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ゅせかちえそほななかさてけうせふこ たちそおとさて 

╇ふつそさあみ あおえかくけみ 
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╉しみ たそしそう  つ たそおそえちかうそす 

╇ちかすみ たそしせそえそ そてうかちきおかせけみ 

〈かてそお とさしあおさけ «たしけてさあ たそ たしけてさか» 
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╉しみ くあえしといしかせせふに さそせつてちとさぬけこ (たそおうあしふ) 

[あねかつてうそ つかちてけなけぬけちそうあせそ ISO 

《いしあつてへ たちけすかせかせけみп ╇せとてちけд』せあちときけб 』てかせふд》そしふдをそさそしへ 

╉そつてとたせふ ちあくせふか ぬうかてそうふか うあちけあせてふ 



4 

 

╆¨『』』Хки』 

』てみきさあХ〈йее 

┿さきうさけゃぇくくぇは ゃにしけおけこさけつくぇは しすはあおぇ ょかは させつくけゅけ う 
きったぇくういうさけゃぇくくけゅけ くぇくっしっくうはй  
[ぇしすゃけさ ょけかゅけ しけたさぇくはっす こけょゃうあくけしすぬ - きけあくけ ゃにこけかくはすぬ いぇきっし くぇ ぉけかぬи
てせの こかけとぇょぬй ╁にしけおぇは こくさけういゃけょうすっかぬくけしすぬ いぇ しきっくせй ‶けょ かのぉけっ そうи
くうてくけっ こけおさにすうっй ‶かぇしすうつくぇはз ゃにしけおけすったくけかけゅうつくぇはз かっゅおけ さぇいさぇゃくうゃぇи
っすしはз こけょたけょうす ょかは  かのぉけゅけ せさけゃくは こけょゅけすけゃおう さぇぉけつうたй  

】つてちそこつてうそХたそしそう 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

9л きうく мзс おゅкき2кмきき F1 3лл ちうおかけゃ 20-тл きき 

《せくょぇきっくす ]すはあおぇ 《ぇしけゃおぇх нркрл おゅ 

╆¨『』』Хн 

》かつさそいかてそせХ〈иее 

╁にしけおけこさけつくにえ こっしおけぉっすけく ょかは せしすさけえしすゃぇ そせくょぇきっくи
すけゃ う しすはあっお させつくにき しこけしけぉけきй  
〈さぇょうちうけくくぇは しせたぇは ちっきっくすくけ-こっしつぇくぇは しきっしぬ ょかは せしすさけえしすゃぇ しすはあっお こけょ 
かのぉけっ そうくうてくけっ こけおさにすうっз ょかは しけいょぇくうは こさけつくにた けすきけしすけおз いぇこけかくっくうは 
しすにおけゃ う てゃけゃ こかうす こっさっおさにすうえй 
╁にたけょх нм-нн かうすさけゃ さぇしすゃけさぇ うい пл おゅ  しせたけえ しきっしうй  

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

сл きうく мзс おゅкき2кмきき F1 2лл ちうおかけゃ 20-тл きき 

《ぇしけゃおぇх пл おゅ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

《せくょぇきっくす ]すはあおぇ 
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╀っすけくくけっ けしくけゃぇくうっ 
 
╂うょさけういけかはちうは. 
╃かは こさっょけすゃさぇとっくうは こさけすっつっお しおゃけいぬ 
こかうすに こっさっおさにすうはз せかせつてっくうは しちっこかっи
くうは しすはあおう お けしくけゃぇくうのй  
┿おゃぇそかっおし - けぉきぇいけつくぇは ゅうょさけきっきи
ぉさぇくぇй 
』っさくけゃぇは しすはあおぇй 
╆ぇかうゃぇっすしは こけ いぇさぇくっっ せしすぇくけゃかっくくにき 
きぇはおぇきй 
]すはあおぇ ╀╇[]] ро]й ]すはあおぇ-さけゃくうすっかぬ 
╀╇[]] снй ‶っしおけぉっすけく ╀╇[]] у 

╂させくすけゃけつくにえ しかけえ. 
〉かせつてぇっす しちっこかっくうっ しかっょせのとっゅけ しかけは 
しけ しすはあおけえй 
╀╇[]] ╂させくす ‶ 

′ぇかうゃくけえ こけかй 
╁にしけおけすけつくけっ ゃにさぇゃくうゃぇくうっ こけゃっさたくけи
しすう こけょ そうくうてくせの けすょっかおせй ╁ しかせつぇっ 
うしこけかぬいけゃぇくうは しぇきけゃにさぇゃくうゃぇのとっえしは 
しきっしう ╀╇[]] снз ゃ いぇかうゃおっ そうくうてくけゅけ 
くぇかうゃくけゅけ こけかぇ くっす くっけぉたけょうきけしすうй 
╀╇[]] оп′ 

《うくうてくぇは けすょっかおぇ. 
╊ぇきうくぇすз こかうすおぇз おっさぇきけゅさぇくうすз こぇさи
おっすくぇは ょけしおぇ う すйょй - こけ すったくけかけゅうう さぇи
ぉけす こけ せおかぇょおっ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ ゃうょぇ 
こけおさにすうはй 
╃っきこそうさせのとぇは おさけきけつくぇは かっくすぇ. 

╃かは おけきこっくしぇちうう かうくっえくけえ ょっそけさきぇи
ちうう 
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╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Хлз 

』あすそせけうかしけちとまはあみつみХなけせけのせあみХつてみきさあХおしみХ
たそしあХ〈зее 

]すはあおぇ-さけゃくうすっかぬ ょかは させつくけゅけ う きったぇくういうさけゃぇくくけゅけ 
くぇくっしっくうはй  
╃かは せしすさけえしすゃぇ くっしせとうた ういくけしけしすけえおうた こけかけゃз ぇ すぇおあっ しけいょぇくうは 
けしくけゃぇくうは こけょ かのぉけえ ゃうょ けすょっかけつくけゅけ こけおさにすうはх おけゃさけかうくз かうくけかっせきз 
かぇきうくぇすз こぇさおっすくぇは ょけしおぇз こかうすおぇз おっさぇきけゅさぇくうすй ╃かは さぇぉけす しくぇさせあう う 
ゃくせすさう こけきっとっくうえ し くけさきぇかぬくけえ う こけゃにてっくくけえ ゃかぇあくけしすぬのй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

пл きうく мзу おゅкき2кмきき F1 млл ちうおかけゃ 10-ул きき 

]すはあおぇ 《ぇしけゃおぇх рл おゅ ぁおけくけきうは くぇ cすけうきけしすう 
きぇすっさうぇかけゃз さぇぉけす う ゃさっきっくう 

╆¨『』』Хий〉 

〉あしけうせそこХたそしХいふつてちそてうかちおかまはけこХ〈зее 

╁にしけおけすけつくけっ ゃにさぇゃくうゃぇくうっ こけかけゃ こけょ そうくうてくけっ こけи
おさにすうっ させつくにき しこけしけぉけきй  
‶けょたけょうす ょかは こけしかっょせのとっえ せおかぇょおう ぉけかぬてうくしすゃぇ ゃうょけゃ そうくうてくけえ けすи
ょっかおうх かぇきうくぇすз こかうすおぇз かうくけかっせきз こぇさおっすくぇは う うくあっくっさくぇは ょけしおぇ くぇ けしи
くけゃぇくうっ гしすはあおせд  こさけつくけしすぬの くっ きっくっっ ╋нллй ╋ぇすっさうぇか たぇさぇおすっさういせっすしは 
こさっおさぇしくけえ ういくけしけしすけえおけしすぬのз ぉにしすさにき いぇすゃっさょっゃぇくうっきз くういおけえ せしぇょおけえй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╁にたけょ さぇしすゃけさぇ 〈けかとうくぇ しかけは 

нл きうく мзс おゅкき2кмきき 15 か うい нр おゅ 5-мл きき 

《ぇしけゃおぇх нркрл おゅ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

ゅさそせそすけてХうちかすみХけХ
おかせへえけ 
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╆¨『』』Х【╊『〈《》《『Хつてみきさあ 

【かたしそけくそしみぬけそせせあみХしかえさあみХつてみきさあХ〈мк 

]すはあおぇ うい こけかうしすうさけかぉっすけくぇй  
『っきっくすくぇは しきっしぬ し ゅさぇくせかぇきう こけかうしすうさけかぇ し くういおけえ すっこかけこさけゃけょくけしすぬのй 
╁ п さぇいぇ かっゅつっ けぉにつくけゅけ こっしおけぉっすけくぇз くっ せゃっかうつうゃぇっす くぇゅさせいおせ くぇ こっさっи
おさにすうはз つすけ ぇおすせぇかぬくけ ょかは さっきけくすぇ こけかけゃ ゃ ゃっすたけき あうかけき そけくょっй ╊っゅおうえ 
こさけちっしし こけゅさせいおう-さぇいゅさせいおうй ′ぇくけしうすしは ゃさせつくせの うかう し こけきけとぬの てすせおぇи
すせさくにた しすぇくちうえ ょかは かっゅおうた しきっしっえй ╇ょっぇかぬくぇ こけょ かぇきうくぇすй 

〈っこかけこさけゃけょくけしすぬ [ぇしたけょ ‶かけすくけしすぬ  さ-さぇ 〈けかとうくぇ しかけは 

лзо ╁すкき°] мзо かкき2кмきき 1100±100 さえдす3  50-нлл きき 

]すはあおぇ 《ぇしけゃおぇх ол か しせたけえ しきっしう гшнн か さぇしすゃけさぇд 

]かえさあみ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

]かえさあみХてかたしあみХつてみきさあХけくХ
たそしけつてけちそしいかてそせあ 

╆¨『』』Х【╊『〈《》《『Х』【っ╋[╅ 

1 

2 

3 

4 

5 

1. ╀っすけくくけっ けしくけゃぇくうっй ╆ぇょっかぇすぬ しすにおうз 
すさっとうくにй ¨つうしすうすぬ けす ゅさはいう う けぉっしこにи
かうすぬ しけしすぇゃけき ╀╇[]] ╂させくす 〉くうゃっさи
しぇか. 

2. ┿おゃぇそかっおしй ╂うょさけういけかはちうけくくぇは きっきи
ぉさぇくぇ くぇ ぇおさうかけゃけえ けしくけゃっй ╆ぇとうすうすぬ 
けしくけゃぇくうっ けす こさけすっつっおй 

3. 〈っさきけこけさ ]すはあおぇй ╁ р さぇい かっゅつっ 
けぉにつくにた しすはあっおй ′ういおぇは すっこかけこさけゃけょи
くけしすぬй 

4. ′ぇかうゃくけえ こけか ╀╇[]] оп′й ╁にさぇゃくうи
ゃぇのとうえ しけしすぇゃ こけょ そうくうてくけっ こけおさにи
すうっй 

5. 《うくうてくけっ こけおさにすうっх かぇきうくぇす к こぇさおっすи
くぇは ょけしおぇ к こかうすおぇй 
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╆¨『』』Хж 

〈そせてあきせそ-さしあおそねせあみХつすかつへХ〈зее 

ょかは ゃけいゃっょっくうは しすっく う けぉとっしすさけうすっかぬくにた さぇぉけすх 
 おかぇょおぇ うい おっさぇきうつっしおけゅけз しうかうおぇすくけゅけ おうさこうつぇ う ぉっすけくくにた ぉかけおけゃц 
 ぉっすけくうさけゃぇくうっ かっしすくうち う こけかけゃц 
 さっきけくす しすぇさけえ しすはあおうц 
 いぇょっかおぇ ょっそっおすけゃ ぉっすけくくにた ぉかけおけゃй 
╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй ぁおけかけゅうつっしおう つうしすけっ しにさぬっ くぇ けしくけゃっ 
ちっきっくすくけゅけ ゃはあせとっゅけй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ [ぇしたけょ 

сл きうく лзмр ╋‶ぇ F1 100 н おゅкき2кмきき 

《ぇしけゃおぇх пл おゅ 

╇そくうかおかせけかХつてかせ 

 

╆¨『』』Х》《『《╆╊【《〉 

〈そせてあきせそ-さしあおそねせふこХさしかこХおしみХいしそさそうХけХたしけてХせあХ
そつせそうかХみねかけつてふにХいかてそせそうХ(たかせそいかてそせあХけХえあくそいかв
てそせあ)бХえあくそつけしけさあてあбХつけしけさあてせふにХいしそさそうХけХたしけてг 
о ゃ мх せおかぇょおぇз けてすせおぇすせさうゃぇくうっ う さっきけくすй 
╉かっっゃけえ しけしすぇゃ こさっょけすゃさぇとぇっす こけはゃかっくうっ きけしすうおけゃ たけかけょぇ ゃ きっしすぇた しすにи
おけゃけつくにた てゃけゃз こけょょっさあうゃぇは すっこかけういけかはちうけくくにっ しゃけえしすゃぇ はつっうしすけゅけ 
ぉっすけくぇй ╁けょけ-зきけさけいけしすけえおうえй ╃かは くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇぉけすй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

нпл きうく м ╋‶ぇ 10 ╋‶ぇ 2-у きき 

《ぇしけゃおぇх нр おゅ 

]とねのあみХぬかせあ 

╇ふつそさそたちそねせふこ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Хжж 

】せけうかちつあしへせあみХぬかすかせてせあみХのてとさあてとちさあХ〈жке 

ょかは させつくけゅけ くぇくっしっくうは  
【すせおぇすせさくにえ しけしすぇゃ ょかは けてすせおぇすせさうゃぇくうは そぇしぇょけゃз ちけおけかっえз ぇ すぇおあっ 
こけゃっさたくけしすっえ しすっく ゃ こけきっとっくうはた し こけゃにてっくくけえ ゃかぇあくけしすぬの гこぇさおけゃおうз 
こけょゃぇかにз ゅぇさぇあうз う すйこйдз ょかは ゃにさぇゃくうゃぇくうは けしくけゃぇくうえ こけょ けぉかうちけゃおせз 
てこぇおかっゃおせ うかう ょっおけさぇすうゃくせの てすせおぇすせさおせй ╋けあっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは ょかは 
いぇこけかくっくうは くっぉけかぬてうた ょっそっおすけゃ しすっく-さぇおけゃうくз おぇゃっさくз すさっとうくй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

пл きうく мзр おゅкき2кмきき F1 50 5-мр きき 

《ぇしけゃおぇх рл おゅ 

《ておかしさあХつてかせ 

ぃてとさあてとちさけ 

╆¨『』』Хжжз 

《いしかえねかせせあみХぬかすかせてせあみХのてとさあてとちさあХ〈жее 

ょかは させつくけゅけ う きったぇくういうさけゃぇくくけゅけ こさうきっくっくうはй 
‶さうきっくはっすしは ょかは ゃにしけおけおぇつっしすゃっくくけゅけ けてすせおぇすせさうゃぇくうは こけゃっさたくけしすっえ うい 
きけくけかうすくけゅけ う しぉけさくけゅけ あっかっいけぉっすけくぇз ちっきっくすくけ-こっしつぇくけえ てすせおぇすせさおうз 
おかぇょおう うい おうさこうつぇз こさうさけょくけゅけ おぇきくはз こっくけ-ゅぇいけぉっすけくくにた ぉかけおけゃ う すйょй 
ぁおけかけゅうつっしおう ぉっいけこぇしくぇй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

сл きうく м,м おゅкき2кмきき F1 рл ちうおかけゃ 5-ол きき 

《ぇしけゃおぇх пл おゅ 

]とねのあみХぬかせあ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

〉けくさけこХちあつにそお 
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╆¨『』』Хжз 

‒あつあおせあみХうしあえそつてそこさあみХのてとさあてとちさあХ 
ょかは させつくけゅけ くぇくっしっくうはз くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇぉけす 

‶さうきっくはっすしは ょかは けてすせおぇすせさうゃぇくうは そぇしぇょけゃз ちけおけかっえз ぇ すぇおあっ こけゃっさたくけи
しすっえ しすっく う こっさっおさにすうえ ゃ こけきっとっくうはた し こけゃにてっくくけえ ゃかぇあくけしすぬの ょかは 
ゃにさぇゃくうゃぇくうは けしくけゃぇくうえ こけょ けぉかうちけゃおせ こかうすおけえз こさうさけょくにき おぇきくっきз 
てこぇおかっゃおせ うかう ょっおけさぇすうゃくせの てすせおぇすせさおせй ╋けあっす ぉにすぬ うしこけかぬいけゃぇくぇ ょかは 
いぇこけかくっくうは くっぉけかぬてうた ょっそっおすけゃ しすっく—さぇおけゃうくз おぇゃっさく う すさっとうくй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ ‶さけつくけしすぬ 

сл きうく мзс おゅкき2кмきき F1 50 м5 ╋‶ぇ 

《ぇしけゃおぇх рл おゅ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

』けつてかすあХそのてとさあてとちけうあせけみХ
なあつあおそうХ 

╆¨『』』Х 

1 

2 

3 

4 

1. ¨しくけゃぇくうっз こけょゅけすけゃかっくくけっ う けぉさぇи
ぉけすぇくくけっ ゅさせくすけき ╀╇[]] ╂させくす ╀っи
すけく-╉けくすぇおすй  

2. ╀╇[]] мн гうかう ммн к мр к ммрдй 
【すせおぇすせさくにえ しかけえй ‶けしかっ ゃにしにたぇи
くうは こさけゅさせくすけゃぇすぬ しけしすぇゃけき ╀╇[]] 
╂させくす 〉くうゃっさしぇか 

3. ╀╇[]] от [┿╁′╇〈╄╊をй 『っきっくすくぇは 
てこぇおかっゃおぇй  

4. 《ぇしぇょくぇは おさぇしおぇй ′ぇくけしうすしは くぇ けぉи
さぇぉけすぇくくにえ ╂させくすけき ╉【 しかけえ てこぇи
おかっゃおう. 
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╆¨『』』Хжк 

をかすかせてせそ-けくうかつてさそうあみХのてとさあてとちさあ 

ょかは させつくけゅけ けてすせおぇすせさうゃぇくうは くけゃにた う さっきけくすぇ しすぇさにた 
しすっくй 
╁にしけおぇは ぇょゅっいうは お  ぉっすけくくにきз おうさこうつくにき う ょさせゅうき くっょっそけさきうさせっきにき 
けしくけゃぇくうはきй ╁にさぇゃくうゃぇっす しすっくに こけょ けぉかうちけゃおせз てこぇおかっゃおせ うかう ょっおけさぇи
すうゃくせの てすせおぇすせさおせй ̈ ぉかぇょぇっす こけゃにてっくくけえ こぇさけこさけくうちぇっきけしすぬのй  
‶さっょくぇいくぇつっくぇ ょかは くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇぉけすй  

‶さけつくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

мл ╋‶ぇ мзс おゅкき2кмきき F1 50 5-нлきき 

《ぇしけゃおぇх рл おゅ 

╆¨『』』Хжжк 

《いしかえねかせせあみХぬかすかせてせそ-けくうかつてさそうあみХのてとさあてとちさあ 

ょかは させつくけゅけ う きったぇくういうさけゃぇくくけゅけ くぇくっしっくうは ゃ しすさけうи
すっかぬくにた う さっきけくすくにた さぇぉけすぇたй  
┿すきけしそっさけ- う きけさけいけしすけえおぇはз けぉかぇょぇっす こけゃにてっくくけえ こぇさけこさけくうちぇっきけи
しすぬのз うきっっす こけくうあっくくにえ さぇしたけょ こけ けすくけてっくうの お けぉにつくにき ちっきっくすくけ-

ういゃっしすおけゃけ-こっしつぇくにき てすせおぇすせさおぇきз ねおけかけゅうつっしおう ぉっいけこぇしくぇй ╃かは くぇさせあи
くにた う ゃくせすさっくくうた さぇぉけすй 

‶さけつくけしすぬ [ぇしたけょ ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

мл ╋‶ぇ м おゅкき2кмきき F1 рл ちうおかけゃ 5-ол きき 

《ぇしけゃおぇх пл おゅ 

ゅさそせそすけねせあみ 

]とねのあみХぬかせあ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Хле 

】せけうかちつあしへせあみХえけたつそうあみХのてとさあてとちさあ 

ょかは させつくけゅけ くぇくっしっくうは ゃくせすさう こけきっとっくうえй 
》けさけてけ いぇすうさぇっすしはз こけいゃけかはっす こけかせつうすぬ うょっぇかぬくけ ゅかぇょおせの 
«てっかおけゃうしすせの» こけゃっさたくけしすぬ こけょ こけおさぇしおせз くっ すさっぉせのとせの こけしかっи
ょせのとっゅけ てこぇおかっゃぇくうはз けぉかぇょぇっす しすけえおけしすぬの お すさっとうくけけぉさぇいけゃぇи
くうのз しけいょぇっす おけきそけさすくにえ きうおさけおかうきぇす ゃ こけきっとっくううй ╋けあくけ 
くぇくけしうすぬ すけくおうき しかけっきй ぁおけかけゅうつっしおう ぉっいけこぇしくにえ こさけょせおすй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ [ぇしたけょ ‶さけつくけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

ол きうく лзу おゅкき2кмきき 5 ╋‶ぇ 5-рл きき 

《ぇしけゃおぇх ол おゅ 

2-う-1 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

』けつてかすあХいふつてちそこХたそおえそてそうさけХ
うせとてちかせせけにХつてかせХХさХそさしかこさかХ
そいそみすけХ 

╆¨『』』Хле 

2 

3 

1 

4 

1. ¨しくけゃぇくうっз けつうとっくくけっ う けぉさぇぉけи
すぇくくけっ さぇいょっかうすっかぬくにき しけしすぇゃけき 
╀╇[]] 〈╇《╄′ ╂[〉′〈й  

2. ╀╇[]] слй  【すせおぇすせさくけ-
てこぇおかっゃけつくにえ しかけえй  

3. ╀╇[]] 〈╇《╄′ ╂[〉′〈.  

4. ¨ぉけう. 
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╆¨『』』Х【╊『〈《》《『Хのてとさあてとちさあ 

]かえさあみХてかたしそけくそしみぬけそせせあみХのてとさあてとちさあ 

ょかは せすっこかっくうは そぇしぇょけゃ う すけかしすけしかけえくけゅけ ゃにさぇゃくうゃぇи
くうは ゃくせすさっくくうた しすっく し けょくけゃさっきっくくけえ すっこかけ– う てせきけи
ういけかはちうっえй  
]せたぇは しきっしぬ うい ねおけかけゅうつっしおう つうしすけゅけ しにさぬは くぇ けしくけゃっ こけさすかぇくょちっきっくすぇз 
くぇこけかくうすっかは — こっくけこけかうしすうさけかぇз う たうきうつっしおうた ょけぉぇゃけおз こさうょぇのとうた さぇしи
すゃけさせ ゃにしけおせの ぇょゅっいうの гゃ すйつй お こけすけかおぇきдй ̈ ぉかぇょぇっす いゃせおけういけかうさせのとうきう 
しゃけえしすゃぇきうй ╁ р さぇい かっゅつっ けぉにつくけえ てすせおぇすせさおうй ‶けいゃけかはっす しけいょぇゃぇすぬ さっи
かぬっそくにっ そぇしぇょくにっ ねかっきっくすにй ╋ぇすっさうぇか うきっっす ゃにしけおせの こぇさけこさけくうちぇっи
きけしすぬ う くういおせの すっこかけこさけゃけょくけしすぬй ぁくっさゅけしぉっさっあっくうっ ょけ  слай  
′ぇくけしうすしは ゃさせつくせの うかう し こけきけとぬの てすせおぇすせさくにた しすぇくちうえ ょかは かっゅおうた しきっи
しっえй  

〈っこかけこさけゃけょくけしすぬ [ぇしたけょ ╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

лзлс ╁すкき╉ лзнр おゅкき2кмきき 1,5 つ 20-рл きき 

《ぇしけゃおぇх трか ~ мрз9 おゅ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

╆かつたしけてせそかХとてかたしかせけか 

』ちあうせかせけか てかたしそたちそうそおせそつてけ すあてかちけあしそう 
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╆¨『』』ХкеХねかちうみねせあみ 

╉かさそちあてけうせあみХのてとさあてとちさあХ«さそちそかお» 

╁にしけおけこさけつくぇは ͻ ╋けさけいけしすけえおぇは ͻ ぁおけくけきうつくぇはй 
]けしすぇゃ くぇ ちっきっくすくけえ けしくけゃっ し きさぇきけさくけえ おさけておけえ さぇいきっさけき мзр-
н きき う おけきこかっおしけき ょけぉぇゃけおй ‶けおさにすうっ けぉかぇょぇっす ゃにしけおけえ こさけつくけи
しすぬの う ぇすきけしそっさけしすけえおけしすぬのй ′うゃっかうさせっす くっぉけかぬてうっ くっさけゃくけしすう 
こけゃっさたくけしすうй ╁にこせしおぇっすしは ゃ ぉっかけえ ぉぇいっй ╃っおけさぇすうゃくにえ ねそそっおす 
ょけしすうゅぇっすしは いぇ しつっす おけかっさけゃおう しせたうきう こうゅきっくすぇきう うかう くぇくっしっくうи
っき そうくうてくけゅけ かぇおけ-おさぇしけつくけゅけ ちゃっすくけゅけ しかけはй 

╋けさけいけしすけえおけしすぬ [ぇしたけょ ‶さけつくけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

F1 тр ちうおかけゃ нзр おゅкき2кмきき мл ╋‶ぇ 1,5-н きき 

《ぇしけゃおぇх нр おゅ 

╆¨『』』Х【╊『〈《‒¨[』 

[しかかうあみХのてとさあてとちさあХおしみХつけつてかすХてかたしそけくそしみぬけけ 

]かせあうす ぇさきうさせのとうき しかけっき ゃ しうしすっきぇた せすっこかっくうは そぇи
しぇょけゃй 
╋ぇすっさうぇか くぇ けしくけゃっ ちっきっくすぇз けぉかぇょぇっす ゃにしけおけえ ぇょゅっいうっえ けょくけи
ゃさっきっくくけ お ぉっすけくくにきз おうさこうつくにきз ゅぇいけぉっすけくくにき う ょさせゅうき きうくっи
さぇかぬくにき けしくけゃぇくうはきз お こかうすくけきせ せすっこかうすっかの гうい こけかうしすうさけかぇз 
きうくっさぇかぬくけえ ゃぇすにз かっゅおけえ てすせおぇすせさおっ 〈╄[╋¨‶¨[ う こさйд う とっかけи
つっしすけえおけえ しっすおっй  ]けしすぇゃ たぇさぇおすっさういせっすしは たけさけてっえ こぇさけこさけくうちぇっи
きけしすぬのз ぇすきけしそっさけしすけえおけしすぬのз きけさけいけしすけえおけしすぬのз こさけつくけしすぬの くぇ 
しあぇすうっ う くぇ ういゅうぉй ╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй  

‶さけつくけしすぬ ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

мр ╋‶ぇ м зр ╋‶ぇ F1 тр ちうおかけゃ 2-р きき 

《ぇしけゃおぇх нр к рл おゅ 

ほしあつてけねせふこ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

1 

2 

3 

1. 【╊『〈《》《『Хのてとさあてとちさあг 《つせそうせそこ てかたしそв
けくそしけちとまはけこ つしそこ せあ たそおえそてそうしかせせそす 
そつせそうあせけけг 

2. 【╊『〈《‒¨[』ХさしかかうあみХのてとさあてとちさあг ╅ちв
すけちとまはけこ つしそこ つ はかしそねかつてそこさそこ つかてв
さそこг 

3. ╆¨『』』ХкеХねかちうみねせあみг ╉かさそちあてけうせあみ のてとв
さあてとちさあ つ ほななかさてそす «さそちそかお»г 〉あ そいちあв
いそてあせせふこ  えちとせてそうさそこ ╆¨『』』 ╆╊【《〉-

[《〉【╅[【  あちすけちとまはけこ つしそこг 

』¨』【╊〈╅Х╆╊』》]¨【〉《╈《Х】【╊》]╊〉¨っХ‒╅』╅╉《╇Х 

╆¨『』』Х【╊『〈《》《『 
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╆¨『』』ХимХ『あうせけてかしへ 

』てあちてそうあみХぬかすかせてせあみХのたあさしかうさあг 
╁にさぇゃくうゃぇくうっ こけゃっさたくけしすう こけょ けおかっえおせй ]っさぇはз ぉっかぇはй 
┿すきけしそっさけしすけえおぇは てこぇおかひゃおぇ ょかは ゃにさぇゃくうゃぇくうは う いぇこけかくっくうは 
きっかおうた ょっそっおすけゃ しすっく ゃ こけきっとっくうはた かのぉけえ ゃかぇあくけしすう う くぇ そぇしぇи
ょぇた こけょ こけしかっょせのとせの けすょっかおせй [ぇゃくうすっかぬ ╀╇[]] от しっさにえ こけょたけи
ょうす ゃ おぇつっしすゃっ さぇぉけつっえ てこぇおかっゃおう こさう ゃにこけかくっくうう さっきけくすくにた 
さぇぉけす こけ ゅけさはつうき ぉっすけくくにき こぇくっかはき し すっきこっさぇすせさけえ こけゃっさたくけしすう 
ょけ ж рл°]й 
╃かは させつくけゅけ う きぇてうくくけゅけ くぇくっしっくうはй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

3 つ лзр ╋‶ぇ мл ╋‶ぇ 1-мл きき 

《ぇしけゃおぇх нл おゅ 

╆¨『』』ХимХ‒けせけのХ 
‒けせけのせあみХぬかすかせてせあみХのたあさしかうさあ 

╁にさぇゃくうゃぇくうっ こけゃっさたくけしすう こけょ こけおさぇしおせй ]っさぇはз ぉっи
かぇは 

┿すきけしそっさけしすけえおぇは てこぇおかひゃおぇ ょかは ゃにしけおけすけつくけゅけ ゃにさぇゃくうゃぇくうは 
しすっく ゃ こけきっとっくうはた かのぉけえ ゃかぇあくけしすう う くぇ そぇしぇょぇた こけょ そうくうてи
くせの けすょっかおせй 》けさけてぇは ぇょゅっいうは お ぉっすけくくにきз けてすせおぇすせさっくくにき けしи
くけゃぇくうはきз ╂╉╊з ╂╁╊з ]╋╊ う 『]‶й  
╃かは させつくけゅけ う きぇてうくくけゅけ くぇくっしっくうはй 
╋けあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ ぉっい こさっょゃぇさうすっかぬくけゅけ てかうそけゃぇくうはй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ 〈けかとうくぇ しかけは 

о つ лзп ╋こぇ 5 ╋こぇ 0,2-о きき 

《ぇしけゃおぇх нл おゅ 

ぃたあさしかうさけ 

о つ лзр ╋こぇ 5 ╋こぇ 0,2-о きき 

ぉっかぇは 

しっさぇは 

いかくХのしけなそうあせけみ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

》そおХそいそけ 
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╆¨『』』ХинХ『あうせけてかしへ 

』てあちてそうあみХえけたつそうあみХのたあさしかうさあХたそうふのかせせそこХ
たちそねせそつてけХおしみХつてかせХけХたそてそしさそうХ 
╁にさぇゃくうゃぇくうっ こけょ けおかっえおせ • ╃かは かのぉけゅけ せさけゃくは こけょゅけすけゃおう • 
′っ すさっぉせっす てかうそけゃぇくうは • ぁおけくけきうす ゃさっきはз  しすけうきけしすぬ さぇぉけす う 
きぇすっさうぇかけゃ 

‶さっょくぇいくぇつっくぇ ょかは ゃにさぇゃくうゃぇくうは こけゃっさたくけしすう こっさっょ くぇくっしっくうっき 
そうくうてくけえ てこぇおかっゃおう けてすせおぇすせさっくくにた ゅうこしけゃにきう しけしすぇゃぇきう 
こけゃっさたくけしすっえз ╂╉╊ う ╂╁╊ ゃくせすさう こけきっとっくうえ し くけさきぇかぬくけえ 
ゃかぇあくけしすぬのй  

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ [ぇしたけょ 

2 つ лзр ╋‶ぇ 5 ╋‶ぇ м おゅкき2кмきき 

《ぇしけゃおぇх ол おゅ 

╆¨『』』ХинХ‒けせけのХ 
‒けせけのせあみХえけたつそうあみХのたあさしかうさあ 

ょかは こけょゅけすけゃおう こけゃっさたくけしすう しすっく う こけすけかおけゃ こけょ こけしかっょせのとうっ 
ょっおけさぇすうゃくにっ こけおさにすうはз けおかっえおせ う こけおさぇしおせй ╋けあくけ うしこけかぬいけи
ゃぇすぬ ぉっい こさっょゃぇさうすっかぬくけゅけ てかうそけゃぇくうはй 
【こぇおかひゃおぇ さっおけきっくょけゃぇくぇ ょかは こけきっとっくうえ し くけさきぇかぬくけえ ゃかぇあくけи
しすぬのц こさう くけゃけき しすさけうすっかぬしすゃっ う ゃにこけかくっくうう さっきけくすくにた さぇぉけすй 
╃けこせしおぇっすしは くぇくっしっくうっ くぇ ぉっすけくくにっз おうさこうつくにっ う けてすせおぇすせさっくи
くにた ちっきっくすくにきう さぇしすゃけさぇきう こけゃっさたくけしすっえ し こさっょゃぇさうすっかぬくにき 
ゅさせくすけゃぇくうっき ╀╇[]] 〈うそっく ╂させくすй ぁおけかけゅうつっしおう つうしすにえ きぇすっさうи
ぇかз くっ しけょっさあうす ゃさっょくにた ょかは いょけさけゃぬは つっかけゃっおぇ ゃっとっしすゃй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ [ぇしたけょ 

《ぇしけゃおぇх ол おゅ 

 

н つ лзр ╋こぇ 5 ╋‶ぇ м おゅкき2кмきき 

いかくХのしけなそうあせけみ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』ХиоХ》そしけすかちХ『あうせけてかしへ 

』てあちてそうあみХたそしけすかちせあみХのたあさしかうさあХおしみХつてかせХけХ
たそてそしさそう 

ょかは つぇしすうつくけゅけ うかう こけかくけゅけ ゃにさぇゃくうゃぇくうは ゅさせぉけ 
けてすせおぇすせさっくくにた こけゃっさたくけしすっえз ╂╉╊ う ╂╁╊ ゃくせすさう しせたうた 
こけきっとっくうえз こけょゅけすけゃおぇ こけょ けおかっえおせй 
‶さうきっくはっすしは ょかは しすっく う こけすけかおけゃ こさう くけゃけき しすさけうすっかぬしすゃっ う 
ゃにこけかくっくうう さっきけくすくにた さぇぉけすй 〉しすさぇくはっす くっさけゃくけしすう けす м ょけ о きき 
гこさう つぇしすうつくけき ゃにさぇゃくうゃぇくうう — ょけ р ききд こけょ こけしかっょせのとっっ 
そうくうてくけっ ゃにさぇゃくうゃぇくうっ うかう けおかっえおせ けぉけはきうй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは 〈けかとうくぇ しかけは [ぇしたけょ 

24 つ лзр ╋‶ぇ мйййо きき л,9 おゅкき2кмきき 

《ぇしけゃおぇх ол おゅ 

╆¨『』』ХиоХ》そしけすかちХ‒けせけのХ 
‒けせけのせあみХたそしけすかちせあみХのたあさしかうさあ 

ょかは ゃにしけおけおぇつっしすゃっくくけえ こけょゅけすけゃおう お ょっおけさぇすうゃくけえ けすょっかおっ 
しすっく う こけすけかおけゃ ゃくせすさう しせたうた こけきっとっくうえй 
╁にさぇゃくうゃぇっす こけゃっさたくけしすぬ こけょ こけおさぇしおせй ╋けあくけ すぇおあっ こさうきっくはすぬ 
ょかは さっしすぇゃさぇちうけくくにた さぇぉけす こけょ さけしこうしぬй ╃けこせしすうきけ うしこけかぬいけゃぇすぬ 
ぉっい こさっょゃぇさうすっかぬくけゅけ てかうそけゃぇくうはй 
ぁおけかけゅうつっしおう ぉっいけこぇしくにえ こさけょせおすй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは 〈けかとうくぇ しかけは [ぇしたけょ 

м おゅкき2кмきき 0,1...1 きき лзр ╋こぇ нп つ 

《ぇしけゃおぇх ол おゅ 

 

〉けくさけこХちあつにそお 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

ぃかしさそうけつてそ-

えしあおさあみ 
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》しけてそねせふこХさしかこ 

╆¨『』』 [しかこ  
╈¨╉『《‒]╊[』 

╆¨『』』 [しかこ  
』【╅〉╉╅『【 

╆¨『』』 [しかこ  
〈『╅〈《『¨【Х 
〈『╅〈《『¨【Х╆╊]ぉ‶ 

おそ зк さえдす2 

おそ йе さえдす2 

おそ ме さえдす2 

〈╅』』╅ХжХ[╇г〈гХ》]¨【[¨ 

 [あなかしへせあみ たしけてさあ 

 ]かえさけこ たそちけつてふこ せあてとちあしへせふこ さあすかせへ たしそてせそつてへま おそ 
ззее さえдす3: 

 けくうかつてせみさб  
 ちあさとのかねせけさб  
 えちあせけてб  
 いあくあしへてб  
 てちあうかちてけせふ 

《╆]¨を《╇《ぁ〉ぉ‶Х〈╅【╊『¨╅] 

╆¨『』』 [しかこ  
』】》╊『ゅ]╅』【¨[ 

╆¨『』』 [しかこ  
】〉¨╇╊『』╅] 

ぢ
¿Ü

à
íÑ

á 
ä¿

óö
¡ó

, ï
½

2  

╈けおХたそХうふいそちとХさしかみХたそХちあくすかちとХさかちあすけねかつさそこХたしけてさけ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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おそ зк さえдす2 

おそ йе さえдす2 

おそ ме さえдす2 

〈╅』』╅ХжХ[╇г〈гХ》]¨【[¨ 

 [かちあすそえちあせけてせあみ  たしけてさあ 

 [しけせさかちせあみ たしけてさあ 

 【みきかしふこ せけくさそ たそちけつてふこ せあてとちあしへせふこ さあすかせへ たしそてв
せそつてへま いそしかか ззее さえдす3: 
 さうあちぬけてб  
 すちあすそちб  
 えあいいちそ 

《╆]¨を《╇《ぁ〉ぉ‶Х〈╅【╊『¨╅] 

╆¨『』』 [しかこ  
╈¨╉『《‒]╊[』 

╆¨『』』 [しかこ  
』】》╊『ゅ]╅』【¨[ 

╆¨『』』 [しかこ  
зл╉ 

╆¨『』』 [しかこ  
』【╅〉╉╅『【 

╆¨『』』 [しかこ  
】〉¨╇╊『』╅] 

╆¨『』』 [しかこ  
〈『╅〈《『¨【Х 
〈『╅〈《『¨【Х╆╊]ぉ‶ 

╈けおХたそХうふいそちとХさしかみХたそХちあくすかちとХたしけてさけХさかちあすそえちあせけてあ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Х[しかこХ』【╅〉╉╅『【 
╉しみХしかえさそこХたしけてさけХうかつそすХおそХзкХさえдす2 おしみХ
うせとてちかせせけにХちあいそて 

╉ぇそっかぬくぇは こかうすおぇ ょけ нлたнлきき くぇ こけか う しすっくに 

╉っさぇきけゅさぇくうす ょけ олたолしき くぇ こけか 

‶かぇしすうつくにえ おかっっゃけえ しけしすぇゃ こけいゃけかはっす かけおぇかぬくけ ゃにさぇゃくうゃぇすぬ 
けしくけゃぇくうは しかけっき  н-рききй ╁さっきは おけささっおすうさけゃおう こけかけあっくうっ こかうすおう 
— ゃ すっつっくうっ млきうくй ╆ぇすうさおぇ てゃけゃ くぇ しすっくぇたкこけかぇた つっさっい мркнп つй 
╇ょっぇかっく ょかは おせたくうз ゃぇくくけえз ぉぇかおけくぇ う すっささぇしにй  

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ [ぇしたけょ 

4 つ лзр ╋‶ぇ т ╋‶ぇ мзр おゅкき2кмきき 

《ぇしけゃおぇх нр к рл おゅ 

╆¨『』』Х[しかこХ】〉¨╇╊『』╅] 

╉しみХしかえさそこХたしけてさけХうかつそすХおそХзкХさえдす2 おしみХうせとてちかせв
せけにХけХせあちときせふにХちあいそて 

╉ぇそっかぬくぇは こかうすおぇ ょけ нлたнлきき くぇ こけか う しすっくに 

╉っさぇきけゅさぇくうす ょけ олたолしき くぇ こけか 

 ╉けささっおすうさけゃおぇ こけかけあっくうは こかうすおう ゃ すっつっくうっ мрきうくц 
 ╊けおぇかぬくけっ ゃにさぇゃくうゃぇくうっ けしくけゃぇくうは う きけくすぇあ ぉかけおけゃ しかけっき  

2-рききц 
 ╋けさけいけしすけえおけしすぬ рл ちうおかけゃй 
 ╆ぇすうさおぇ てゃけゃ くぇ しすっくぇたкこけかぇた つっさっい мркнп つй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ‶さけつくけしすぬ [ぇしたけょ 

р つ лзр ╋‶ぇ т ╋‶ぇ мзр おゅкき2кмきき 

《ぇしけゃおぇх нр к рл おゅ 

╆ぇすうさおぇ てゃけゃ 
つっさっい мрつ 

╆ぇすうさおぇ てゃけゃ 
つっさっい мрつ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Х[しかこХ〈『╅〈《『¨【 
╉しみХさちとたせそなそちすあてせふにХたしけてХけХすそくあけさけХうХ
たそすかはかせけみにХつХけせてかせつけうせそこХせあえちとくさそこгХ 
╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй ╃かは しすっく う こけかけゃй 
‶さうきっくはっすしは ょかは おさっこかっくうは こかうす うい くぇすせさぇかぬくけゅけ う 
うしおせししすゃっくくけゅけ おぇきくは さぇいきっさけき ょけ слесл しきй ╇ょっぇかっく ょかは 
きさぇきけさくにたз ゅさぇくうすくにたз おっさぇきうつっしおうたз おっさぇきけゅさぇくうすくにた う 
おかうくおっさくにた こかうす きぇししけえ ょけ тлおゅкき2й [っおけきっくょけゃぇく ょかは けぉかうちけゃおう 
ちけおけかっえз そぇしぇょけゃз かっしすくうちз ゃたけょくにた ゅさせここз ぉぇかおけくけゃз すっささぇしй 
‶けょたけょうす ょかは せしすさけえしすゃぇ こけかけゃ し こけょけゅさっゃけきй  

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ [ぇしたけょ 

1 つ мзр ╋‶ぇ - мзн おゅкき2кмきき 

《ぇしけゃおぇх нр おゅ 

╆¨『』』Х[しかこХ』】》╊『ゅ]╅』【¨[ 

╉しみХとさしあおさけХつちかおせかなそちすあてせふにХたしけてХせあХたそおうかちв
きかせせふかХおかなそちすあぬけみすХそつせそうあせけみгХ 
╉ぇそっかぬくぇは こかうすおぇз おっさぇきけゅさぇくうすз こさうさけょくにえ う うしおせししすゃっくくにえ 
おぇきっくぬй 
╃かは くぇさせあくにた う ゃくせすさっくくうた さぇぉけすй ╃かは けぉかうちけゃおう しすっく う こけかけゃ 
гゃ すйつй し こけょけゅさっゃけきд ゃ うくすっくしうゃくけ ねおしこかせぇすうさせっきにた こけきっとっくうはた 
くけさきぇかぬくけえ う ゃにしけおけえ ゃかぇあくけしすうх すけさゅけゃにっ いぇかにз しおかぇょにз ゃたけょи
くにっ ゅさせここにй ╁けいきけあくぇ せおかぇょおぇ «こかうすおぇ こけ こかうすおっ». [ぇいきっさ こかうす 
ょけ слたсл しきй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ¨すおさにすけっ ゃさっきは ╆ぇすうさおぇ てゃけゃ 

н つ м ╋‶ぇ 30 きうく 』っさっい нп つ 

《ぇしけゃおぇх нр おゅ 

1 つ м ╋‶ぇ F1 50 мзн おゅкき2кмきき 

ǩȍȓȣȑ 
ǹȍȘȣȑ 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

  

〉ゃっかうつっくくけっ けすおさにすけっ 
ゃさっきは 
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╆¨『』』Х[しかこХ╈¨╉『《‒]╊[』 

[しかこХつХえけおちそけくそしみぬけそせせふすけХつうそこつてうあすけгХ 
╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй ╃かは しすっく う こけかけゃй 
‶さうきっくはっすしは ょかは けぉかうちけゃおう きけおさにた いけく う こけょゃっさあっくくにた 
きったぇくうつっしおけえ くぇゅさせいおっ こけきっとっくうえй 
¨しくけゃぇくうは こけょ こかうすおせх ぉっすけくくにっ う けてすせおぇすせさっくくにっй  
[っおけきっくょけゃぇく ょかは ちけおけかっえз そぇしぇょけゃз かっしすくうちз ゃたけょくにた ゅさせここз 
ぉぇかおけくけゃз すっささぇしз ょかは せしすさけえしすゃぇ こけかけゃ し こけょけゅさっゃけきй 
╇ょっぇかっく ょかは けぉかうちけゃおう おさにすにた う けすおさにすにた ぉぇししっえくけゃ う 
さっいっさゃせぇさけゃ し ゃけょけえ こけしかっ くぇくっしっくうは ゅうょさけういけかはちうけくくけゅけ 
しけしすぇゃぇ ╀╇[]]й 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ to ねおしこかせぇすぇちうう 

《ぇしけゃおぇх нр おゅ 

╆¨『』』Х[しかこХзл╉ 

おしみХさかちあすそえちあせけてあХうせとてちけХけХつせあちときけХたそすかはかせけこ 

ょかは  しさっょくっそけさきぇすくにた こかうす こけ けしくけゃぇくうはきз こけょゃっさゅぇのとうきしは 
うくすっくしうゃくけえ きったぇくうつっしおけえ くぇゅさせいおっй 
¨ぉかうちけゃおぇ ぉっすけくくにた う けてすせおぇすせさっくくにた こけゃっさたくけしすっえ こかうすおけえ ょけ 
слесл しきз  おっさぇきけゅさぇくうすけき う こかうすおけえ うい うしおせししすゃっくくけゅけ おぇきくは 
きぇししけえ ょけ тл おゅкき2  ゃっさすうおぇかぬくにた こけゃっさたくけしすっえ ぉっい ょけこけかくうすっかぬи
くけゅけ きったぇくうつっしおけゅけ いぇおさっこかっくうは ゃ しけけすゃっすしすゃうう しけ ]‶ 
71.13330.2017.  
╃けこせしおぇっすしは こさうきっくっくうっ ょかは せしすさけえしすゃぇ こけかけゃ し こけょけゅさっゃけき こさう 
けすおかけくっくうう けしくけゃぇくうは こけ ゅけさういけくすぇかう くっ ぉけかっっ м きき くぇ м き ょかうи
くにй 

╅ういくっしこけしけぉくけしすぬ ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ ╆ぇすうさおぇ てゃけゃ 

н つ м ╋‶ぇ F1 35 』っさっい нп つ 

《ぇしけゃおぇх нр おゅ 

1 つ м ╋‶ぇ F1 50 -50け]…жтлけ] 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Х╈ちとせてХ╆╊【《〉-[《〉【╅[【Хこさйнлму 

╈ちとせてХうふつそさそあおえかくけそせせふこХおしみХつしあいそХ
うたけてふうあまはけにХそつせそうあせけこгХ 
╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй  
╁けょくけ-ょうしこっさしうけくくぇは ゅさせくすけゃおぇ くぇ けしくけゃっ ぇおさうかけゃけえ ょうしこっさしうう し 
ょけぉぇゃかっくうっき おぇかうぉさけゃぇくくにた くぇこけかくうすっかっえй  
¨ぉさぇいせっす てっさけたけゃぇすせの こけゃっさたくけしすぬз こけゃにてぇは しちっこかっくうっ 
こけしかっょせのとうた しかけっゃ し けしくけゃぇくうっきй ]すぇぉうかういうさせっす こけゃっさたくけしすぬз 
いぇこけかくはっす きうおさけょっそっおすにй ′っ しけょっさあうす さぇしすゃけさうすっかっえз 
ゃいさにゃけこけあぇさけぉっいけこぇしくぇ う くっすけおしうつくぇй 

]せたけえ けしすぇすけお ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ [ぇしたけょ 

《ぇしけゃおぇх мл おゅ 

╆¨『』』Х╈ちとせてХ[ぃ 

╈ちとせてХえしといそさそえそХたちそせけさせそうかせけみХせあХあさちけしそうそこХそつв
せそうか 

╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй  
]こけしけぉしすゃせっす せおさっこかっくうの きうくっさぇかぬくにた こけゃっさたくけしすっえз けしけぉっくくけ 
きっかはとうたしはй  
′ぇくけしうすしは くぇ きけくけかうすくにっ ぉっすけくくにっ う あっかっいけぉっすけくくにっ しすっくにз 
こけすけかおうз ╂╉╊з ╂╁╊з ぇ すぇおあっ こけゃっさたくけしすうз けてすせおぇすせさっくくにっ ゅうこしけи
ゃにきうз ちっきっくすくけ-こっしつぇくにきうз ちっきっくすくけ-ういゃっしすおけゃにきう しけしすぇゃぇきう 
こっさっょ こさけゃっょっくうっき てこぇおかっゃけつくにた さぇぉけす う くぇくっしっくうっき ゃけょくけ-

ょうしこっさしうけくくにた おさぇしけおй 

]せたけえ けしすぇすけお 『ゃっす ‶かけすくけしすぬ [ぇしたけょ 

╈ちとせてそうさけ 

10% ╋けかけつくけ-ぉっかにえ 0,96-1,1 ゅкしき3
 лзн おゅкき2 

《ぇしけゃおぇх мл おゅ 

56% 2,35 ╋‶ぇ F1 50 лзн おゅкき2 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Х╈ちとせてХ》 

╈ちとせてХおしみХたそおえそてそうさけХそつせそうあせけこХたかちかおХくあしけうさそこХ
せあしけうせふにХたそしそうгХ 
╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй  
¨ぉっしこにかうゃぇっす こけゃっさたくけしすぬз こさっょけすゃさぇとぇっす けぉさぇいけゃぇくうっ 
ゃけいょせてくにた こせいにさっえз さっゅせかうさせっす ゃかぇゅけこけゅかけとっくうっ う 
ゃこうすにゃぇのとせの しこけしけぉくけしすぬ けしくけゃぇくうはз こさっこはすしすゃせっす 
さぇしすさっしおうゃぇくうの しぇきけゃにさぇゃくうゃぇのとうたしは しすはあっお ゃ こさけちっししっ 
ゃにしにたぇくうはз こけゃにてぇっす しちっこかっくうっ くぇかうゃくけゅけ こけかぇ しけ しすはあおけえз 
せかせつてぇっす さぇしすっおぇっきけしすぬ ちっきっくすくにた くぇかうゃくにた しけしすぇゃけゃй 

╁さっきは ゃにしにたぇくうは 『ゃっす ]せたけえ けしすぇすけお [ぇしたけょ 

《ぇしけゃおぇх мл おゅ 

╆¨『』』Х╈ちとせてХ】〉¨╇╊『』╅] 

】せけうかちつあしへせふこХえちとせてХせあХそつせそうかХしあてかさつあ 

╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй  
‶さっょくぇいくぇつっく ょかは けぉさぇぉけすおう けしくけゃぇくうえ うい ぉっすけくぇз おっさぇきいうすけぉっи
すけくぇз こけかうしすうさけかぉっすけくぇз こっくけ-ゅぇいけぉっすけくぇз ぇ すぇおあっ けてすせおぇすせさっくи
くにた けしくけゃぇくうえ こっさっょ さっきけくすくにきう さぇぉけすぇきうз せおかぇょおけえ こかうすおうз 
ゅっさきっすういぇちうう う すっこかけういけかはちううй 
]こけしけぉしすゃせっす せゃっかうつっくうの ぇょゅっいうけくくけえ こさけつくけしすうз こさっょけすゃさぇとぇи
っす けぉっいゃけあうゃぇくうっ てすせおぇすせさくけゅけ さぇしすゃけさぇз しくうあぇっす さぇしたけょ くぇくけи
しうきにた きぇすっさうぇかけゃй ¨ぉさぇいせっす こさけいさぇつくせの ねかぇしすうつくせの こかっくおせй 

]せたけえ けしすぇすけお 『ゃっす ‶かけすくけしすぬ [ぇしたけょ 

10% ╋けかけつくけ-ぉっかにえ 0,96-1,1 ゅкしき3
 лзн おゅкき2 

《ぇしけゃおぇх мл おゅ 

1つ ょけ しすっこっくう о ╋けかけつくけ-ぉっかにえ 10% лзн おゅкき2 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 
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╆¨『』』Х【¨‒╊〉Хえちとせて 

『あくおかしけてかしへせふこХえちとせてХすかきおとХХすあてかちけあしあすけХつХ
ちあくしけねせふすХてけたそすХうみきとはかえそХ(えけたつ-ぬかすかせてХけしけХ
ぬかすかせて-えけたつ)гХ 
╃かは ゃくせすさっくくうた う くぇさせあくにた さぇぉけすй  
╁けょくけ-ょうしこっさしうけくくぇは ゅさせくすけゃおぇ くぇ けしくけゃっ ぇおさうかけゃけえ ょうしこっさしううй 
‶さっこはすしすゃせっす たうきうつっしおけえ さっぇおちうう きっあょせ ゅうこしけ- う 
ちっきっくすけしけょっさあぇとうきう しけしすぇゃぇきうй ]ゃはいにゃぇっす こにかぬ くぇ こけゃっさたくけしすう 
けしくけゃぇくうはз せかせつてぇっす ぇょゅっいうの きっあょせ こけしかっょけゃぇすっかぬくけ 
くぇくけしうきにきう しかけはきうй 

╁さっきは ゃにしにたぇくうは 『ゃっす ]せたけえ けしすぇすけお [ぇしたけょ 

《ぇしけゃおぇх мл おゅ 

1つ ょけ しすっこっくう о ╋けかけつくけ-ぉっかにえ 10% лзн おゅкき2 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

  

1 

2 

3 
1. ╆かてそせせそかХそつせそうあせけか д ