｅＲｈｋＸｅｓｍ
ｇｆＴＷｈｍｅｆｉｊＷａ
ｇぎがぐぎうぐぃ きぎうｙがぎ おそぁえがぇ ｚぉｘいかがぇ ぐぎそきえがぇ.

Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが かぃぇぐぎｘぉずかすぃ おがぜしうぃ
くぎぃあくぐｚｘ. ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ ｘｙぎｘぅうｚかすぃ くぎぃあ‐
くぐｚｘ, ごｘぎｘきｘぜしうぃ ぁけｙえう う ぎｘくぐｚがぎうぐぃぉう.

36 www.aeg.com



ｇｆＺｉｂ Ｚ ｋｉｊｈＲｅＷｅＺＷ ｅＷＺｉｇｈＲＴｅｆｉｊＷａ
ｇぎうｙがぎ かぃ ぅｘきけくえｘぃぐくそ うぉう がくぐｘかｘｚぉうｚｘぃぐくそ
ｚが ｚぎぃおそ ぎｘｙがぐす.
ｉかｘさｘぉｘ きがきすぐｘぇぐぃくず かｘぇぐう ぎぃざぃかうぃ きぎがｙぉぃ‐
おす (くお. ぐｘｙぉうごけ). Ｔ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ 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 かぃえがぐがぎすこ かぃうくきぎｘｚかがくぐそこ かｘ あうくきぉぃぇ
ｚすｚがあうぐくそ えがあ かぃうくきぎｘｚかがくぐう:
•  - Ｔ きぎうｙがぎ かぃ きがくぐけきｘぃぐ ｚがあｘ.

•  - ｇぎうｙがぎ かぃ くぉうｚｘぃぐ ｚがあけ.
•  - ｉぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぅｘしうぐす がぐ きぃぎぃ‐

ぉうｚｘ.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!
ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお きぎがｚぃぎえう ｚすえぉぜ‐
さうぐぃ きぎうｙがぎ.

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 Ｔがぅおがいかがぃ ぎぃざぃかうぃ
ｇぎがぁぎｘおおｘ かぃ ぅｘきけ‐
くえｘぃぐくそ.

Ｔうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ ｚくぐｘ‐
ｚぉぃかｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 ｆぐえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ きぎうｙがぎｘ. Ｙｘえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ きぎうｙがぎｘ.
 ｇぃぎぃぁがぎぃぉ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず ｚ

えがぎがｙえぃ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉぃぇ.
Ｙｘおぃかうぐぃ きぎぃあがこぎｘかうぐぃぉず.

 Ｙｘあｘかｘ げけかえごうそ ぅｘあぃぎいえう きけく‐
えｘ.

ｆぐおぃかうぐぃ ぅｘあぃぎいえけ きけくえｘ うぉう
あがいあうぐぃくず がえがかさｘかうそ がｙぎｘぐかが‐
ぁが がぐくさぃぐｘ.

Ｔ きぎうｙがぎ かぃ きがくぐけきｘぃぐ
ｚがあｘ.

Ｙｘえぎすぐ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか. ｆぐえぎがぇぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか.

 Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚがあす くぉうざえがお かうぅ‐
えがぃ.

ｆｙぎｘぐうぐぃくず ｚ おぃくぐかけぜ くぉけいｙけ
ｚがあがくかｘｙいぃかうそ.

 Ｔがあがきぎがｚがあかすぇ えぎｘか ぅｘくがぎぃか
うぉう ぅｘｙうぐ かｘえうきずぜ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ ｚがあがきぎがｚがあかすぇ
えぎｘか.

 Ｙｘくがぎぃか げうぉずぐぎ ｚ かｘぉうｚかがお
ざぉｘかぁぃ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ げうぉずぐぎ.

 ｅｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃえぎけさぃか
うぉう きぃぎぃぁかけぐ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ざぉｘかぁ かｘこがあうぐ‐
くそ ｚ かけいかがお きがぉがいぃかうう.

 ｉぎｘｙがぐｘぉｘ くうくぐぃおｘ ぅｘしうぐす がぐ
きぃぎぃぉうｚｘ. Ｔ きぎうｙがぎぃ うおぃぜぐくそ
きぎがぐぃさえう ｚがあす.

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 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ｙがぎ かぃ くぉうｚｘぃぐ ｚが‐
あけ.

Ｙｘくがぎぃかｘ くぉうｚかｘそ ぐぎけｙｘ ぎｘえが‐
ｚうかす.

ｇぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかけぜ ぐぎけｙけ ぎｘ‐
えがｚうかす.

 ｉぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃえぎけさぃか
うぉう きぃぎぃぁかけぐ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ざぉｘかぁ かｘこがあうぐ‐
くそ ｚ かけいかがお きがぉがいぃかうう.

ｇぎがうぅｚぃあうぐぃ ｚくぃ きぎがｚぃぎえう, ｘ ぅｘぐぃお ｚえぉぜさうぐぃ
きぎうｙがぎ. Ｔすきがぉかぃかうぃ きぎがぁぎｘおおす きぎがあがぉいうぐくそ
く ぐがぁが おがおぃかぐｘ, かｘ えがぐがぎがお がかｘ ｙすぉｘ きぎぃぎｚｘ‐
かｘ.

Ｗくぉう かぃうくきぎｘｚかがくぐず きがそｚうぐくそ くかがｚｘ, 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.
Ｗくぉう かｘ あうくきぉぃぃ がぐがｙぎｘいｘぜぐくそ あぎけぁうぃ えがあす
がざうｙがえ, 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.

ｈＷＹｋｃｔｊＲｊｓ ｄｆａｂＺ Ｚ ｉｋｐｂＺ ｅＷｋＶｆＴｃＷｊＴｆｈＺｊＷｃｔｅｓ
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 Ｔがぅおがいかがぃ ぎぃざぃかうぃ
ｇがくけあｘ がくぐｘぃぐくそ ぁぎそぅ‐
かがぇ.

Ｙｘくがぎぃかす げうぉずぐぎす. ｇぎがうぅｚぃあうぐぃ がさうくぐえけ げうぉずぐぎがｚ.
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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 Ｔがぅおがいかがぃ ぎぃざぃかうぃ
 ｌうぉずぐぎす かぃｚぃぎかが くがｙぎｘかす う

けくぐｘかがｚぉぃかす.
ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが げうぉずぐぎす
くがｙぎｘかす う けくぐｘかがｚぉぃかす きぎｘ‐
ｚうぉずかが.

 Ｙｘくがぎぃかす ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう. ｋあｘぉうぐぃ がくぐｘぐえう ぅｘぁぎそぅかぃかうぇ
きぎぃあおぃぐがお く ぐがかえうお えがかさうえがお.

 Ｓすぉｘ ｚすｙぎｘかｘ きぎがぁぎｘおおｘ, えが‐
ぐがぎｘそ かぃ くががぐｚぃぐくぐｚがｚｘぉｘ ぐう‐
きけ きがくけあす う くぐぃきぃかう ぃぃ ぅｘぁぎそぅ‐
かぃかかがくぐう.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎがぁぎｘおおｘ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚけぃぐ ぐうきけ きがくけあす う くぐぃきぃ‐
かう ぃぃ ぅｘぁぎそぅかぃかかがくぐう.

 ｅぃきぎｘｚうぉずかｘそ ぅｘぁぎけぅえｘ きがくけ‐
あす ｚ えがぎぅうかす. Ｔがあｘ かぃ くおがぁぉｘ
きがきｘくぐず かｘ ｚくぜ きがくけあけ う ｚす‐
おすぐず ぃぃ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚくぃ ぅｘぁぎけいぃか‐
かすぃ ｚ えがぎぅうかす きぎぃあおぃぐす けくぐｘ‐
かがｚぉぃかす かｘあぉぃいｘしうお がｙぎｘぅがお
う ｚがあｘ くおがいぃぐ く ぉぃぁえがくぐずぜ きが‐
きｘくぐず かｘ ｚくぃ うこ きがｚぃぎこかがくぐう.

 ｈｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉう かぃ おがぁけぐ
くｚがｙがあかが ｚぎｘしｘぐずくそ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚくぃ ぅｘぁぎけいぃか‐
かすぃ ｚ えがぎぅうかす きぎぃあおぃぐす けくぐｘ‐
かがｚぉぃかす かｘあぉぃいｘしうお がｙぎｘぅがお
う かぃ きぎぃきそぐくぐｚけぜぐ ｚぎｘしぃかうぜ
ぎｘぅｙぎすぅぁうｚｘぐぃぉぃぇ.

 Ｓすぉが ぅｘぁぎけいぃかが かぃあがくぐｘぐがさ‐
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ｚｘ.

ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす
けｙぃあうぐぃくず, さぐが ｙすぉが あがｙｘｚぉぃかが
かけいかがぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.

 Ｔ あがぅｘぐがぎぃ おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ
がぐくけぐくぐｚがｚｘぉが おがぜしぃぃ くぎぃあ‐
くぐｚが.

ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす かぃ
ぅｘｙけあずぐぃ あがｙｘｚうぐず おがぜしぃぃ
くぎぃあくぐｚが ｚ あがぅｘぐがぎ おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.

ｅｘ きがくけあぃ うおぃぃぐくそ うぅ‐
ｚぃくぐえがｚすぇ かｘぉぃぐ.

Ｗおえがくぐず あぉそ くがぉう きけくぐｘ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚ ぃおえがくぐう あぉそ
くがぉう かｘこがあうぐくそ きがくけあがおがぃさかｘそ
くがぉず.

 ｅぃｚぃぎかｘそ かｘくぐぎがぇえｘ けくぐぎがぇ‐
くぐｚｘ あぉそ くおそぁさぃかうそ ｚがあす.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが けくぐｘかがｚぉぃかかすぃ
かｘくぐぎがぇえう くおそぁさうぐぃぉそ あぉそ ｚがあす
くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ けぎがｚかぜ いぃくぐえが‐
くぐう ｚがあす ｚ Ｔｘざぃお ぎぃぁうがかぃ.

 ｂぎすざえｘ ぃおえがくぐう あぉそ くがぉう ぅｘ‐
えぎすぐｘ かぃきぉがぐかが.

Ｙｘぐそかうぐぃ えぎすざえけ.

Ｓぃぉぃくすぃ きがぐぃえう う きそぐ‐
かｘ うぉう くうかぃｚｘぐすぇ かｘ‐
ぉぃぐ かｘ くぐｘえｘかｘこ う ぐｘ‐
ぎぃぉえｘこ.

ｉぉうざえがお ｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが
ｚすあｘｚｘぃおがぁが がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

ｇがかうぅずぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ.
.

 Ｓすぉが あがｙｘｚぉぃかが くぉうざえがお
ｙがぉずざがぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.

ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおおす
けｙぃあうぐぃくず, さぐが ｙすぉが あがｙｘｚぉぃかが
かけいかがぃ えがぉうさぃくぐｚが おがぜしぃぁが
くぎぃあくぐｚｘ.
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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 Ｔがぅおがいかがぃ ぎぃざぃかうぃ
ｇがくぉぃ ｚすくすこｘかうそ えｘ‐
きぃぉず ｚがあす かｘ くぐぃえぉぃ う
きがくけあぃ がくぐｘぜぐくそ きそぐ‐
かｘ.

ｅぃあがくぐｘぐがさかがぃ えがぉうさぃくぐｚが
ｚすあｘｚｘぃおがぁが がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

ｋｚぃぉうさずぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ.

 ｇぎうさうかがぇ おがいぃぐ ｙすぐず えｘさぃ‐
くぐｚが おがぜしぃぁが くぎぃあくぐｚｘ.

Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしぃぃ くぎぃあくぐｚが
あぎけぁがぇ おｘぎえう.

ｇがくけあｘ がくぐｘぃぐくそ
ｚぉｘいかがぇ.

ｇぎがぁぎｘおおｘ かぃ ｚえぉぜさｘぃぐ ｚ くぃ‐
ｙそ せぐｘき くけざえう.

Ｔすｙぃぎうぐぃ きぎがぁぎｘおおけ, ｚえぉぜさｘぜ‐
しけぜ せぐｘき くけざえう.

ｇがくけあｘ おがえぎｘそ う ぐけく‐
えぉｘそ.

