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╁くせすさっくくうえ ぉぇお ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ ゃにこけかくっく うい つひさくけえ しすぇかう, こけおさにすけえ きっょくけえ けぉけかけつおけえ.  

 

 

〈さぇくしこけさすうさけゃおぇ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ. 

╁けょけくぇゅさっゃぇすっかう けぉなひきけき しゃにてっ 650 かうすさけゃ すさぇくしこけさすうさせのすしは ゅけさういけくすぇかぬくけ. 

[ぇしこぇおけゃおぇ 

‶さけゃっさぬすっ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ う せぉっょうすっしぬ ゃ すけき, つすけ けく くっ ぉにか こけゃさっあょっく こさう すさぇくしこけさすうさけゃおっ. ′っ せしすぇくぇゃかうゃぇえすっ 

こけゃさっあょっくくにえ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 
 

 

〈ぇぉかうちぇ 1.〈ったくうつっしおうっ ょぇくくにっ. 

╋ぇおしうきぇかぬくけっ さぇぉけつっっ ょぇゃかっくうっ  10 ╀ぇさ 

〈っしすけゃけっ ょぇゃかっくうっ 15 ╀ぇさ 

╋うくうきぇかぬくけっ さぇぉけつっっ ょぇゃかっうっ 0,5 ╀ぇさ 

╋ぇおしうきぇかぬくぇは すっきこっさぇすせさぇ 100 け ] 

╃うぇこぇいけく さっゅせかうさけゃおう すっさきけしすぇすけゃ 55-85 け ] 

 

 

 

╁′╇╋┿′╇╄ 
 

╊のぉけっ こけょおかのつっくうっ うかう さっきけくす ょけかあくに 

こさけういゃけょうすぬしは すけかぬおけ おゃぇかうそうちうさけゃぇくくにきう 

しこっちうぇかうしすぇきう う すけかぬおけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し せおぇいぇくくにきう 

したっきぇきう. 

╁しっ しけっょうくっくうは ょけかあくに ぉにすぬ おさっこおけ いぇすはくせすに. ‶けしかっ 3 

きっしはちっゃ ねおしこかせぇすぇちうう くっけぉたけょうきけ いぇくけゃけ こさけゃっさうすぬ う 

こけょすはくせすぬ ゃしっ しけっょうくっくうは. 

 

 

 

 

 

 

 



OSO けしすぇゃかはっす いぇ しけぉけえ こさぇゃけ ゃくけしうすぬ かのぉにっ ういきっくっくうは ぉっい こさっょせこさっあょっくうは. 

[うし 1. [ぇいさっい ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは. 〈ぇぉかうちぇ 2.╁にしけすくにっ さぇいきっさに ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは. 
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〈ぇぉかうちぇ 3. ]こっちうそうおぇちうは.  

 

1 

 

‶ぇすさせぉけお こけょゃけょぇ たけかけょくけえ ゃけょに 

 

2” 

 

2” 

 

2” 

 

2 ½” 

2 〈ったくうつっしおけっ けすゃっさしすうっ  ょかは ょぇすつうおぇ 

すっさきけさっゅせかはすけさぇ おけすっかぬくけゅけ 

けぉけさせょけゃぇくうは 

½" ½" ½" ½" 

3 〈ったくうつっしおけっ けすゃっさしすうっ こけょ すっさきけきっすさ ½" ½" ½" ½" 

4 〈ったくうつっしおけっ けすゃっさしすうっ こけょ 

こさっょけたさぇくうすっかぬくにえ おかぇこぇく 

1" 1" 1" 1" 

5 ‶ぇすさせぉけお けすゃけょぇ ゅけさはつっえ ゃけょに 2” 2” 2” 2 ½” 

6 〈ぇおっかぇあくけっ せたけ 1" 1" 1" 1" 

7 ‶ぇすさせぉけお しかうゃくけえ 1" 1" 1" 1" 

8 ‶ぇすさせぉけお こけょ ちうさおせかはちうの 1" 1" 1" 1" 

〈うこ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは 1500 2000 3000 5000 

¨ぉなっき ゃくせすさっくくっゅけ ぉぇおぇ 1480 か. 1830 か. 2650 か. 4760 か. 