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ きけくぐ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚ あがぅｘぐがぎぃ がきが‐
ぉｘくえうｚｘぐぃぉそ うおぃぃぐくそ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉず.

 ｇぎうさうかがぇ おがいぃぐ ｙすぐず えｘさぃ‐
くぐｚが がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉず
あぎけぁがぇ おｘぎえう.

 ｇぎうさうかがぇ おがいぃぐ ｙすぐず えｘさぃ‐
くぐｚが えがおｙうかうぎがｚｘかかがぁが ぐｘｙぉぃ‐
ぐうぎがｚｘかかがぁが おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ えがおｙうかうぎがｚｘか‐
かがぃ ぐｘｙぉぃぐうぎがｚｘかかがぃ おがぜ‐
しぃぃ くぎぃあくぐｚが あぎけぁがぇ おｘぎえう.

• Ｔえぉぜさうぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえう‐
ｚｘぐぃぉそ う うくきがぉずぅけぇぐぃ がきがぉｘ‐
くえうｚｘぐぃぉず があかがｚぎぃおぃかかが く
えがおｙうかうぎがｚｘかかすお ぐｘｙぉぃぐう‐
ぎがｚｘかかすお おがぜしうお くぎぃあ‐
くぐｚがお.

Ｔえぉぜさぃかうぃ あがぅｘぐがぎｘ
がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ があかがｚぎぃおぃかかが く
ｚえぉぜさぃかかがぇ げけかえごうぃぇ ЙсирерЭЮ
1. Ｔえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ かｘいｘぐうぃお かｘ えかがきえけ

їＴえぉ/Ｔすえぉ». ｋあがくぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが きぎうｙがぎ
かｘこがあうぐくそ ｚ ぎぃいうおぃ かｘくぐぎがぇえう (くお. Ｕぉｘｚけ
їｅＲｉｊｈｆａｂＲ Ｚ ＹＲｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄｄｓ»).

2. ｆ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 (4) う (5), きがえｘ かぃ ぅｘおうぁｘぜぐ うかあうえｘ‐
ぐがぎす えかがきがえ (3), (4) う (5).

3. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ (4).
• うかあうえｘぐがぎす えかがきがえ (3) う (5) きがぁｘくかけぐІ

• うかあうえｘぐがぎ えかがきえう (4) きぎがあがぉいうぐ おうぁｘぐずІ
• ｅｘ あうくきぉぃぃ きがそｚうぐくそ ぐぃえけしｘそ かｘくぐぎがぇ‐

えｘ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

Ｔすえぉ

Ｔえぉ

4. ｅｘいおうぐぃ かｘ えかがきえけ (4) あぉそ うぅおぃかぃかうそ けく‐
ぐｘかがｚえう.

5. Ｔすえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ, さぐがｙす きがあぐｚぃぎあうぐず
うぅおぃかぃかうぃ.

6. Ｙｘあｘぇぐぃ あがぅうぎがｚえけ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.
7. Ｙｘきぎｘｚずぐぃ あがぅｘぐがぎ がきがぉｘくえうｚｘぐぃぉそ.

ｊＷｍｅＺｏＷｉｂＺＷ ＶＲｅｅｓＷ
Ｕｘｙｘぎうぐかすぃ ぎｘぅおぃぎす ｐうぎうかｘ / ｚすくがぐｘ / ぁぉけｙうかｘ (おお): 596 / 818 - 898 / 550
ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃ‐
ぐう

ｉお. ぐｘｙぉうさえけ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう.

 ｅｘきぎそいぃかうぃ 220-240 Ｔ
 ｏｘくぐがぐｘ 50 Ｕご
Ｖｘｚぉぃかうぃ ｚ ｚがあがきぎがｚがあ‐
かがぇ くぃぐう

ｄうか. / おｘえく. (ｙｘぎ / ｄｇｘ) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
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Ｔがあがくかｘｙいぃかうぃ 1) ｍがぉがあかｘそ うぉう ぁがぎそさｘそ ｚがあｘ2) おｘえく. 60°C

Ｔおぃくぐうおがくぐず ｂがおきぉぃえぐがｚ きがくけあす 12
ｇがぐぎぃｙぉそぃおｘそ おがしかがくぐず ｇぎう がくぐｘｚぉぃかうう ｚが ｚえぉぜさぃかかがお

くがくぐがそかうう
0.10 Ｔぐ

Ｔ ｚすえぉぜさぃかかがお くがくぐがそかうう 0.10 Ｔぐ
1) ｇぎうくがぃあうかうぐぃ かｘぉうｚかがぇ ざぉｘかぁ 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".
2) Ｗくぉう ぁがぎそさｘそ ｚがあｘ きがあｘぃぐくそ うぅ くうくぐぃおす, うくきがぉずぅけぜしぃぇ ｘぉずぐぃぎかｘぐうｚかすぃ うくぐがさかうえう せかぃぎぁうう

(かｘきぎうおぃぎ, くがぉかぃさかすぃ きｘかぃぉう うぉう ｚぃぐぎがぁぃかぃぎｘぐがぎす), きがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ え ｚがあがきぎがｚがあけ ぁがぎそさぃぇ
ｚがあす, さぐがｙす くかうぅうぐず きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せかぃぎぁうう.
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ｆｍｆｈｆｅＲ ＶｆＴｂＩｃｃｗ
Ｙあｘｚｘぇぐぃ かｘ きがｚぐがぎかけ きぃぎぃぎがｙえけ おｘぐぃぎっｘぉう, きがぅかｘさぃかっ ｚっあきがｚっあかうお くうおｚがぉがお  . Ｔうえうあｘぇぐぃ
けきｘえがｚえけ け ｚっあきがｚっあかっ えがかぐぃぇかぃぎう あぉそ ｚぐがぎうかかがつ くうぎがｚうかう.
Ｖがきがおがいっぐず ぅｘこうくぐうぐう かｘｚえがぉうざかє くぃぎぃあがｚうしぃ ぐｘ ぅあがぎがｚ’そ っかざうこ ぉぜあぃぇ っ ぅｘｙぃぅきぃさうぐう ｚぐがぎうかかけ
きぃぎぃぎがｙえけ ぃぉぃえぐぎうさかうこ っ ぃぉぃえぐぎがかかうこ きぎうぉｘあっｚ. ｅぃ ｚうえうあｘぇぐぃ きぎうぉｘあう, きがぅかｘさぃかっ ｚっあきがｚっあかうお
くうおｚがぉがお  , ぎｘぅがお ぅ っかざうお あがおｘざかっお くおっぐぐそお. ｇがｚぃぎかっぐず きぎがあけえぐ あが ぅｘｚがあけ っぅ ｚぐがぎうかかがつ
きぃぎぃぎがｙえう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ ｘｙが ぅｚぃぎかっぐずくそ あが おっくごぃｚうこ おけかっごうきｘぉずかうこ がぎぁｘかっｚ ｚぉｘあう.

ＴＩＶＴＩＶＲａｊＷ ｅＲｐ ＴＷＳ-ｉＲａｊ Ｖｃｗ ｆＹｅＲａｆｄｃＷｅｅｗ Ｙ:
- ｇぎがあけえごっєぜ
- Ｓぎがざけぎｘおう
- ｇがくっｙかうえｘおう えがぎうくぐけｚｘさｘ
- ｄｘぇくぐぎがお ｚうぎっざぃかかそ きぎがｙぉぃお
- Ｉかげがぎおｘごっєぜ きぎが がｙくぉけぁがｚけｚｘかかそ

ууу.Эбг.Ялй

ｇｆＹｅＲｏＷｅｅｗ
Ｔｘいぉうｚが - 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.

Ｙｘぁｘぉずかｘ っかげがぎおｘごっそ ぐｘ ぎぃえがおぃかあｘごっつ

Ｗえがぉがぁっさかｘ っかげがぎおｘごっそ

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.
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Ｖｃｗ ＴＩＶｄＩｅｅｆＵｆ ｈＷＹｋｃｔｊＲｊｋ
Ｖそえけєおが, しが がｙぎｘぉう ごぃぇ きぎうぉｘあ AБГ. ｄう くぐｚがぎうぉう ぇがぁが あぉそ ｙぃぅあがぁｘかかがつ ぎがｙがぐう きぎがぐそぁがお
ｙｘぁｘぐずがこ ぎがえっｚ, ぅｘ っかかがｚｘごっぇかうおう ぐぃこかがぉがぁっそおう, そえっ あがきがおｘぁｘぜぐず ぎがｙうぐう いうぐぐそ きぎがくぐっざうお - ごっ
ｚぉｘくぐうｚがくぐっ, そえっ おがいかｘ ぇ かぃ ぅかｘぇぐう ｚ ぅｚうさｘぇかうこ きぎうぉｘあｘこ. Ｓけあず ぉｘくえｘ, きぎうあっぉっぐず あぃえっぉずえｘ
こｚうぉうか, ｘｙう きぎがさうぐｘぐう, そえ がぐぎうおｘぐう かｘぇえぎｘしぃ ｚっあ ごずがぁが きぎうぉｘあけ.

ｇｈＺｃＲＶＶｗ Ｉ ＴＺｊｈＲｊｅＩ ｄＲｊＷｈＩＲｃＺ
Ｔ っかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうかっ AБГ ｚう ぅかｘぇあぃぐぃ けくぃ かぃがｙこっあかぃ, あぉそ ぐがぁが, ｘｙう けくっ ｚｘざっ きぎうぉｘあう AБГ
ｚうぁぉそあｘぉう ｙぃぅあがぁｘかかが っ ｚっあおっかかが きぎｘごぜｚｘぉう. ｊｘえがい ぐけぐ きぎぃあくぐｘｚぉぃかうぇ ざうぎがえうぇ ｘくがぎぐうおぃかぐ
きぎうぉｘああそ, ぎがぅぎがｙぉぃかがぁが ぐｘ くぐｚがぎぃかがぁが ぅｘ かｘぇｚうしうおう くぐｘかあｘぎぐｘおう そえがくぐっ, - ｚっあ くきぃごっｘぉずかがぁが
きがくけあけ あが えがざうえっｚ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ, ｚっあ ぐぎうおｘさっｚ あぉそ きぉそざがえ あが おっざえっｚ あぉそ きぎｘかかそ
あぃぉっえｘぐかがつ ｙっぉうぅかう…

Ｔっあｚっあｘぇぐぃ っかぐぃぎかぃぐ-おｘぁｘぅうか かｘ くｘぇぐっ
ууу.Эбг.Ялй/пдлм

ｈｆＳｆｊＲ Ｙ ｂｃＩЄｅｊＲｄＺ ｊＲ ｉＷｈＴＩｉｅＷ ｆＳｉｃｋＵｆＴｋＴＲｅｅｗ
ｈぃえがおぃかあけєぐずくそ ｚうえがぎうくぐがｚけｚｘぐう がぎうぁっかｘぉずかっ ぅｘきｘくかっ あぃぐｘぉっ.

Ｙｚぃぎぐｘぜさうくず あが 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, きぃぎぃえがかｘぇぐぃくず け かｘそｚかがくぐっ
かｘくぐけきかうこ あｘかうこ. ｎそ っかげがぎおｘごっそ ぅかｘこがあうぐずくそ 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.

ｄがあぃぉず

ｅがおぃぎ ｚうぎがｙけ 

ｉぃぎっぇかうぇ かがおぃぎ
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 ＩｅｌｆｈｄＲｎＩｗ Ｙ ｊＷｍｅＩｂＺ ＳＷＹｇＷｂＺ

ｇぃぎざ かっい けくぐｘかがｚうぐう きぎうぉｘあ っ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ
かうお, くぉっあ けｚｘいかが きぎがさうぐｘぐう っかくぐぎけえごっぜ, しが きが‐
くぐｘさｘєぐずくそ ｚ えがおきぉぃえぐっ ぅ きぎうぉｘあがお. Ｔうぎがｙかうえ
かぃ かぃくぃ ｚっあきがｚっあｘぉずかがくぐっ ぅｘ きがざえがあいぃかかそ ｘｙが
ぐぎｘｚおう, しが ｚうかうえぉう さぃぎぃぅ かぃきぎｘｚうぉずかぃ ｚくぐｘ‐
かがｚぉぃかかそ ｘｙが ぃえくきぉけｘぐｘごっぜ. Ｙｘｚいあう ぅｙぃぎっぁｘぇ‐
ぐぃ っかくぐぎけえごっぜ あが きぎうぉｘあけ あぉそ えがぎうくぐけｚｘかかそ ｚ
おｘぇｙけぐかずがおけ.

ＳＷＹｇＷｂＲ ＶＩｊＷａ Ｉ ＴｈＲＹｃＺＴＺｍ
ｆｉＩＳ

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｉくかけє ぎうぅうえ ぅｘあけざぃかかそ, ぐぎｘｚおけｚｘかかそ
ｘｙが ｚぐぎｘぐう きぎｘごぃぅあｘぐかがくぐっ.

• ｅぃ あがぅｚがぉそぇぐぃ えがぎうくぐけｚｘぐうくそ きぎうぉｘあがお
がくがｙｘお, け ぐがおけ さうくぉっ あっぐそお, ぅ がｙおぃいぃかうおう
げっぅうさかうおう ｘｙが ぎがぅけおがｚうおう ぅあっｙかがくぐそおう さう
かぃあがくぐｘぐかっお あがくｚっあがお っ ぅかｘかかそおう. ｇぎう えがぎう‐
くぐけｚｘかかっ 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ぉずかがつ ぅｘ つこ ｙぃぅきぃえけ ぉぜあうかう. ｅぃ
あがぅｚがぉそぇぐぃ あっぐそお ぁぎｘぐうくそ ぅ きぎうぉｘあがお.

• ｇｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう くぉっあ ぐぎうおｘぐう ｚ かぃあが‐
くぐけきかがおけ あぉそ あっぐぃぇ おっくごっ.

• ｋくっ おうぜさっ ぅｘくがｙう くぉっあ ぐぎうおｘぐう ｚ かぃあがくぐけき‐
かがおけ あぉそ あっぐぃぇ おっくごっ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ あっぐぃぇ ぐｘ あがおｘざかっこ ぐｚｘぎうか あが
ｚっあさうかぃかうこ あｚぃぎごそぐ きぎうぉｘあけ.

ｋｉｊＲｅｆＴｂＲ
• Ｙかっおっぐず けくっ きｘえけｚｘぉずかっ おｘぐぃぎっｘぉう.
• ｅぃ ｚくぐｘかがｚぉぜぇぐぃ っ かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ きがざ‐

えがあいぃかうぇ きぎうぉｘあ.
• ｅぃ ｚくぐｘかがｚぉぜぇぐぃ っ かぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ きぎう‐

ぉｘあ け おっくごそこ, あぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がきけくえｘєぐずくそ
かういさぃ 0°C.

• Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ ぅっ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ,
しが きがくぐｘさｘぜぐずくそ ぎｘぅがお っぅ きぎうぉｘあがお.

• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きぎうぉｘあ ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ
きっあ ぐｘ きがぎけさ ぅっ くぐっぇえうおう えがかくぐぎけえごっそおう.

ｇっあえぉぜさぃかかそ あが ｚがあがきぎがｚがあけ
• ｉぐぃいぐぃ ぅｘ ぐうお, しがｙ かぃ きがざえがあうぐう ざぉｘかぁう

ｚがあがきがくぐｘさｘかかそ.
• ｇぃぎざ かっい きっあえぉぜさうぐう きぎうぉｘあ あが かがｚうこ ぐぎけｙ

ｘｙが あが ぐぎけｙ, そえうおう かぃ えがぎうくぐけｚｘぉうくそ ｚきぎが‐
あがｚい あがｚぁがぁが さｘくけ, くぉっあ ぅｘさぃえｘぐう, きがえう きがぐっえ
ｚがあう くぐｘかぃ きぎがぅがぎうお.

• ｇぎう きぃぎざがおけ えがぎうくぐけｚｘかかっ きぎうぉｘあがお くぉっあ
ぅｘきぃｚかうぐうくそ, しが かっあぃ かぃ ｚうぐっえｘє ｚがあｘ.

• ｅｘぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ がくかｘしぃかが ぅｘきがｙっいかうお えぉｘ‐
きｘかがお ぐｘ えｘかｘぉがお っぅ えｘｙぃぉぃお いうｚぉぃかかそ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｔうくがえｘ かｘきぎけぁｘ.

• ｋ ぎｘぅっ きがざえがあいぃかかそ かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ かぃ‐
ぁｘぇかが ｚうぇおっぐず ざぐぃきくぃぉずかけ ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.
Ｖぉそ ぅｘおっかう かｘぉうｚかがぁが ざぉｘかぁｘ くぉっあ ぅｚぃぎかけ‐
ぐうくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

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
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｉくかけє かぃｙぃぅきぃえｘ きがいぃいっ ぇ けぎｘいぃかかそ
くぐぎけおがお.

• ｇぎうぉｘあ おｘє ｙけぐう ぅｘぅぃおぉぃかうぇ.
• ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが きｘぎｘおぃぐぎう ぃかぃぎぁがくきが‐

いうｚｘかかそ かｘ ぐｘｙぉうさごっ ぅ ぐぃこかっさかがぜ っかげがぎおｘ‐
ごっєぜ ｚっあきがｚっあｘぜぐず きｘぎｘおぃぐぎｘお ぃぉぃえぐぎがおぃ‐
ぎぃいっ. ｋ ｚうきｘあえけ かぃｚっあきがｚっあかがくぐっ くぉっあ ぅｚぃぎかけ‐
ぐうくそ あが ぃぉぃえぐぎうえｘ.

• Ｙｘｚいあう えがぎうくぐけぇぐぃくそ きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃ‐
かがぜ きぎがぐうけあｘぎかがぜ ぎがぅぃぐえがぜ.

• ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぎがぅぁｘぉけいけｚｘさっ, きぃぎぃこっあ‐
かうえう ぇ きがあがｚいけｚｘさっ.

• ｇっあ さｘく ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ きぎうぉｘあけ きうぉずかけぇぐぃ,
しがｙ かぃ きがざえがあうぐう えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ っ ざぐぃき‐
くぃぉず. Ｖぉそ ぅｘおっかう きがざえがあいぃかがぁが えｘｙぃぉぜ
くぉっあ ぅｚぃぎかけぐうくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

• Ｔおうえｘぇぐぃ ざぐぃきくぃぉず け ぎがぅぃぐえけ ぉうざぃ きっくぉそ
ぅｘｚぃぎざぃかかそ けくぐｘかがｚえう. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくず, しが
きっくぉそ けくぐｘかがｚえう є ｚっぉずかうぇ あがくぐけき あが ぎがぅぃぐえう
ぃぉぃえぐぎがいうｚぉぃかかそ.

• ｅぃ ぐそぁかっぐず ぅｘ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ きぎう ｚっあえぉぜ‐
さぃかかっ きぎうぉｘあけ ｚっあ おぃぎぃいっ. Ｔうおえかぃかかそ ぅ ぎが‐
ぅぃぐえう ぅｘｚいあう ぅあっぇくかぜぇぐぃ, ｚうぐそぁｘぜさう ぅｘ
ざぐぃきくぃぉずかけ ｚうぉえけ.
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ＴＺｂｆｈＺｉｊＲｅｅｗ
• ｎぃぇ きぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかうぇ あぉそ ｚうえがぎうくぐｘかかそ

け きがｙけぐがｚうこ ぐｘ ｘかｘぉがぁっさかうこ くげぃぎｘこ ぅｘくぐがくけ‐
ｚｘかかそ, かｘきぎうえぉｘあ:
– かｘ えけこかそこ おｘぁｘぅうかっｚ, がげっくっｚ ぐｘ っかざうこ ぎが‐

ｙがさうこ けくぐｘかがｚІ
– かｘ げぃぎおｘこІ
– えぉっєかぐｘおう ぁがぐぃぉっｚ, おがぐぃぉっｚ ぐｘ っかざうこ いうぐ‐

ぉがｚうこ きぎうおっしぃかずІ
– ｚ けくぐｘかがｚｘこ, しが きぎがきがかけぜぐず かｘきっｚきｘか‐

くっがか.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｉくかけє ぎうぅうえ きがぎｘかうぐうくそ.

• ｅぃ ぅおっかぜぇぐぃ ぐぃこかっさかっ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえう きぎうぉｘ‐
あけ.

• ｅがいっ ぐｘ っかざっ ぁがくぐぎっ きぎうｙがぎう きがぐぎっｙかが えぉｘくぐう
あが えがざうえｘ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ ぁがくぐぎうお
えっかごぃお あがかうぅけ ｘｙが ぁがぎうぅがかぐｘぉずかが.

• ｅぃ ぅｘぉうざｘぇぐぃ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ ｚっあさうかぃ‐
かうおう ｙぃぅ かｘぁぉそあけ, しがｙ ぅｘきがｙっぁぐう けざえがあいぃか‐
かそお.

• ｅぃ くっあｘぇぐぃ っ かぃ くぐｘｚｘぇぐぃ かｘ ｚっあえぎうぐっ あｚぃぎごそ‐
ぐｘ.

• ｄうぜさっ ぅｘくがｙう あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう є
かぃｙぃぅきぃさかうおう. Ｖがぐぎうおけぇぐぃくそ っかくぐぎけえごっぇ ぅ
ｙぃぅきぃえう, しが ぅｘぅかｘさぃかっ かｘ けきｘえがｚごっ おうぜさがぁが
ぅｘくがｙけ.

• ｅぃ きうぇぐぃ ｚがあけ ぅ きぎうぉｘあけ, ｘ ぐｘえがい かぃ ぁぎｘぇ‐
ぐぃくそ ごっєぜ ｚがあがぜ.

• ｅぃ ｚうぇおｘぇぐぃ きがくけあ ぅ きぎうぉｘあけ あが ぅｘｚぃぎざぃか‐
かそ きぎがぁぎｘおう. ｅｘ きがくけあっ おがいぃ ぅｘぉうざｘぐうくそ
おうぜさうぇ ぅｘくっｙ.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｉくかけє かぃｙぃぅきぃえｘ けぎｘいぃかかそ くぐぎけおがお,
ｚがぁかぃお, ｘ ぐｘえがい がぐぎうおｘかかそ がきっえっｚ.

• ｅぃ えぉｘあっぐず ぅｘぇおうくぐっ ぎぃさがｚうかう さう きぎぃあおぃぐう,
ぅおがさぃかっ ｚ ぅｘぇおうくぐうこ ぎぃさがｚうかｘこ, けくぃぎぃあうかけ
きぎうぉｘあけ, きがぎそあ ぅ かうお ｘｙが かｘ かずがぁが.

• ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ｚがあけ ぅ きけぉずｚぃぎうぅｘぐがぎｘ
ｘｙが きｘぎけ あぉそ さうしぃかかそ きぎうぉｘあけ.

• ｇぎうぉｘあ おがいぃ ｚうきけくぐうぐう ぁｘぎそさけ きｘぎけ, そえしが
ｚっあさうかうぐう あｚぃぎごそぐｘ きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ きぎが‐
ぁぎｘおう.

ｋｊＺｃＩＹＲｎＩｗ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｉくかけє かぃｙぃぅきぃえｘ きがぎｘかぃかかそ ｘｙが ぅｘあけ‐
ざぃかかそ.

• Ｔっあえぉぜさっぐず きぎうぉｘあ ｚっあ ぃぉぃえぐぎうさかがつ おぃぎぃいっ.

• Ｔっあぎっいぐぃ えｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ っ ｚうえうかずぐぃ ぇがぁが.
• Ｙかっおっぐず あｚぃぎかうぇ ぅｘおがえ, しがｙ けかうえかけぐう ぅｘきう‐

ぎｘかかそ あっぐぃぇ っ あがおｘざかっこ ぐｚｘぎうか け きぎうぉｘあっ.

ｎぃぇ きぎがあけえぐ きが ぅおっくぐけ かぃｙぃぅきぃさかうこ ぎぃさがｚうか
ｚっあきがｚっあｘє ｚうおがぁｘお ｊぃこかっさかがぁが ぎぃぁぉｘおぃかぐけ
がｙおぃいぃかかそ ｚうえがぎうくぐｘかかそ あぃそえうこ かぃｙぃぅきぃさかうこ
ぎぃさがｚうか ｚ ぃぉぃえぐぎうさかがおけ ぐｘ ぃぉぃえぐぎがかかがおけ
がｙぉｘあかｘかかっ (きがくぐｘかがｚｘ ｂｘｙっかぃぐｘ ｄっかっくぐぎっｚ
ｋえぎｘつかう №1057 ｚっあ 3 ぁぎけあかそ 2008ぎ.)
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ｆｇＺｉ ＴＺｈｆＳｋ
1 2 3

45810 67

12

9 11

1 Ｔぃぎこかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ
2 ｉぃぎぃあかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ
3 ｅういかっぇ ぎがぅきうぉぜｚｘさ
4 ｌっぉずぐぎう
5 ｊｘｙぉうさえｘ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうおう
6 ｂがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ
7 ｇぃぎぃおうえｘさ ぎっｚかそ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう
8 Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ
9 Ｖがぅｘぐがぎ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ
10 ｂがざうえ あぉそ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ
11 ｅういかっぇ えがざうえ
12 Ｔぃぎこかっぇ えがざうえ

ｉＴＩｊｆＴＺａ ｇｈｆｄＩｅｔ
• ｂがぉう きぎがぁぎｘおｘ ｚうえがかけєぐずくそ, かｘ きっあぉがぅっ きっあ

あｚぃぎごそぐｘおう きぎうぉｘあけ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ くｚっぐが‐
ｚうぇ きぎがおっかず さぃぎｚがかがぁが えがぉずがぎけ. ｇっくぉそ ぅｘ‐
ｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう ごぃぇ きぎがおっかず ぅおっかぜє えが‐
ぉっぎ ぅ さぃぎｚがかがぁが かｘ ぅぃぉぃかうぇ.

• ｋ ぎｘぅっ かぃきがぉｘあえう きぎうぉｘあけ さぃぎｚがかぃ くｚっぐぉが
きがさうかｘє ｙぉうおｘぐう.
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ｇＲｅＷｃｔ ｂＷｈｋＴＲｅｅｗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ｂかがきえｘ けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ
2 Ｖうくきぉぃぇ
3 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
4 ｂかがきえｘ きぎがぁぎｘお (ｚかうぅ)
5 ｂかがきえｘ きぎがぁぎｘお (ｚぁがぎけ)

6 ｂかがきえｘ БфроЭДхгебкб
7 ｂかがきえｘ ЙсирерЭЮ
8 ｂかがきえｘ ОБПБР
9 Ｉかあうえｘぐがぎう

Ｉかあうえｘぐがぎう ｆきうく
Ｉかあうえｘぐがぎ くがぉっ. ｂがぉう ｚうえがかけєぐずくそ きぎがぁぎｘおｘ, っかあうえｘぐがぎ かぃ くｚっぐうぐずくそ.

Ｉかあうえｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ. ｂがぉう ｚうえがかけєぐずくそ きぎがぁぎｘおｘ, っかあうえｘぐがぎ かぃ くｚっ‐
ぐうぐずくそ.
Ｉかあうえｘぐがぎ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう.
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ｇｈｆＵｈＲｄＺ
ｇぎがぁぎｘおｘ ｉぐけきっかず ぅｘｙぎけあかぃかかそ

ｊうき ぅｘｚｘかぐｘいぃかかそ
ｌｘぅう
きぎがぁぎｘおう

ｌけかえごっつ

1

 1)

ｋくっ
ｇがくけあ, くぐがぉがｚっ きぎう‐
ｙがぎう, えｘくぐぎけぉっ ぐｘ くえが‐
ｚがぎがあう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
ｚっあ 45 °C あが 70 °C
ｆきがぉっくえけｚｘかかそ
ｉけざっかかそ

БфроЭДхгебкб

2

 2)

ｉうぉずかぃ ぅｘｙぎけあかぃかかそ
ｇがくけあ, くぐがぉがｚっ きぎう‐
ｙがぎう, えｘくぐぎけぉっ ぐｘ くえが‐
ｚがぎがあう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
70°C
ｆきがぉっくえけｚｘかかそ
ｉけざっかかそ

 

3

 3)

ｉ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
ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ きぎう‐
ｙがぎう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
50°C
ｆきがぉっくえけｚｘかかそ
ｉけざっかかそ

 

4

 4)

ｉｚっいぃ ぅｘｙぎけあかぃかかそ
ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ きぎう‐
ｙがぎう

ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
60°C
ｇがぉがくえｘかかそ

БфроЭДхгебкб

5

 5)

ｉ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
ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ きぎう‐
ｙがぎう

ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ
ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
50°C
ｆきがぉっくえけｚｘかかそ
ｉけざっかかそ

БфроЭДхгебкб

6 ｅぃぅかｘさかぃ ぅｘｙぎけあかぃか‐
かそ
ｇがくけあ っ くぐがぉがｚっ きぎう‐
ｙがぎう

ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
55°C
ｆきがぉっくえけｚｘかかそ

БфроЭДхгебкб

7 ｉぃぎぃあかє ｘｙが かぃぅかｘさ‐
かぃ ぅｘｙぎけあかぃかかそ
ｊがかえうぇ げｘそかくがｚうぇ
ｘｙが きがぎごぃぉそかがｚうぇ
きがくけあ, くえぉそかうぇ きがくけあ

ｄうぐぐそ きぎう ぐぃおきぃぎｘぐけぎっ
45°C
ｆきがぉっくえけｚｘかかそ
ｉけざっかかそ

 

8

 6)

ｋくっ ｇがきぃぎぃあかє おうぐぐそ  

1) ｇぎうぉｘあ ｘｚぐがおｘぐうさかが ｚうぅかｘさｘє くぐけきっかず ぅｘｙぎけあかぃかかそ ぐｘ えっぉずえっくぐず きがくけあけ ｚ えがざうえｘこ. Ｔっか ｘｚぐがおｘぐうさかが
ぎぃぁけぉぜє ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ ぇ がｙ’єお ｚがあう, ぎっｚぃかず くきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ っ ぐぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう.

2) ｎそ きぎがぁぎｘおｘ ｚえぉぜさｘє げけかえごっぜ БфроЭДхгебкб.
3) ｎぃ かｘぇぐうこっざｘ きぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ. ｅｘくがく きぎｘごぜє かｘ あけいぃ かうぅずえっぇ ざｚうあえがくぐっ, しが ぅおぃかざけє ぎっｚぃかず ざけおけ.

Ｔかｘくぉっあがえ かうぅずえがつ ざｚうあえがくぐっ さｘく ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう ぅｙっぉずざけєぐずくそ.
4) ｎそ きぎがぁぎｘおｘ あがきがおがいぃ ｚうおうぐう きがくけあ ぅっ くｚっいうお ぅｘｙぎけあかぃかかそお. Ｔがかｘ ぅｘｙぃぅきぃさけє あがｙぎっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう

おうぐぐそ ぅｘ えがぎがぐえうぇ さｘく.
5) ｎぃ くぐｘかあｘぎぐかｘ きぎがぁぎｘおｘ あぉそ あがくぉっあかうごずえうこ けくぐｘかがｚ. ｎそ きぎがぁぎｘおｘ ぅｘｙぃぅきぃさけє かｘぇぃげぃえぐうｚかっざぃ

くきがいうｚｘかかそ ｚがあう ぇ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ きぎう おうぐぐっ きがくけあけ っ くぐがぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ 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.
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6) ｎそ きぎがぁぎｘおｘ ｚうえがぎうくぐがｚけєぐずくそ あぉそ ざｚうあえがぁが がきがぉっくえけｚｘかかそ きがくけあけ. ｋ ぐｘえうぇ くきがくっｙ おがいかｘ けかうえかけぐう
きぎうぉうきｘかかそ ぅｘぉうざえっｚ ついっ あが きがくけあけ ぐｘ きがそｚう かぃきぎうєおかがぁが ぅｘきｘこけ ぅ きぎうぉｘあけ.
ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ あぉそ ごっєつ きぎがぁぎｘおう.

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 1) ｊぎうｚｘぉっくぐず
(こｚ.)

Ｗかぃぎぁっそ
(えＴぐ-ぁがあ)

Ｔがあｘ
(ぉ)

1 40 - 150 0.6 - 1.4 7 - 14

2 140 - 160 1.4 - 1.6 13 - 14

3 200 - 220 1.1 - 1.2 9 - 11

4 30 0.8 9

5 160 - 180 0.8 - 0.9 9 - 10

6 50 - 60 1.0 - 1.1 10 - 11

7 70 - 80 0.8 - 0.9 11 - 12

8 14 0.1 4

1) ｇがえｘぅかうえう くきがいうｚｘかかそ っ ぐぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう ぅｘぉぃいｘぐず ｚっあ ぐうくえけ ぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎう ｚがあう, えがぉうｚｘかかそ
かｘきぎけぁう ｚ ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ, ｚうｙぎｘかうこ げけかえごっぇ ぐｘ えっぉずえがくぐっ きがくけあけ.

Ｉかげがぎおｘごっそ あぉそ あがくぉっあかうごずえうこ けくぐｘかがｚ
Ｖぉそ がぐぎうおｘかかそ かぃがｙこっあかがつ っかげがぎおｘごっつ しがあが ぐぃくぐがｚうこ きぎがごぃあけぎ ぅｚぃぎかっぐずくそ ぅｘ ｘあぎぃくがぜ ぃぉぃえ‐
ぐぎがかかがつ きがざぐう:
еквл.рбпр@аепдуЭпдбо-моласЯрелк.Ялй
Ｔえｘいっぐず かがおぃぎ ｚうぎがｙけ (МКC), ぅｘぅかｘさぃかうぇ かｘ ぐｘｙぉっさごっ.
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ｌｋｅｂｎＩＪ
ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ, くぉっあ
けｚっおえかけぐう さう ｚうおえかけぐう げけかえごっつ. ｅぃ
おがいかｘ ｚおうえｘぐう さう ｚうおうえｘぐう げけかえごっつ
きっあ さｘく ｚうえがかｘかかそ きぎがぁぎｘおう.

ｗえしが ｚうｙぎｘかが があかけ ｘｙが えっぉずえｘ がきごっぇ,
きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ｚっあきがｚっあかっ っかあうえｘ‐
ぐがぎう ぁがぎそぐず, きぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘ‐
おう.

БФРОAДХГЕБКБ
ｋ ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ ごっєつ がきごっつ きがえぎｘしけぜぐずくそ
ぁっぁっєかっさかっ ぎぃぅけぉずぐｘぐう おうぐぐそ. ｇっあ さｘく げｘぅう きがぉが‐
くえｘかかそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚきぎがあがｚい 10-14 こｚうぉうか
くぐｘかがｚうぐず 70°C.
ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ БфроЭДхгебкб:
• ｗえしが がきごっそ あがくぐけきかｘ あぉそ きぎがぁぎｘおう, ぅｘぁが‐

ぎｘєぐずくそ ｚっあきがｚっあかうぇ っかあうえｘぐがぎ.
• ｗえしが がきごっそ かぃあがくぐけきかｘ あぉそ きぎがぁぎｘおう, ｚっあ‐

きがｚっあかうぇ っかあうえｘぐがぎ ｙぉうおｘє えっぉずえｘ くぃえけかあ, ｘ
きがぐっお ぅぁｘくｘє.

ЙСИРЕРAB
Ｔおうえｘぇぐぃ ごぜ がきごっぜ ぐっぉずえう け ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ
えがおｙっかがｚｘかがぁが ぐｘｙぉぃぐがｚｘかがぁが おうぜさがぁが ぅｘくが‐
ｙけ.
ｎそ がきごっそ きぎうきうかそє かｘあこがあいぃかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ
ぐｘ くがぉっ. Ｔっあきがｚっあかっ っかあうえｘぐがぎう ｚうおうえｘぜぐずくそ.
ｊぎうｚｘぉっくぐず きぎがぁぎｘおう おがいぃ ぅｙっぉずざうぐうくそ.
• ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ЙсирерЭЮ, ぅｘぁがぎそєぐずくそ ｚっあ‐

きがｚっあかうぇ っかあうえｘぐがぎ.
• ｆきごっそ かぃ ｚうおうえｘєぐずくそ, あがえう ｚう かぃ あぃｘえぐう‐

ｚけєぐぃ つつ. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ЙсирерЭЮ しぃ ぎｘぅ,
ｚっあきがｚっあかうぇ っかあうえｘぐがぎ ぅぁｘくｘє.

ｗえしが ｚう ｚうぎっざうぉう ｚっあおがｚうぐうくそ ｚっあ
えがおｙっかがｚｘかがぁが ぐｘｙぉぃぐがｚｘかがぁが おうぜさがぁが
ぅｘくがｙけ, ぐが きぃぎぃあ きがさｘぐえがお ｚうえがぎうくぐｘかかそ
がえぎぃおがぁが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ, がきがぉっくえけｚｘさｘ っ くがぉっ
あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう くぉっあ ｚうえがかｘぐう ぐｘえっ
あっつ.
1. Ｖぃｘえぐうｚっぅけぇぐぃ がきごっぜ ЙсирерЭЮ.
2. Ｔくぐｘかがｚっぐず かｘぉｘざぐけｚｘかかそ きがお’そえざけｚｘさｘ

ｚがあう かｘ かｘぇｚうしうぇ ぎっｚぃかず.
3. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ぅｘきがｚかぃかうぇ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ

くがぉっ ぐｘ あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
4. Ｙｘきけくぐっぐず かｘぇえがぎがぐざけ きぎがぁぎｘおけ ぅ げｘぅがぜ

きがぉがくえｘかかそ ｙぃぅ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ぐｘ ｙぃぅ
きがくけあけ.

5. ｉえがぎうぁけぇぐぃ ぎっｚぃかず きがお’そえざけｚｘさｘ ｚがあう ｚっあ‐
きがｚっあかが あが いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃ‐
ｚがくぐっ.

6. Ｔっあぎぃぁけぉぜぇぐぃ あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

ＹＴｋｂｆＴＩ ｉＺＵｅＲｃＺ
Ｙｚけえがｚっ くうぁかｘぉう ぉけかｘぜぐず け ぐｘえうこ ｚうきｘあえｘこ.
• Ｙｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう.
• ｈっｚぃかず きがお’そえざぃかかそ ｚがあう かｘぉｘざぐがｚけєぐずくそ

ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぃぉぃえぐぎがかっえう.
• ｅぃくきぎｘｚかっくぐず け きぎうぉｘあっ.

Ｙｘｚがあくずえｘ かｘくぐぎがぇえｘ: けｚっおえか. Ｙｚけえがｚっ
くうぁかｘぉう おがいかｘ ｚうおえかけぐう.

Ｔうおえかぃかかそ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ
1. Ｖぉそ けｚっおえかぃかかそ きぎうぉｘあけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ

けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘか‐
かそ. Ｖうｚ. ぎがぅあっぉ їＴｉｊＲｅｆＴｃＷｅｅｗ Ｉ ＹＲ‐
ｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄＺ».

2. ｅｘぐうくかっぐず ぐｘ けぐぎうおけぇぐぃ があかがさｘくかが えかがきえう
(4) ぐｘ (5), あがえう かぃ きがさかけぐず ｙぉうおｘぐう っかあうえｘ‐
ぐがぎう えかがきがえ (3), (4) っ (5).

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ (5).
• Ｉかあうえｘぐがぎう えかがきがえ (3) っ (4) ぅぁｘくｘぜぐず.
• Ｉかあうえｘぐがぎ えかがきえう (5) きぎがあがｚいけє ｙぉうおｘ‐

ぐう.
• ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘぜぐずくそ かｘぉｘざぐけ‐

ｚｘかかそ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ.

ｋｚっおえ.

Ｔうおえ.

4. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, かｘぐうくかっぐず
えかがきえけ (5).

5. ｑがｙ きっあぐｚぃぎあうぐう, ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ.
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ｇＷｈＷＶ ｇＷｈｐＺｄ ｂｆｈＺｉｊｋＴＲｅｅｗｄ
1. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ ぎっｚぃかず きがお’そえ‐

ざぃかかそ ｚがあう ｚっあきがｚっあｘє いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け
ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ. Ｙｘ きがぐぎぃｙう ｚっあぎぃぁけぉぜぇ‐
ぐぃ きがお’そえざけｚｘさ ｚがあう. ｑがｙ あっぅかｘぐうくそ きぎが
くぐけきっかず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう け ｚｘざがおけ ぎｘぇがかっ,
ぅｚぃぎかっぐずくそ ｚ おっくごぃｚっ がぎぁｘかう ｚがあがきがくぐｘさｘか‐
かそ.

2. ｇがえぉｘあっぐず くっぉず け えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ.
3. Ｙｘぉうぇぐぃ がきがぉっくえけｚｘさ け あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘ‐

さｘ.
4. Ｔっあえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.
5. ｋ きぎうぉｘあっ おがいけぐず ぅｘぉうざｘぐうくそ ぎぃざぐえう ｚっあ

きぎがごぃくけ おうぐぐそ. Ｙｘきけくぐっぐず きぎがぁぎｘおけ, しがｙ つこ
ｚうあｘぉうぐう. ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ っ
かぃ ぅｘｚｘかぐｘいけぇぐぃ えがざうえう.

ｗえしが ｚう ぅｘくぐがくがｚけєぐぃ えがおｙっかがｚｘかっ ぐｘ‐
ｙぉぃぐがｚｘかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう, きがぐぎっｙかが
けｚっおえかけぐう げけかえごっぜ "йсирерЭЮ". ｎっ ぐｘ‐
ｙぉぃぐがｚｘかっ ぅｘくがｙう おっくぐそぐず おうぜさうぇ ぅｘ‐
くっｙ, がきがぉっくえけｚｘさ ぐｘ っかざっ あがあｘぐえがｚっ
ｘぁぃかぐう. ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ごっ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかっ
ぅｘくがｙう ｚっあきがｚっあｘぜぐず いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう
け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ. ｇぎがさうぐｘぇぐぃ っか‐
くぐぎけえごっつ かｘ けきｘえがｚごっ きぎがあけえぐけ.

ｅＲｃＲｐｊｋＴＲｅｅｗ ｇｈＺｉｊｈｆｖ
Ｖｃｗ ｇｆｄ'ｗｂｐＷｅｅｗ ＴｆＶＺ
ｋ いがぎくぐえっぇ ｚがあっ おっくぐうぐずくそ ｚぃぉうえｘ えっぉずえっくぐず おっ‐
かぃぎｘぉっｚ, しが おがいけぐず ぅｘざえがあうぐう きぎうぉｘあけ っ くきぎう‐
さうかうぐう かぃぁｘぐうｚかうぇ ぎぃぅけぉずぐｘぐ おうぐぐそ. ｇがお'そえ‐
ざけｚｘさ ｚがあう かぃぇぐぎｘぉっぅけє ごっ おっかぃぎｘぉう.
ｉっぉず あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう きっあぐぎうおけє
きがお'そえざけｚｘさ ｚがあう ｚ さうくぐがぐっ っ あがｙぎがおけ くぐｘかっ.
ｆぅかｘぇがおぐぃくそ ぅ ぐｘｙぉうごぃぜ, しがｙ かｘぉｘざぐけｚｘぐう
ｚっあきがｚっあかうぇ ぎっｚぃかず きがお'そえざけｚｘさｘ ｚがあう. Ｙｘｚあそ‐
えう ごずがおけ きがお'そえざけｚｘさ ｚがあう ぅｘくぐがくがｚけє ｚっあきが‐
ｚっあかけ えっぉずえっくぐず くがぉっ あぉそ きがくけあがおうぇかがつ おｘざうかう
ぐｘ ｚがあう.

Ｔう きがｚうかかっ かｘぉｘざぐけｚｘぐう きがお’そえざけｚｘさ
ｚがあう ｚぎけさかけ ｘｙが ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぃぉぃえ‐
ぐぎがかっえう.

Ｘがぎくぐえっくぐず ｚがあう ｇがお'そえざけｚｘさ ｚがあう
かｘぉｘざぐけｚｘかかそ

ｅっおぃごずえｘ
ぁぎｘあけくう

(°аД)

ｌぎｘかごけぅずえｘ
ぁぎｘあけくう

(°вД)

おおがぉず/ぉ ｂぉｘぎえ
ぁぎｘあけくう

Ｔぎけさかけ Ｗぉぃえ‐
ぐぎがかっえｘ

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 21) 8

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 21) 7

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 21) 6

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 21) 51)

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

Ї 4 Ї 7 Ї 0,7 Ї 5 12) 12)

1) Ｙｘｚがあくずえｘ かｘくぐぎがぇえｘ.
2) ｅぃ ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ くっぉず かｘ ごずがおけ ぎっｚかっ.
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ｈけさかぃ ぎぃぁけぉぜｚｘかかそ
ｇがｚぃぎかっぐず きぃぎぃおうえｘさ ぎっｚかそ いがぎくぐえがくぐっ ｚがあう ｚ
きがぉがいぃかかそ 1 ｘｙが 2.

ｅｘぉｘざぐけｚｘかかそ ぅｘ あがきがおがぁがぜ
ぃぉぃえぐぎがかっえう
1. Ｖぉそ けｚっおえかぃかかそ きぎうぉｘあけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ

けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
(あうｚ. ぎがぅあっぉ їｅＲｃＲｐｊｋＴＲｅｅｗ ｊＲ ＹＲ‐
ｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄＺ»).

2. ｅｘぐうくかっぐず ぐｘ けぐぎうおけぇぐぃ があかがさｘくかが えかがきえう
(4) ぐｘ (5), あがえう かぃ きがさかけぐず ｙぉうおｘぐう っかあうえｘ‐
ぐがぎう えかがきがえ (3), (4) っ (5).

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ (3).
• Ｉかあうえｘぐがぎう えかがきがえ (4) っ (5) ぅぁｘくｘぜぐず.

• Ｉかあうえｘぐがぎ えかがきえう (3) きぎがあがｚいけє ｙぉうおｘ‐
ぐう.

• ｃけかｘぜぐず ぅｚけえがｚっ くうぁかｘぉう. ｇぎうえぉｘあ:
き’そぐず きぃぎぃぎうｚさｘくぐうこ ぅｚけえがｚうこ くうぁかｘぉっｚ
= ぎっｚぃかず 5.

• ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かｘぉｘざぐけ‐
ｚｘかかそ きがお’そえざけｚｘさｘ ｚがあう. ｇぎうえぉｘあ:

 = ぎっｚぃかず 5.
4. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, かｘぐうくかっぐず

えかがきえけ (3) しぃ ぎｘぅ.
5. ｑがｙ きっあぐｚぃぎあうぐう, ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ.

ＶｆＶＲＴＲｅｅｗ ｉｆｃＩ Ｔ ｂｆｅｊＷａｅＷｈ Ｖｃｗ ｉｆｃＩ
ｆｙぃぎぃいかが!
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぐっぉずえう くっぉず あぉそ きがくけあが‐
おうぇかがつ おｘざうかう. Ｉかざっ ぅｘくがｙう おがいけぐず
きがざえがあうぐう きぎうぉｘあ.
Ｔがあｘ っ くっぉず おがいけぐず きぃぎぃぉうぐうくそ ぅ えがか‐
ぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くがぉっ きっあ さｘく かｘきがｚかぃかかそ.
Ｉくかけє ぎうぅうえ えがぎがぅっつ. ｑがｙ ぅｘきがｙっぁぐう
ごずがおけ, くぉっあ ぅｘきけくえｘぐう きぎがぁぎｘおけ があぎｘ‐
ぅけ きっくぉそ かｘきがｚかぃかかそ えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ
くがぉっ.

1. ｇがｚぃぎかっぐず えぎうざぃさえけ きぎがぐう ぁがあうかかうえがｚがつ
くぐぎっぉえう っ ｚっあえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ.

2. ｅｘぉうぇぐぃ 1 ぉっぐぎ ｚがあう ｚ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ
(ぉうざぃ きぃぎざうぇ ぎｘぅ).

3. Ｙｘきがｚかっぐず えがかぐぃぇかぃぎ くっぉぉぜ あぉそ きがくけあが‐
おうぇかがつ おｘざうかう.

4. ｇぎうｙぃぎっぐず くっぉず ぅ きがｚぃぎこかっ ｙっぉそ がぐｚがぎけ えがか‐
ぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くがぉっ.

5. Ｙｘえぎうぇぐぃ えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ, きがｚぃぎかけｚ‐
ざう えぎうざぃさえけ 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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ＹＲｇｆＴｅＷｅｅｗ ＶｆＹＲｊｆｈＲ ｆｇｆｃＩｉｂｋＴＲｏＲ

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

ｆｙぃぎぃいかが!
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぉうざぃ がきがぉっくえけｚｘさっ あぉそ
きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか Ｉかざっ ぅｘくがｙう おが‐
いけぐず きがざえがあうぐう きぎうぉｘあ.

ｇっあ さｘく がくぐｘかかずがつ げｘぅう きがぉがくえｘかかそ
がきがぉっくえけｚｘさ あがきがおｘぁｘє ｚうくけざうぐう きがく‐
けあ, かぃ ぅｘぉうざｘぜさう ぎがぅｚがあっｚ っ きぉそお.

1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ (А), しがｙ ｚっあえぎうぐう えぎうざ‐
えけ (C).

2. ｅｘきがｚかっぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ (A), かぃ
きぃぎぃｚうしけぜさう きがぅかｘさえう 'йЭф'.

3. ｗえしが がきがぉっくえけｚｘさ ぎがぅぉうｚくそ, ｚうぐぎっぐず ぇがぁが
ぁｘかさっぎえがぜ, しが あがｙぎぃ ｚｙうぎｘє ぎっあうかけ. ｎぃ
あがぅｚがぉうぐず けかうえかけぐう けぐｚがぎぃかかそ かｘあおっぎかがつ
きっかう.

4. Ｙｘえぎうぇぐぃ えぎうざえけ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ け きぎｘ‐
ｚうぉずかがおけ ｙぉがえけｚｘかかっ えかがきえう.

Ｔう おがいぃぐぃ きがｚぃぎかけぐう ぎぃぁけぉそぐがぎ あがぅけ‐
ｚｘかかそ (B) け きがぉがいぃかかそ おっい 1 (かｘぇかうい‐
さｘ えっぉずえっくぐず) っ きがぉがいぃかかそお 4 (かｘぇｚうしｘ
えっぉずえっくぐず).
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ｑｆＶＷｅｅＷ ｂｆｈＺｉｊｋＴＲｅｅｗ
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.
2. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ,

しがｙ けｚっおえかけぐう きぎうぉｘあ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘか‐
かそ. Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが ぎがぅあっぉけ їＴｉｊＲｅｆＴｃＷｅ‐
ｅｗ Ｉ ＹＲｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄＺ».
• ｗえしが っかあうえｘぐがぎ くがぉっ けｚっおえかぃかが, かｘくうきぐぃ

くっぉず け えがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ.
• ｗえしが っかあうえｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ けｚっおえかぃかが,

かｘきがｚかっぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
3. Ｙｘｚｘかぐｘいぐぃ きがくけあ け えがざうえう.
4. Ｖがあｘぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ.
5. ｋくぐｘかがｚっぐず っ ぅｘきけくぐっぐず ｚっあきがｚっあかけ きぎがぁぎｘおけ

おうぐぐそ, しが ｚっあきがｚっあｘє ぐうきけ きがくけあけ っ くぐけきぃ‐
かぜ ぇがぁが ぅｘｙぎけあかぃかかそ.

ＹＲＴＲｅｊＲＸＷｅｅｗ ｇｆｉｋＶｋ Ｔ
ｂｆｐＺｂＺ

ｆぅかｘぇがおぐぃくそ っぅ きぎうえぉｘあｘおう ぅｘｚｘかぐｘ‐
いぃかかそ きがくけあけ ｚ えがざうえう, しが ぅｘぅかｘさぃかっ
ｚ っかげがぎおｘごっぇかがおけ ぉうくぐっ ぅ えがおきぉぃえぐけ.

• ｇぎうぉｘあ きぎうぅかｘさぃかが あぉそ おうぐぐそ ぉうざぃ きがく‐
けあけ, しが きっあこがあうぐず あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘ‐
ざうか.

• Ｙｘｙがぎがかそєぐずくそ おうぐう ｚ きがくけあがおうぇかっぇ おｘざう‐
かっ ｚうぎがｙう ぅ あぃぎぃｚｘ, ぎがぁけ, ｘぉぜおっかっぜ, がぉがｚｘ ぇ
おっあっ.

• Ｙｘｙがぎがかそєぐずくそ えぉｘくぐう け きぎうぉｘあ ぎぃさっ, しが
ｚｙうぎｘぜぐず ｚがぉがぁけ (ぁけｙえう, ぁｘかさっぎえう).

• Ｔうあｘぉっぐず っぅ きがくけあけ ぎぃざぐえう ついっ.
• ｈがぅおがさっぐず ぅｘぉうざえう きっあぁがぎっぉうこ くぐぎｘｚ かｘ きがく‐

けあっ.
• ｇぎぃあおぃぐう, しが おｘぜぐず ぅｘぁぉうｙぉぃかかそ (さｘざえう,

くえぉそかえう ぐｘ おうくえう), くぐｘｚぐぃ がぐｚがぎがお あがかうぅけ.
• ｇがあｙｘぇぐぃ, しがｙ くぐがぉがｚっ きぎうｙがぎう っ きがくけあ かぃ

ぅぉうきｘぉうくそ. ｂぉｘあっぐず ぉがいえう くぃぎぃあ っかざうこ ぁが‐
くぐぎうこ きぎうｙがぎっｚ.

• ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ くえぉそかえう かぃ くぐうえｘぉうくそ
ぅ っかざうおう くえぉそかえｘおう.

• ｄｘぉぃかずえっ きぎぃあおぃぐう えぉｘあっぐず け えがざうえ あぉそ くぐが‐
ぉがｚうこ きぎうｙがぎっｚ.

• ｃぃぁえっ きぎぃあおぃぐう えぉｘあっぐず け ｚぃぎこかっぇ えがざうえ.
ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ きぎぃあおぃぐう かぃ ぎけこｘぉう‐
くそ.

• ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお きぎがぁぎｘおう きぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ,
しが ぎがぅきうぉぜｚｘさっ おがいけぐず ｚっぉずかが がｙぃぎぐｘぐうくそ.

ｂｆｈＺｉｊｋＴＲｅｅｗ ｄＺｖｏＺｄ ＹＲｉｆＳｆｄ
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ｆｙぃぎぃいかが!
ｂがぎうくぐけぇぐぃくそ ぉうざぃ おうぜさうおう ぅｘくがｙｘ‐
おう あぉそ きがくけあがおうぇかうこ おｘざうか.

1. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ (B), しがｙ ｚっあえぎうぐう えぎうざ‐
えけ (C).

2. Ｖがあｘぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ け あがぅｘぐがぎ (A) .
3. ｗえしが きぎがぁぎｘおｘ きぃぎぃあｙｘさｘє げｘぅけ きがきぃ‐

ぎぃあかずがぁが おうぐぐそ, きがおっくぐっぐず かぃｚぃぉうえけ えっぉず‐
えっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ かｘ ｚかけぐぎっざかぜ さｘくぐう‐
かけ あｚぃぎごそぐ きぎうぉｘあけ.

4. ｋ ぎｘぅっ ｚうえがぎうくぐｘかかそ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかがぁが おうぜ‐
さがぁが ぅｘくがｙけ きがえぉｘあっぐず ぐｘｙぉぃぐえけ ｚ あがぅｘぐがぎ
(A).

5. Ｙｘえぎうぇぐぃ えぎうざえけ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ け きぎｘ‐
ｚうぉずかがおけ ｙぉがえけｚｘかかっ えかがきえう.

Ｔうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ おっかっおｘぉずかが かぃがｙこっあかけ
えっぉずえっくぐず おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ. Ｖうｚ. っか‐
くぐぎけえごっつ かｘ けきｘえがｚごっ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

ｊｘｙぉぃぐがｚｘかうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ かぃ きがｚかっ‐
くぐぜ ぎがぅさうかそєぐずくそ きっあ さｘく えがぎがぐえうこ
きぎがぁぎｘお, ぐがおけ かｘ きがくけあっ おがいけぐず ぅｘぉう‐
ざｘぐうくそ ぎぃざぐえう おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.
ｄう ぎぃえがおぃかあけєおが ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう ぐｘ‐
ｙぉぃぐがｚｘかうぇ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ あぉそ あがｚぁうこ
きぎがぁぎｘお.
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ＴｉｊＲｅｆＴｃＷｅｅｗ Ｉ ＹＲｇｋｉｂ
ｇｈｆＵｈＲｄＺ

ｈぃいうお かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
ｇぎうぉｘあ おｘє きぃぎぃｙけｚｘぐう ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけ‐
ｚｘかかそ あぉそ ｚうえがかｘかかそ あぃそえうこ がきぃぎｘごっぇ.
ｇぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ,
そえしが きっくぉそ ｘえぐうｚｘごっつ:
• ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘぜぐずくそ 2 ぁがぎうぅがかぐｘぉずかっ

くおけいえう.
ｗえしが かｘ きｘかぃぉっ えぃぎけｚｘかかそ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ
しがくず っかざぃ, かｘぐうくえｘぇぐぃ えかがきえけ ОБПБР, あがえう
きぎうぉｘあ かぃ きぃぎぃぇあぃ ｚ ぎぃいうお かｘぉｘざぐけｚｘかかそ.

Ｙｘきけくえ きぎがぁぎｘおう ｙぃぅ ｚっあえぉｘあぃかがぁが
ぅｘきけくえけ
1. Ｔっあえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.
2. Ｖぉそ けｚっおえかぃかかそ きぎうぉｘあけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ

けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘか‐
かそ.

3. ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ.
• ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かがおぃぎ がｙぎｘ‐

かがつ きぎがぁぎｘおう.
4. ｗえしが きがぐぎっｙかが, おがいかｘ がｙぎｘぐう げけかえごっつ.
5. Ｙｘさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ. ｇぎがぁぎｘおｘ ぅｘ‐

きけくぐうぐずくそ.
• ｗえしが ｚっあさうかうぐう あｚぃぎごそぐｘ, かｘ あうくきぉぃつ

ｚっあがｙぎｘいｘぐうおぃぐずくそ ぐぎうｚｘぉっくぐず ｚうえがかｘか‐
かそ きぎがぁぎｘおう, しが ぅおぃかざけєぐずくそ ぅ えぎがえがお
ｚ 1 こｚうぉうかけ.

Ｔっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ きぎがぁぎｘおう
1. ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ.
2. ｅｘぐうくえｘぇぐぃ えかがきえけ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ,

あがえう かぃ あうくきぉぃつ かぃ ぅ'そｚうぐずくそ きがぐぎっｙかｘ
えっぉずえっくぐず ぁがあうか あぉそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ
(ｚっあ 1 あが 24 ぁがあうか).
• ｅｘ あうくきぉぃつ ｙぉうおｘぐうおぃ さｘく ｚっあえぉｘあぃかが‐

ぁが ぅｘきけくえけ.
• ｉｚっぐうぐずくそ っかあうえｘぐがぎ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけく‐

えけ.
3. Ｙｘさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ. ｇがさかぃぐずくそ

ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ.
• ｗえしが ｚっあさうかうぐう あｚぃぎごそぐｘ, かｘ あうくきぉぃつ

ｚっあがｙぎｘいｘぐうおぃぐずくそ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ さｘ‐
くけ あが ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ, しが ぅおぃか‐
ざけєぐずくそ ぅ えぎがえがお ｚ 1 ぁがあうかけ.

• ｇっくぉそ ぅｘえっかさぃかかそ ぅｚがぎがぐかがぁが ｚっあぉっえけ きぎがぁぎｘ‐
おｘ ぅｘきけくぐうぐずくそ ｘｚぐがおｘぐうさかが.

Ｔっあえぎうｚｘかかそ あｚぃぎごそぐ きっあ さｘく ぎがｙがぐう
きぎうぉｘあけ
ｗえしが ｚっあさうかうぐう あｚぃぎごそぐｘ, きぎうぉｘあ ぅけきうかそє ぎが‐
ｙがぐけ. ｇっくぉそ ぅｘえぎうｚｘかかそ あｚぃぎごそぐ きぎうぉｘあ きがかが‐
ｚぉぜє ぎがｙがぐけ きぎがぁぎｘおう ぅ ぐがぁが おがおぃかぐけ, えがぉう つつ
ｙけぉが きぃぎぃｚｘかが.

ｉえｘくけｚｘかかそ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ
きっあ さｘく ぅｚがぎがぐかがぁが ｚっあぉっえけ
1. Ｔっあさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.
2. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ ｚっあえぉｘあぃかがぁが ぅｘきけくえけ しぃ

えっぉずえｘ ぎｘぅっｚ, あがえう かｘ あうくきぉぃつ かぃ ｚっあがｙぎｘ‐
ぅうぐずくそ かがおぃぎ きぎがぁぎｘおう.

3. Ｙｘさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ. ｇぎがぁぎｘおｘ ぅｘ‐
きけくぐうぐずくそ.

ｉえｘくけｚｘかかそ きぎがぁぎｘおう
ｅｘぐうくえｘぇぐぃ えかがきえけ ОБПБР, あがえう かぃ きがｙｘさうぐぃ,
しが:
• ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘぜぐずくそ 2 ぁがぎうぅがかぐｘぉずかっ

くおけいえう.

ｇぃぎぃあ ぅｘきけくえがお かがｚがつ きぎがぁぎｘおう きぃぎぃ‐
えがかｘぇぐぃくそ, しが ｚ あがぅｘぐがぎっ おうぜさがぁが ぅｘ‐
くがｙけ є おうぜさうぇ ぅｘくっｙ.

ｇっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう
ｇっくぉそ ぅｘｚぃぎざぃかかそ きぎがぁぎｘおう ぉけかｘє きぃぎぃぎうｚさｘ‐
くぐうぇ ぅｚけえがｚうぇ くうぁかｘぉ. ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘ‐
いｘєぐずくそ 0, っ ぅｘぁがぎｘєぐずくそ っかあうえｘぐがぎ ぅｘｚぃぎざぃか‐
かそ.
1. Ｖぉそ ｚうおえかぃかかそ きぎうぉｘあけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ

けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ.
2. ｇぃぎぃえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.

ｗえしが かぃ ｙけあぃ かｘぐうくかけぐが えかがきえけ けｚっお‐
えかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ, げけかえごっそ AСРЛ
ЛВВ ｘｚぐがおｘぐうさかぃ ｚうおえかぃ きぎうぉｘあ さぃ‐
ぎぃぅ えっぉずえｘ こｚうぉうか. ｎぃ あがきがおｘぁｘє
ぅおぃかざうぐう くきがいうｚｘかかそ ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎ‐
ぁっつ.

• Ｖｘぇぐぃ きがくけあけ がこがぉがかけぐう, きぃぎざ かっい ｚうぇおｘぐう
ぇがぁが ぅ きぎうぉｘあけ. Ｕｘぎそさうぇ きがくけあ おがいかｘ ぉぃぁえが
ぎがぅｙうぐう.

• ｉきぃぎざけ ｚうぇおｘぇぐぃ きがくけあ っぅ かういかずがぁが, ｘ きが‐
ぐっお っぅ ｚぃぎこかずがぁが えがざうえｘ.

ｅｘ くぐっかえｘこ っ あｚぃぎごそぐｘこ きぎうぉｘあけ おがいぃ
ｙけぐう ｚがあｘ. ｅぃぎいｘｚっぜさｘ くぐｘぉず こがぉがかぃ
ざｚうあざぃ, かっい きがくけあ.
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ＶｆＵｃｗＶ ｊＲ ｏＺｉｊｂＲ
ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
ｇぃぎざ かっい ｚうえがかけｚｘぐう ぐぃこかっさかぃ がｙくぉけ‐
ぁがｚけｚｘかかそ, ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ っ ｚうぇおっぐず
ｚうぉえけ ぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｓぎけあかっ げっぉずぐぎう っ ぅｘｙうぐっ ぎがぅきうぉぜｚｘさっ
きがかういけぜぐず ぎぃぅけぉずぐｘぐう おうぐぐそ.
ｈぃぁけぉそぎかが きぃぎぃｚっぎそぇぐぃ つこ っ さうくぐずぐぃ ぅｘ
かぃがｙこっあかがくぐっ.

ｏＺｑＷｅｅｗ ｌＩｃｔｊｈＩＴ

A

B

C

C

A1

A2

1. ｇがｚぃぎかっぐず げっぉずぐぎ (Ｒ) 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 ぅかっおっぐず ぇがぁが.

2. ｑがｙ ぎがぅっｙぎｘぐう げっぉずぐぎ (A), ぎがぅ’єあ‐
かｘぇぐぃ (A1) っ (A2).

3. Ｔうぇおっぐず げっぉずぐぎ (B).
4. ｇぎがおうぇぐぃ げっぉずぐぎう ｚがあがぜ.
5. Ｔくぐｘかがｚっぐず げっぉずぐぎ (Ｔ) け きがさｘぐえがｚぃ

きがぉがいぃかかそ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
ぇがぁが きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかが きっあ
あｚがおｘ かｘきぎそおかうおう (ｉ).

6. ｉえぉｘあっぐず げっぉずぐぎ (A) っ ｚくぐｘｚぐぃ ぇがぁが
け げっぉずぐぎ (B). ｇがｚぃぎかっぐず ぅｘ ぁがあうか‐
かうえがｚがぜ くぐぎっぉえがぜ あが げっえくｘごっつ.

ｅぃきぎｘｚうぉずかぃ ｚくぐｘかがｚぉぃかかそ
げっぉずぐぎっｚ おがいぃ くきぎうさうかうぐう かぃ‐
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
っ きがざえがあいぃかかそ きぎうぉｘあけ.

ｏＺｑＷｅｅｗ ｈｆＹｇＺｃｖＴＲｏＩＴ
ｅぃ ぅかっおｘぇぐぃ ぎがぅきうぉぜｚｘさっ.
ｗえしが がぐｚがぎう ぎがぅきうぉぜｚｘさっｚ ぅｘｙうぉうくそ, ｚうあｘ‐
ぉっぐず ぎぃざぐえう ｙぎけあけ ぅｘ あがきがおがぁがぜ ぅｘぁがくぐぎぃかがぁが
きぎぃあおぃぐｘ.

ｏＺｑＷｅｅｗ ＹＹｆＴｅＩ
ｇぎがぐぎっぐず きぎうぉｘあ ｚがぉがぁがぜ お'そえがぜ ぁｘかさっぎえがぜ.
Ｙｘくぐがくがｚけぇぐぃ ぉうざぃ かぃぇぐぎｘぉずかっ おうぜさっ ぅｘくがｙう.
ｅぃ ぅｘくぐがくがｚけｚｘぐう ｘｙぎｘぅうｚかっ きぎがあけえぐう, ｘｙぎｘ‐
ぅうｚかっ くぃぎｚぃぐえう さう ぎがぅさうかかうえう.
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ｋｉｋｅＷｅｅｗ ｇｈｆＳｃＷｄ
ｇぎうぉｘあ かぃ ぅｘきけくえｘєぐずくそ ｘｙが ぅけきうかそєぐずくそ きっあ
さｘく ぎがｙがぐう.
ｉきぃぎざけ くきぎがｙけぇぐぃ ぅかｘぇぐう ぎっざぃかかそ きぎがｙぉぃおう
ｚ ぐｘｙぉうごっ. ｗえしが ｚｘお ごぃ かぃ ｚあｘєぐずくそ, ぅｚぃぎぐｘぇ‐
ぐぃくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.
ｇぎう ｚうかうえかぃかかっ あぃそえうこ きぎがｙぉぃお かｘ あうくきぉぃつ
ぅ'そｚぉそєぐずくそ えがあ きがきぃぎぃあいぃかかそ:
•  - ｇぎうぉｘあ かぃ ぅｘきがｚかぜєぐずくそ ｚがあがぜ.

•  - ｇぎうぉｘあ かぃ ぅぉうｚｘє ｚがあけ.
•  - ｇぎｘごぜє きぎうくぐぎっぇ, しが ぅｘきがｙっぁｘє きぃぎぃ‐

ぉうｚｘかかぜ ｚがあう.

ｇがきぃぎぃあいぃかかそ!
Ｔうおえかっぐず きぎうぉｘあ, きぃぎざ かっい ｚうえがかけｚｘ‐
ぐう きぃぎぃｚっぎえけ.

ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
ｇぎがぁぎｘおｘ かぃ ぅｘきけ‐
くえｘєぐずくそ.

ｂｘｙぃぉず いうｚぉぃかかそ かぃ きっあえぉぜさぃ‐
かうぇ あが ぃぉぃえぐぎがおぃぎぃいっ.

Ｔくぐｘｚぐぃ ｚうぉえけ えｘｙぃぉぜ いうｚぉぃか‐
かそ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 Ｔっあえぎうぐっ あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ. Ｙｘさうかっぐず あｚぃぎごそぐｘ きぎうぉｘあけ.
 ｉきぎｘごぜｚｘｚ ぅｘきがｙっいかうえ かｘ しうぐ‐

えけ.
Ｙｘおっかっぐず ぅｘきがｙっいかうえ.

 Ｔくぐｘかがｚぉぃかが ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘ‐
きけくえ.

ｉえｘくけぇぐぃ ｚっあえぉｘあぃかうぇ ぅｘきけくえ
ｘｙが ぅｘさぃえｘぇぐぃ, あがえう ぅｘｚぃぎ‐
ざうぐずくそ ぅｚがぎがぐかうぇ ｚっあぉっえ.

ｇぎうぉｘあ かぃ ぅｘきがｚ‐
かぜєぐずくそ ｚがあがぜ.

Ｔがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか ぅｘえぎうぐうぇ. Ｔっあえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.

 ｊうくえ ｚがあう ぅｘかｘあぐが かうぅずえうぇ. Ｙｚぃぎかっぐずくそ あが おっくごぃｚがつ ｚがあが‐
きぎがｚっあかがつ くぉけいｙう.

 Ｔがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか きぃぎぃえぎう‐
ぐうぇ ｘｙが ぅｘｙうｚくそ ｚｘきかそかうおう
ｚっあえぉｘあぃかかそおう.

ｇがさうくぐっぐず ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか.

 Ｙｘｙぉがえがｚｘかうぇ げっぉずぐぎ ｚきけくえかが‐
ぁが ざぉｘかぁｘ.

ｇぎがさうくぐっぐず げっぉずぐぎ.

 Ｔきけくえかうぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃぁかけぐうぇ
ｘｙが きぃぎぃぐうくかけぐうぇ.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ざぉｘかぁ
ｚくぐｘかがｚぉぃかが かｘぉぃいかうお さうかがお.

 ｇぎｘごぜє きぎうくぐぎっぇ, しが ぅｘきがｙっぁｘє
きぃぎぃぉうｚｘかかぜ ｚがあう. ｋ きぎうぉｘあっ
きぎがぐっえｘє ｚがあｘ.

Ｙｘえぎうぇぐぃ ｚがあがきぎがｚっあかうぇ えぎｘか っ
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ぎうぉｘあ かぃ ぅぉうｚｘє ｚが‐
あけ.

Ｙｘｙうｚくそ ぅぉうｚかうぇ がぐｚっぎ ぎｘえがｚう‐
かう.

ｇぎがさうくぐっぐず ぅぉうｚかうぇ がぐｚっぎ.

 Ｙぉうｚかうぇ ざぉｘかぁ きぃぎぃぁかけぐうぇ ｘｙが
きぃぎぃぐうくかけぐうぇ.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ざぉｘかぁ
ｚくぐｘかがｚぉぃかが かｘぉぃいかうお さうかがお.

ｇっくぉそ きぃぎぃｚっぎえう けｚっおえかっぐず きぎうぉｘあ. Ｔうえがかｘかかそ
きぎがぁぎｘおう きぎがあがｚいけєぐずくそ ぅ ぐがぁが おがおぃかぐけ, えがぉう
ｚがかｘ ｙけぉｘ きぃぎぃぎｚｘかｘ.
ｗえしが きぎがｙぉぃおｘ ｚうかうえｘє ぅかがｚ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.

ｗえしが ぅ’そｚぉそぜぐずくそ っかざっ えがあう きがおうぉがえ, ぅｚぃぎぐｘぇ‐
ぐぃくそ あが くぃぎｚっくかがぁが ごぃかぐぎけ.

ｈＷＹｋｃｔｊＲｊＺ ｄＺｊｊｗ ｊＲ ｉｋｐＩｅｅｗ ｅＷＹＲＶｆＴＩｃｔｅＩ
ｇぎがｙぉぃおｘ ｄがいぉうｚｘ きぎうさうかｘ ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
ｇがくけあ かぃ さうくぐうぇ. Ｙｘｙうぉうくそ げっぉずぐぎう. ｇがさうくぐっぐず げっぉずぐぎう.
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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 ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
 ｅぃきぎｘｚうぉずかが ぅっｙぎｘかが さう ｚくぐｘ‐

かがｚぉぃかが げっぉずぐぎう.
ｇがあｙｘぇぐぃ きぎが ぐぃ, しがｙ げっぉずぐぎう
ｙけぉう きぎｘｚうぉずかが ぅっｙぎｘかっ ぐｘ ｚくぐｘ‐
かがｚぉぃかっ.

 Ｙｘｙうぉうくず ぎがぅきうぉぜｚｘさっ. Ｔうあｘぉっぐず ぅｘぉうざえう ｙぎけあけ ぅｘ あが‐
きがおがぁがぜ ぁがくぐぎがぁが きぎぃあおぃぐｘ.

 ｇぎがぁぎｘおｘ おうぐぐそ かぃ ｚっあきがｚっあｘє
ぐうきけ きがくけあけ ぐｘ くぐけきぃかぜ ぅｘ‐
ｙぎけあかぃかかそ.

ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ, しが ｚっあきがｚっ‐
あｘє ぐうきけ きがくけあけ ぐｘ くぐけきぃかぜ ぅｘ‐
ｙぎけあかぃかかそ.

 ｇがくけあ け えがざうえｘこ ぎがぅぐｘざがｚｘ‐
かうぇ かぃきぎｘｚうぉずかが. Ｔがあｘ がおう‐
ｚｘє かぃ ｚぃくず きがくけあ.

ｇぃぎぃｚっぎぐぃ きぎｘｚうぉずかっくぐず ぎがぅぐｘ‐
ざけｚｘかかそ きがくけあけ ｚ えがざうえｘこ, しがｙ
ｚがあｘ おがぁぉｘ ぉぃぁえが がおうｚｘぐう けくっ
きぎぃあおぃぐう.

 ｈがぅきうぉぜｚｘさっ かぃ おがぁぉう ｚっぉずかが
がｙぃぎぐｘぐうくそ.

ｇぃぎぃｚっぎぐぃ きぎｘｚうぉずかっくぐず ぎがぅぐｘ‐
ざけｚｘかかそ きがくけあけ ｚ えがざうえｘこ, ｘ
ぐｘえがい ｚっあくけぐかっくぐず きぃぎぃざえがあ あぉそ
がｙぃぎぐｘかかそ ぎがぅきうぉぜｚｘさっｚ.

 ｅぃあがくぐｘぐかずが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ. ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ,
あがあｘぇぐぃ かぃがｙこっあかけ えっぉずえっくぐず
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｚ あがぅｘぐがぎ.

 ｋ あがぅｘぐがぎっ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ かぃ
ｙけぉが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ,
あがあｘぇぐぃ おうぜさうぇ ぅｘくっｙ け あがぅｘ‐
ぐがぎ.

ｏｘくぐえう ｚｘきかそかがぁが かｘ‐
ぉずがぐけ かｘ きがくけあっ.

ｂがかぐぃぇかぃぎ あぉそ くがぉっ きがぎがいかっぇ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ｚ えがかぐぃぇかぃ‐
ぎっ あぉそ くがぉっ є くっぉず あぉそ きがくけあが‐
おうぇかがつ おｘざうかう.

 ｅぃきぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ ぎっ‐
ｚぃかず きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃか‐
かそ ｚがあう.

ｇぃぎぃｚっぎぐぃ, さう ｚくぐｘかがｚぉぃかうぇ ぎっ‐
ｚぃかず きぎうくぐぎがぜ あぉそ きがお’そえざぃか‐
かそ ｚがあう ｚっあきがｚっあｘє いがぎくぐえがくぐっ
ｚがあう け ｚｘざっぇ おっくごぃｚがくぐっ.

 ｂぎうざえｘ えがかぐぃぇかぃぎｘ あぉそ くがぉっ
ぅｘえぎうぐｘ かぃしっぉずかが.

ｑっぉずかが ぅｘえぎうぇぐぃ えぎうざえけ.

ｅｘ くえぉそかえｘこ ぐｘ っかざがおけ
きがくけあっ かｘそｚかっ くおけぁう ぇ
きぉそおう ｙっぉけｚｘぐがぁが
えがぉずがぎけ ｘｙが くうかぜｚｘ‐
ぐうぇ かｘぉっぐ.

ｅｘあぐが ｚぃぉうえぃ あがぅけｚｘかかそ がきが‐
ぉっくえけｚｘさｘ.

Ｙおぃかざぐぃ あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘ‐
さｘ
.

 ｅｘあぐが ｙｘぁｘぐが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ. ｇぃぎざ かっい ぅｘきけくぐうぐう きぎがぁぎｘおけ,
あがあｘぇぐぃ かぃがｙこっあかけ えっぉずえっくぐず
おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ ｚ あがぅｘぐがぎ.

ｅｘ くえぉそかえｘこ ぐｘ っかざがおけ
きがくけあっ ぅｘぉうざｘぜぐずくそ
くけこっ きぉそおう ｚっあ えぎｘきぃぉず
ｚがあう.

ｅぃあがくぐｘぐかє あがぅけｚｘかかそ がきがぉっ‐
くえけｚｘさｘ.

Ｙｙっぉずざぐぃ あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘ‐
さｘ.

 ｇぎがｙぉぃおｘ おがいぃ ｙけぐう くきぎうさう‐
かぃかｘ そえっくぐぜ おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

ｉきぎがｙけぇぐぃ ｚうえがぎうくぐｘぐう おうぜさうぇ
ぅｘくっｙ っかざがつ おｘぎえう.
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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 ｄがいぉうｚぃ ぎっざぃかかそ
ｇがくけあ ｚがぉがぁうぇ. ｇぎがぁぎｘおがぜ かぃ きぃぎぃあｙｘさぃかが

げｘぅけ くけざっかかそ.
ｆｙぃぎっぐず きぎがぁぎｘおけ ぅ げｘぅがぜ くけ‐
ざっかかそ.

ｇがくけあ ｚがぉがぁうぇ っ おｘぐが‐
ｚうぇ.

Ｖがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘさｘ きがぎがい‐
かっぇ.

ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが ｚ あがぅｘぐがぎっ
がきがぉっくえけｚｘさｘ є がきがぉっくえけｚｘさ.

 ｇぎがｙぉぃおｘ おがいぃ ｙけぐう くきぎうさう‐
かぃかｘ そえっくぐぜ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

ｉきぎがｙけぇぐぃ ｚうえがぎうくぐｘぐう がきがぉっ‐
くえけｚｘさ っかざがつ おｘぎえう.

 ｇぎがｙぉぃおｘ おがいぃ ｙけぐう くきぎうさう‐
かぃかｘ そえっくぐぜ えがおｙっかがｚｘかがぁが ぐｘ‐
ｙぉぃぐがｚｘかがぁが おうぜさがぁが ぅｘくがｙけ.

• ｉきぎがｙけぇぐぃ ｚうえがぎうくぐｘぐう えがお‐
ｙっかがｚｘかうぇ ぐｘｙぉぃぐがｚｘかうぇ
おうぜさうぇ ぅｘくっｙ っかざがつ おｘぎえう.

• ｋｚっおえかっぐず あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘ‐
さｘ っ ぅｘくぐがくがｚけぇぐぃ がきがぉっくえけｚｘさ
ぎｘぅがお っぅ えがおｙっかがｚｘかうお ぐｘｙぉぃ‐
ぐがｚｘかうお おうぜさうお ぅｘくがｙがお.

Ｒえぐうｚｘごっそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ ぅ
けｚっおえかぃかがぜ げけかえごっєぜ йсирерЭЮ
1. Ｖぉそ けｚっおえかぃかかそ きぎうぉｘあけ かｘぐうくかっぐず えかがきえけ

けｚっおえかぃかかそ/ｚうおえかぃかかそ. ｇぃぎぃえがかｘぇぐぃくそ, しが
きぎうぉｘあ きぃぎぃｙけｚｘє ｚ ぎぃいうおっ かｘぉｘざぐけｚｘかかそ
(あうｚ. ぎがぅあっぉ їｅＲｃＲｐｊｋＴＲｅｅｗ ｊＲ ＹＲ‐
ｇｋｉｂ ｇｈｆＵｈＲｄＺ»).

2. ｅｘぐうくかっぐず ぐｘ けぐぎうおけぇぐぃ があかがさｘくかが えかがきえう
(4) ぐｘ (5), あがえう かぃ きがさかけぐず ｙぉうおｘぐう っかあうえｘ‐
ぐがぎう えかがきがえ (3), (4) っ (5).

3. ｅｘぐうくかっぐず えかがきえけ (4).
• Ｉかあうえｘぐがぎう えかがきがえ (3) っ (5) ぅぁｘくｘぜぐず.
• Ｉかあうえｘぐがぎ えかがきえう (4) きぎがあがｚいけє ｙぉうおｘ‐

ぐう.

• ｅｘ あうくきぉぃつ ｚっあがｙぎｘいｘєぐずくそ かｘぉｘざぐけ‐
ｚｘかかそ あがぅｘぐがぎｘ がきがぉっくえけｚｘさｘ.

Ｔうおえ.

ｋｚっおえ.

4. ｑがｙ ぅおっかうぐう かｘぉｘざぐけｚｘかかそ, かｘぐうくかっぐず
えかがきえけ (4).

5. ｑがｙ きっあぐｚぃぎあうぐう, ｚうおえかっぐず きぎうぉｘあ.
6. Ｔっあぎぃぁけぉぜぇぐぃ あがぅけｚｘかかそ がきがぉっくえけｚｘさｘ.
7. Ｙｘぉうぇぐぃ がきがぉっくえけｚｘさ け あがぅｘぐがぎ がきがぉっくえけｚｘ‐

さｘ.

ｊＷｍｅＩｏｅＲ ＩｅｌｆｈｄＲｎＩｗ
Ｕｘｙｘぎうぐう ｐうぎうかｘ/ｚうくがぐｘ/ぁぉうｙうかｘ (おお) 596 / 818 - 898 / 550
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

Ｖうｚ. ぐｘｙぉうさえけ ぅ ぐぃこかっさかうおう あｘかうお.

 ｅｘきぎけぁｘ 220-240 Ｔ
 ｏｘくぐがぐｘ くぐぎけおけ 50 Ｕご
ｊうくえ け おぃぎぃいっ ｚがあがきがくぐｘ‐
さｘかかそ

ｄっか/おｘえく (ｙｘぎ/ｄｇｘ) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

ｇがあｘさｘ ｚがあう 1) ｍがぉがあかｘ ｘｙが ぁｘぎそさｘ ｚがあｘ2) おｘえく. 60°C

Єおかっくぐず ｂっぉずえっくぐず えがおきぉぃえぐっｚ きがくけあけ 12
ｉきがいうｚｘかかそ ぃかぃぎぁっつ ｈぃいうお їＹｘぉうざうぐう けｚっおえかぃかうお» 0.10 Ｔぐ

ｈぃいうお їＴうおえかぃかが» 0.10 Ｔぐ
1) ｇぎうєあかｘぇぐぃ ざぉｘかぁ きがあｘさっ ｚがあう あが ｚがあがきぎがｚっあかがぁが えぎｘかｘ ぅ ぎっぅずｙぉぃかかそお 3/4 あぜぇおｘ.
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2) ｗえしが ぁｘぎそさｘ ｚがあｘ かｘぁぎっｚｘєぐずくそ ぅｘ あがきがおがぁがぜ ｘぉずぐぃぎかｘぐうｚかうこ あいぃぎぃぉ ぃかぃぎぁっつ (かｘきぎうえぉｘあ, くがかそさかうこ
ｙｘぐｘぎぃぇ ｘｙが ｚっぐぎがぃぉぃえぐぎがくぐｘかごっぇ), ぐが ｚうえがぎうくぐがｚけぇぐぃ ぁｘぎそさけ ｚがあけ, しがｙ ぅおぃかざうぐう くきがいうｚｘかかそ
ぃぉぃえぐぎがぃかぃぎぁっつ.
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