╋ぇおしうきぇかぬくぇは ねかっおすさうつっしおぇは きけとくけしすぬ 60 お╁す 60 お╁す 60 お╁す 150 お╁す 

]すぇくょぇさすくぇは ねかっおすさうつっしおぇは きけとくけしすぬ 15 お╁す 30 お╁す 30 お╁す 60 お╁す 

╃うぇきっすさ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは 1200 きき 1300 きき 1500 きき 1850 きき 

╃うぇきっすさ ゃくせすさっくくっゅけ ぉぇおぇ 1000 きき 1100 きき 1300 きき 1600 きき 

╋ぇおしうきぇかぬくぇは ゃにしけすぇ 2145 きき 2185 きき 2305 きき 2700 きき 

╁けょけこけすおかのつっくうっ 2” 2” 2" 2 ½" 

〈けかとうくぇ しすっくおう ゃくせすさっくくっゅけ ぉぇおぇ 6 きき 6 きき 8 きき 10 きき 

〈けかとうくぇ こけかせしそっさに ゃくせすさっくくっゅけ ぉぇおぇ 4 きき 5 きき 6 きき 6 きき 

╁っし 550 おゅ 800 おゅ 1100 おゅ 1400 おゅ 
  

 



OSO けしすぇゃかはっす いぇ しけぉけえ こさぇゃけ ゃくけしうすぬ かのぉにっ ういきっくっくうは ぉっい こさっょせこさっあょっくうは. 

〉]〈┿′¨╁╉┿ ╁¨╃¨′┿╂[╄╁┿〈╄╊ぅ 
        

        ╁けょけくぇゅさっゃぇすっかぬ しかっょせっす せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ おぇお きけあくけ ぉかうあっ お こけすさっぉうすっかはき ゅけさはつっえ ゃけょに. ‶さう せしすぇくけゃおっ 

くっけぉたけょうきけ こさっょせしきけすさっすぬ ゃけいきけあくけしすぬ っゅけ せょけぉくけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは, けぉっしこっつうすぬ ょけしすせこ お ぉかけおぇき 

ねかっおすさけこけょおかのつっくうは  う こぇすさせぉおぇき こけょゃけょぇ う けすゃけょぇ ゃけょに. 

        ′っけぉたけょうきけ けしすぇゃうすぬ さぇししすけはくうっ くっ きっくっっ 0,5 きっすさぇ きっあょせ おけあせたけき, いぇおさにゃぇのとうき くぇゅさっゃぇすっかぬくにっ ねかっきっくすに 

う しすっくぇきう うかう ょさせゅうき けぉけさせょけゃぇくうっき ょかは すけゅけ, つすけぉに うきっすぬ ゃけいきけあくけしすぬ ういゃかっつぬ うた ょかは けぉしかせあうゃぇくうは うかう いぇきっくに. 

╋うくうきぇかぬくけっ さぇししすけはくうっ きっあょせ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっき う しすっくぇきう うかう ょさせゅうき けぉけさせょけゃぇくうっき しけしすぇゃかはっす 50 きき. 

╁け ういぉっあぇくうっ いぇしけさっくうは ぇさきぇすせさに こさうぉけさぇ, くっけぉたけょうきけ せしすぇくけゃうすぬ くぇ こけょゃけょっ ゃけょに きったぇくうつっしおうえ そうかぬすさ けつうしすおう. 

 

╂╇╃[┿╁╊╇』╄]╉¨╄ ‶¨╃╉╊ぃ』╄′╇╄ 
 

╁こせしおくけえ おけきこかっおす KV-set.                                       ╁にこせしおくけえ おけきこかっおす BS-set. 

 

 
 

1. ‶けょゃけょ たけかけょくけえ ゃけょに. 

2. ]かうゃ し こさっょけたさぇくうすっかぬくけゅけ おかぇこぇくぇ. 

3. ‶けょしけっょうくっくうっ お こぇすさせぉおせ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは. 

4. ‶ぇすさせぉけお ょかは こぇさぇかかっかぬくけゅけ こけょおかのつっくうは 

ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ う しかうゃくけっ けすゃっさしすうっ. 

 

1. ¨すゃけょ ゅけさはつっえ ゃけょに. 

2. ╆ぇゅかせておぇ ょかは ゃこせしおぇ ゃけいょせたぇ こさう こけさけあくっくうう. 

3. ╁にたけょ しきってぇくくけえ ゃけょに. 

4. ‶けょゃけょ ちうさおせかはちうけくくけえ ゃけょに 

5. ‶けょゃけょ たけかけょくけえ ゃけょに ょかは しきってっくうは. 

OSO けしすぇゃかはっす いぇ しけぉけえ こさぇゃけ ゃくけしうすぬ かのぉにっ ういきっくっくうは ぉっい こさっょせこさっあょっくうは. 



 ╉かぇこぇく くっゃけいゃさぇすくにえ            ╉さぇく いぇこけさくにえ      ╉かぇこぇく こさっょけたさぇくうすっかぬくにえ 

 

 

B. C. 

]たっきぇ こけょおかのつっくうは し ちうさおせかはちうっえ ゅけさはつっえ  

ゃけょに 

]たっきぇ こけょおかのつっくうは し すっさきけしきっしうすっかぬくにき 

おかぇこぇくけき 

 

1. ‶けょゃけょ たけかけょくけえ ゃけょに. 

2. ¨すゃけょ ゅけさはつっえ ゃけょに. 

3. ‶けょゃけょ ちうさおせかはちうけくくけえ ゃけょに. 

4. ╁こせしお ゃけいょせたぇ (すけかぬおけ ょかは けこけさけあくっくうは). 

5. ]かうゃ し ょせぉかうさけゃぇくくけゅけ こさっょけたさぇくうすっかぬくけゅけ おかぇこぇくぇ くぇ 9 ╀ぇさ. 

6. ¨すゃけょ しきってぇくくけえ ゃけょに 

7.  ]かうゃ し ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは 

 

╂うょさぇゃかうつっしおけっ こけょおかのつっくうっ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは. 

- ╃かは けこすうきぇかぬくけえ さぇぉけすに こさうぉけさぇ くっけぉたけょうきけ こけょしけっょうくうすぬ っゅけ お こけしすけはくくけきせ うしすけつくうおせ こけょぇつう たけかけょくけえ 

ゃけょに. 

- ′ぇ こぇすさせぉけお こけょぇつう たけかけょくけえ ゃけょに, さぇしこけかけあっくくにえ ゃくういせ こさうぉけさぇ, くっけぉたけょうきけ せしすぇくけゃうすぬ ゃこせしおくけえ おけきこかっおす 
おかぇこぇくけゃ すうこぇ ╉V-set, ゃ しけしすぇゃ おけすけさけゅけ ゃたけょうす いぇこけさくにえ おかぇこぇく, くっゃけいゃさぇすくにえ おかぇこぇく う こさっょけたさぇくうすっかぬくにえ 

おかぇこぇく. 

- ‶さう うしこけかぬいけゃぇくうう くっしおけかぬおうた ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ ょかは ぉっいけこぇしくけえ さぇぉけすに くっけぉたけょうきけ せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ ゃこせしおくけえ 

おけきこかっおす おかぇこぇくけゃ くぇ おぇあょにえ こさうぉけさ. 

- ¨すゃけょ ゅけさはつっえ ゃけょに けしせとっしすゃかはっすしは けす こぇすさせぉおぇ, さぇしこけかけあっくくけゅけ くぇゃっさたせ こさうぉけさぇ. 
- ╃けこけかくうすっかぬくけ くぇ こぇすさせぉけお けすゃけょぇ ゅけさはつっえ ゃけょに きけあくけ せしすぇくけゃうすぬ ゃにこせしおくけえ おけきこかっおす おかぇこぇくけゃ BS-set, 

しけしすけはとうえ うい すっさきけしきっしうすっかぬくけゅけ う くっゃけいゃさぇすくけゅけ おかぇこぇくけゃ. 
- ‶さう うしこけかぬいけゃぇうう くっしおけかぬおうた ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ きけあくけ せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ けょうく ゃにこせしおくけえ おけきこかっおす おかぇこぇくけゃ BS-

set. 

- ╄しかう ゃけいきけあくけ こさけゃっょうすっ すさせぉに こけょゃけょぇ う けすゃけょぇ ゃけょに ゃくっ ぉかけおぇ ねかっおすさけこけょおかのつっくうは. 

- ╃かは ゃけいきけあくけしすう ゃにゃけょぇ こさうぉけさけゃ こけ けすょっかぬくけしすう ゃ さっきけくす うかう ょかは すったくうつっしおけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは くっけぉたけょうきけ, 

せしすぇくけゃうすぬ けすしっつくにっ おかぇこぇくに, けぉっしこっつうゃ こさう ねすけき こさぇゃうかぬくせの さぇぉけすせ こさっょけたさぇくうすっかぬくにた おかぇこぇくけゃ. 

- ╃かは せょけぉしすゃぇ けぉしかせあうゃぇくうは こさう こさけゃっょっくうう さぇぉけす こけ けこけさけあくっくうの くっけぉたけょうきけ こさっょせしきけすさっすぬ くぇ ゃにこせしおくけき 

すさせぉけこさけゃけょっ おかぇこぇく ょかは ゃこせしおぇ ゃけいょせたぇ. 
- ‶けょしけっょうくうすっ しかうゃくせの すさせぉせ  お こさっょけたさぇくうすっかぬくけきせ おかぇこぇくせ (S). 〈させぉぇ ょけかあくぇ けぉっしこっつうすぬ けすゃけょ ゃけょに ゃ 

そぇくけゃせの うかう ょさっくぇあくせの しうしすっきせ. 
- ╆ぇゅかせてうすっ すったくうつっしおうっ けすゃっさしすうは こけょ すっさきけきっすさ う すっきこっさぇすせさくにえ ょぇすつうお おけすっかぬくけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは  (╆ぇゅかせておう ゃ 

おけきこかっおすっ くっ こけしすぇゃかはのすしは) 

- ╃かは くっこけしさっょしすゃっくくけゅけ ねかっおすさうつっしおけゅけ こけょおかのつっくうは しきけすさうすっ したっきに ゃ ょぇくくけえ うくしすさせおちうう う くぇ けぉさぇすくけえ 

しすけさけくっ おさにておう ぉかけおぇ ねかっおすさけこけょおかのつっくうは (L). 



- 〉しすぇくけゃうすっ ゃ けすゃっさしすうっ わ4 こさっょけたさぇくうすっかぬくにえ おかぇこぇく こけ ょぇゃかっくうの う すっきこっさぇすせさっ, しけゅかぇしくけ うくしすさせおちうう 

こさうかぇゅぇっきけえ お おかぇこぇくせ. 
 

[っおけきっくょぇちうう: 

- ‶さう うしこけかぬいけゃぇくうう しすぇかぬくにた すさせぉけこさけゃけょけゃ ょかは こけょおかのつっくうは ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ さっおけきっくょせっき せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ 
ういけかはちうけくくにっ こさけおかぇょおう うしおかのつぇのとうっ こさはきけゅけ おけくすぇおすぇ きっょくにた う しすぇかぬくにた ねかっきっくすけゃ. ぁすけ こけいゃけかうす ういぉっあぇすぬ 
おけささけいうう, ゃにいゃぇくくけえ ねそっおすけき ねかっおすさけかういぇ. 

- ╃かは けぉかっゅつっくうは ょさっくぇあぇ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは せしすぇくけゃうすっ しこせしおくけえ ゃっくすうかぬ ゃ けすゃっさしすうっ わ7 さうし 1. う こさうしけっょうくうすっ 

ょさっくぇあくにえ すさせぉけこさけゃけょ お ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかの 

      ╁ てすぇすくけき おけきこかっおすっ おかぇこぇくけゃ KV-set こさっょせしきけすさっくぇ いぇゅかせておぇ くぇ しかうゃくけき けすゃっさしすうう. ╁きっしすけ いぇゅかせておう きけあくけ        

せしすぇくけゃうすぬ しこせしおくけえ ゃっくすうかぬ. 
 

¨ぉゃはいおぇ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ  

 
‶けきっしすうすっ ょけ 6 ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ ゃ かうくうの うかう せゅけか し こさけきっあせすおぇきう ゃ 5 しき. ¨ぉゃはいおぇ し すさけえくうおぇきう 

きけくすうさせっすしは, おぇお こけおぇいぇくけ くぇ さうしせくおっ, くぇ たけかけょくにた う ゅけさはつうた こぇすさせぉおぇた, ぇ いぇすっき しおさっこかはっすしは ゃきっしすっ. 

¨ぉゃはいおぇ すさせぉ ょけかあくぇ ぉにすぬ  すっこかけういけかうさけゃぇくぇ. 

  ╁ぇあくけ! ╄しかう っしすぬ ぉけかぬてっ つっき 3 こぇさぇかかっかぬくけ こけょおかのつひくくにた ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは, すけ くっけぉたけょうきけ 

せしすぇくけゃうすぬ けょうく おけきこっくしぇすけさ くぇ たけかけょくけえ けぉゃはいおっ すさせぉけこさけゃけょぇ. 

  ╁ぇあくけ! ╁たけょ たけかけょくけえ ゃけょに ょけかあっく ぉにすぬ くぇ けぉさぇすくけえ しすけさけくっ  けす ゅけさはつっえ (きけあっす ぉにすぬ こっさっゃひさくせすにき) 

〈けあっ しぇきけっ けすくけしうすしは ょかは すさせぉ けぉゃはいおう いきっっゃうおけゃ, っしかう ねすけ くっけぉたけょうきけ. 

╆きっっゃうお こけょおかのつぇっすしは お おけすかせ う ちうさおせかはちうけくくけきせ くぇしけしせ. 

  

〈うこ いきっっゃうおぇ ‶かけとぇょぬ おゃ き ‶さうしけっょうくっくうっ 

D 1 1,0 1” 

D 3 3,0 1½" 

D 6 6,0 2” 

D 9 9,0 2” 

D 12 12,0 2” 

D 15 15,0 2” 

D 18 18,0 2” 

- ¨すゃっさしすうっ 1/2” ょかは せしすぇくけゃおう すっさきけょぇすつうおぇ おけすかぇ. 

 

-    ╁っさたくうえ こぇすさせぉけお-ゃたけょ ちうさおせかはちうけくくけえ ゃけょに. 

  

-    ′うあくうえ こぇすさせぉけお-ゃにたけょ ちうさおせかはちうけくくけえ ゃけょに. 

 

╁′╇╋┿′╇╄ 
 

¨ぉはいぇすっかぬくぇは こさけゃっさおぇ しけしすけはくうは ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは こさけゃけょうすしは けょうく さぇい ゃ ゅけょ . 

 

OSO けしすぇゃかはっす いぇ しけぉけえ こさぇゃけ ゃくけしうすぬ かのぉにっ ういきっくっくうは ぉっい こさっょせこさっあょっくうは. 



 

ぁ╊╄╉〈[╇』╄]╉¨╄ ‶¨╃╉ぃ』╄′╇╄ 
ぁかっおすさうつっしおけっ こけょおかのつっくうっ こさけういゃけょうすぬしは くぇ しうかけゃにっ おかっききに ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは ゃ ぉかけおっ ねかっおすさけこけょおかのつっくうは こけ 

すさひたそぇいくけえ したっきっ. ]たっきぇ こさっょしすぇゃかっくぇ くうあっ. 
‶さう くぇゅさせいおっ ょけ 75 お╁す こけょおかのつっくうっ こさけういゃけょうすぬしは こさはきけ くぇ こさっょけたさぇくうすっかう すっさきけしすぇすけゃ. 
 

》ぇさぇおすっさうしすうおう しっすう ‶ぇさぇきっすさに しっすう ‶さうきっつぇくうっ 

』ぇしすけすぇ しっすう, ╂ち 50,60  

′ぇこさはあっくうっ しっすう, ╁ 3た230 ]たっきぇ "いゃっいょぇ し ゃにゃけょけき 

くっえすさぇかぬくけえ すけつおう" 

′ぇこさはあっくっ しっすう, ╁ 3た400 ]たっきぇ "すさっせゅけかぬくうお" 
 

1 – ′ぇゅさっゃぇすっかぬくにえ ねかっきっくす ( 〈ぁ′ ) 

 3,5,6,10 お╁す (けょくけそぇいくにえ) 

2 – [ぇぉけつうえ すっさきけしすぇす (けょくけそぇいくにえ) 

3 – ‶さっょけたさぇくうすっかぬくにえ すっさきけしすぇす. 
(けょくけそぇいくにえ, ょゃせたこけかのしくにえ) 

 

        ぁかっおすさうつっしおぇは したっきぇ こけいゃけかはっす こさけういゃけょうすぬ 
こけしすせこっくつぇすせの さっゅせかうさけゃおせ こけすさっぉかはっきけえ 

きけとくけしすう. 

        ‶けょおかのつっくうっ こさうぉけさぇ お ねかっおすさけしっすう ょけかあくけ 

こさけういゃけょうすぬしは すけかぬおけ こけしかっ ゃにこけかくっくうは     ゃしった 
さぇぉけす こけ ゃけょけしくぇぉあっくうの. ‶けょおかのつっくうっ ょけかあくけ 

けしせとっしすゃかはすぬしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう しけ したっきけえ ゃ ょぇくくけえ 

うくしすさせおちうう うかう くぇ ゃくせすさっくくっえ しすけさけくっ おさにておう 

ぉかけおぇ ねかっおすさけこけおかのつっくうは (L). ╁ ちっこう こうすぇくうは 

こさうぉけさぇ ょけかあっく ぉにすぬ こさっょせしきけすさっく おけくすぇおすくにえ 

こさっさにゃぇすっかぬ ゃしった そぇい (させぉうかぬくうお うかう  

ぇゃすけきぇすうつっしおうえ ゃにおかのつぇすっかぬ). 
        ╁くってくはは こけょゃけょおぇ ょけかあくぇ しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ 
きけとくけしすう くぇゅさっゃぇすっかぬくにた ねかっきっくすけゃ う 

しせとっしすゃせのとうき ねかっおすさけせしすぇくけゃけつくにき くけさきぇき.  

       ╉ぇあょにえ くぇゅさっゃぇすっかぬくにえ ねかっきっくす うきっっす すっさきけしすぇす し さっゅせかうさけゃおけえ 55 – 85°]. 〈っさきけしすぇす しくぇぉあっく 

こさっょけたさぇくうすっかっき し すっきこっさぇすせさけえ しさぇぉぇすにゃぇくうは 93°] (± 3°]). ╄しかう こさけういけてかけ けすおかのつっくうっ こさうぉけさぇ, けすしけっょうくうすっ っゅけ 

けす ねかっおすさけしっすう, せしすさぇくうすっ くっうしこさぇゃくけしすぬ, う くぇあきうすっ おくけこおせ RESET くぇ こさっょけたさぇくうすっかっ. ╄しかう おくけこおぇ くっ しさぇぉぇすにゃぇっす, 
– けぉさぇすうすっしぬ ゃ しっさゃうしくせの しかせあぉせ. ╃かは こさぇゃうかぬくけえ さぇぉけすに ねかっおすさうつっしおけえ したっきに せしすぇくけゃうすっ ゃしっ すっさきけしすぇすに ゃ けょくけ 

こけかけあっくうっ (しすぇくょぇさすくぇは せしすぇくけゃおぇ 75°]) う こさう くぇゅさっゃっ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは こさけゃっょうすっ さっゅせかうさけゃおせ うた ょかは 
けょくけゃさっきっくくけゅけ しさぇぉぇすにゃぇくうは う けすおかのつっくうは くぇゅさっゃぇすっかぬくにた ねかっきっくすけゃ. 

‶さっょけたさぇくうすっかぬ すっさきけしすぇすぇ しさぇぉぇすにゃぇっす こさう: 

• ′っうしこさぇゃくけしすう ょぇすつうおぇ すっさきけしすぇすぇ 

• 〉しすぇくけゃおっ すっさきけしすぇすぇ ゃ しかうておけき ゃにしけおけっ こけかけあっくうっ 

[っおけきっくょせっきぇは すっきこっさぇすせさぇ せしすぇくけゃおう すっさきけしすぇすぇ 65 - 75°]. ‶さう ねすけき しくうあぇっすしは ゃっさけはすくけしすぬ けぉさぇいけゃぇくうは くぇおうこう う 

こぇさぇいうすくにた すけおけゃ, ゃかうはのとうた くぇ こさけょけかあうすっかぬくけしすぬ ねおしこかせぇすぇちうう こさうぉけさぇ.  
 

╆ぇこけかくっくうっ  

‶けょぇえすっ たけかけょくせの ゃけょせ. 〉ぉっょうすっしぬ, つすけ おさぇく ゅけさはつっえ ゃけょに ゃ きぇゅうしすさぇかう けすおさにす, す.お. くっけぉたけょうきけ ゃにこせしすうすぬ ゃけいょせた 
うい しうしすっきに. ╉けゅょぇ ゃけょぇ こけすっつっす うい おさぇくぇ さぇゃくけきっさくけ – いぇおさけえすっ っゅけ. 

 

]かうゃ  

¨すおかのつうすっ ねかっおすさうつっしおけっ こうすぇくうっ ゃけ ういぉっあぇくうっ ゃにたけょぇ うい しすさけは くぇゅさっゃぇすっかぬくけゅけ ねかっきっくすぇ. ‶っさっおさけえすっ おさぇく 

こけょぇつう たけかけょくけえ ゃけょに. ‶けょしけっょうくうすっ てかぇくゅ お しかうゃくけきせ おかぇこぇくせ う けすゃっょうすっ っゅけ ゃ そぇくけゃせの しうしすっきせ. ¨すおさけえすっ おさぇく 

ゅけさはつっえ ゃけょに ゃ しうしすっきっ ょかは ゃこせしおぇ ゃけいょせたぇ う けこけさけあくうすっ ぉぇお, けすおさにゃ しかうゃくけえ おかぇこぇく. 
 

╁′╇╋┿′╇╄ 
‶さう さうしおっ こさけきっさいぇくうは こけきっとっくうは けぉはいぇすっかぬくけ けこけさけあくうすっ ぉぇお. 
‶さっょけたさぇくうすっかぬくにえ おかぇこぇく (S) ‶さう くぇゅさっゃぇくうう ゃけょに うい おかぇこぇくぇ きけあっす おぇこぇすぬ ゃけょぇ, っしかう ょぇゃかっくうっ ゃくせすさう ぉぇおぇ 
こさっゃにてぇっす 9 ぉぇさ. ╉かぇこぇく せしすぇくけゃかっく ゃ くうあくっえ つぇしすう ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは くぇ ゃこせしおくけき おけきこかっおすっ おかぇこぇくけゃ.  
 

╁′╇╋┿′╇╄ ╆ぇこさっとぇっすしは ねおしこかせぇすぇちうは ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは し くっうしこさぇゃくにき うかう けすしせすしすゃせのとうき こさっょけたさぇくうすっかぬくにき 

おかぇこぇくけき.′っ ぉかけおうさせえすっ しかうゃ し こさっょけたさぇくうすっかぬくけゅけ おかぇこぇくぇ. 
 

¨ょうく さぇい ゃ きっしはち くっけぉたけょうきけ こさけゅさっゃぇすぬ ゃけょせ ゃ ぉぇおっ くぇ きぇおしうきぇかぬくけえ すっきこっさぇすせさっ ゃ すっつっくうっ 1 つぇしぇ. 
 



╁′╇╋┿′╇╄ 
 

╁ しかせつぇっ ゃけいくうおくけゃっくうは けしくけゃぇくうは こけ くっおけささっおすくけえ さぇぉけすっ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは けぉさぇすうすっしぬ ゃ しっさゃうし-ちっくすさ. 
╃っそっおす 
 

′っ すっつっす ゅけさはつぇは ゃけょぇ. 
 

 

 

 

 

 

╁けいきけあくぇは こさうつうくぇ 

 

1. ‶っさっおさにす おさぇく ゃけょけしくぇぉあっくうは. 

 

2. ╆ぇしけさっく そうかぬすさ. 

 

3. ′っゃけいゃさぇすくにえ おかぇこぇく くっこさぇゃうかぬくけ 

せしすぇくけゃかっく. 

〉しすさぇくっくうっ 

 

1. ‶さけゃっさうすぬ う けすおさにすぬ いぇこけさくにえ 

おさぇく. 

2. ‶っさっおさにすぬ おさぇく ゃけょけしくぇぉあっくうは. 

╁にくせすぬ う  こさけつうしすうすぬ そうかぬすさ.  

3. ‶さけゃっさうすぬ う せしすぇくけゃうすぬ おぇお 
くっけぉたけょうきけ (しき. したっきせ 
ゃけょけこけょおかのつっくうは) 

╃っそっおす 
 

》けかけょくぇは ゃけょぇ ゃきっしすけ ゅけさはつっえ. 

╁けいきけあくぇは こさうつうくぇ 

 

1. ′っ ゃおかのつっく くぇゅさっゃぇすっかぬくにえ 

ねかっきっくす. 
2. ]さぇぉけすぇか こさっょけたさぇくうすっかぬ 
くぇゅさっゃぇすっかぬくけゅけ ねかっきっくすぇ. 
3. ′っ さぇぉけすぇっす おけすっか (ゃ きけょっかはた し 
すっこかけけぉきっくくうおけき). 

 

4. ′っ けすさっゅせかうさけゃぇく しきっしうすっかぬくにえ 

おかぇこぇく (っしかう けく せしすぇくけゃかっく).  

 

 

〉しすさぇくっくうっ 

 

1. ‶さけゃっさうすぬ う こけょおかのつうすぬ. 
 

2. ‶さけゃっさうすぬ う こっさっいぇゅさせいうすぬ, くぇあぇゃ 
おくけこおせ RESET. 

3. ‶さけゃっさうすぬ さぇぉけすせ おけすかぇ. ╄しかう 

ょっそっおす こけゃすけさはっすしは, けぉさぇすうすっしぬ お 
せしすぇくけゃとうおせ うかう こさけういゃけょうすっかの おけすかぇ. 
4. ¨すさっゅせかうさけゃぇすぬ おかぇこぇく, こけゃっさくせゃ 

させつおせ ゃ こけかけあっくうっ + (ゅけさはつけ). 

 

 

╃っそっおす 
 

]おぇつおけけぉさぇいくにえ しかうゃ ゅけさはつっえ ゃけょに. 

╁けいきけあくぇは こさうつうくぇ 

 

1. ′っしすぇぉうかぬくけしすぬ ゃくせすさっくくっゅけ 

ょぇゃかっくうは. 
 

2. ‶けゃさっあょっくうっ すっさきけしすぇすぇ. 

     

 

 

〉しすさぇくっくうっ 

 

1. 〉ょぇかうすぬ ゃけいょせてくせの こさけぉおせ (しき. 

こけょおかのつっくうっ たけかけょくけえ ゃけょに ゃ 
うくしすさせおちうう ゃにてっ). 
2. ¨すおかのつうすぬ ねかっおすさけこうすぇくうっ う 

こっさっおさにすぬ こけょぇつせ すっこかけくけしうすっかは けす 
おけすかぇ. ╉けゅょぇ こさっさにゃうしすにえ しかうゃ 
こさっおさぇすうすしは, こさけゃっさうすぬ すっさきけしすぇす う 

せょぇかうすぬ, っしかう こけゃさっあょっく. ]ゃはいぇすぬしは し 
しっさゃうしくけえ しかせあぉけえ ょかは いぇきっくに. 

╃っそっおす 
 

‶けしすけはくくにえ しかうゃ ゅけさはつっえ ゃけょに うい 
こさっょけたさぇくうすっかぬくけゅけ おかぇこぇくぇ. 

╁けいきけあくぇは こさうつうくぇ 

 

1. 〈っきこっさぇすせさぇ すっさきけしすぇすぇ 
ゃにしすぇゃかっくぇ ゃ こさっょっかぬくけ ゃにしけおけっ 

こけかけあっくうっ. 

2. ′っ さぇぉけすぇっす すっさきけしすぇす うかう 

こさっょけたさぇくうすっかぬくにえ おかぇこぇく. 

 

 

3. ╆ぇしけさっく こさっょけたさぇくうすっかぬくにえ おかぇこぇく 

 

〉しすさぇくっくうっ 

 

1. ]くういうすぬ すっきこっさぇすせさせ くぇ ≈ 5°]. 

 

 

2. ¨すおかのつうすぬ ねかっおすさけこうすぇくうっ う 

こっさっおさにすぬ こけょぇつせ すっこかけくけしうすっかは けす 
おけすかぇ.  ]ゃはいぇすぬしは し しっさゃうしくけえ しかせあぉけえ 

ょかは いぇきっくに. 

3. ╁させつくせの けすおさにすぬ おかぇこぇく う こさけきにすぬ 
ゃけょけえ くぇ こさけすけおっ. 

╃っそっおす 
 

‶さけすっおぇっす ゃけょぇ. 

╁けいきけあくぇは こさうつうくぇ 

 

1. ‶かけたけっ しけっょうくっくうっ きっあょせ 
おかぇこぇくぇきう う ぉぇおけき. 

 

2. ‶かけたけっ しけっょうくっくうっ きっあょせ ぉぇおけき う 

くぇゅさっゃぇすっかぬくにき ねかっきっくすけき. 

3. ‶さけすっおぇっす ぉぇお. 

〉しすさぇくっくうっ 

 

1. ‶さけゃっさうすぬ う こけょすはくせすぬ ゃしっ 
しけっょうくっくうは. 

 

2. ‶さけゃっさうすぬ う こけょすはくせすぬ しけっょうくっくうっ 

くぇゅさっゃぇすっかぬくけゅけ ねかっきっくすぇ し ぉぇおけき. 

3. ¨すおかのつうすぬ けす ねかっおすさけこうすぇくうは う 

ゃけょけしくぇぉあっくうは, しかうすぬ ゃけょせ. ¨ぉさぇすうすっしぬ 
ゃ しっさゃうしくせの しかせあぉせ. 

╃っそっおす 
 

′っょけしすぇすけつくけっ おけかうつっしすゃけ ゅけさはつっえ 

ゃけょに. 

╁けいきけあくぇは こさうつうくぇ 
 

1. ‶さけすっつおう. 

2. 〈っこかけゃにっ こけすっさう. 

 

3. ′ういおぇは すっきこっさぇすせさぇ ゃけょに. 

 

4. ′っょけしすぇすけつくにえ けぉなっき 

ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかは. 

〉しすさぇくっくうっ 
 

1. 〉しすさぇくうすぬ こさけすっつおう ゃ しうしすっきっ. 

2. 〉しすぇくけゃうすぬ すっこかけういけかはちうの くぇ 
すさせぉに. 

3. 〉ゃっかうつうすぬ すっきこっさぇすせさせ くぇ 
すっさきけしすぇすっ. 

4. 〉ゃっかうつうすぬ けぉなっき ぇおおせきせかうさせっきけえ 

ゃけょに. 

 

 
OSO けしすぇゃかはっす いぇ しけぉけえ こさぇゃけ ゃくけしうすぬ かのぉにっ ういきっくっくうは ぉっい こさっょせこさっあょっくうは. 


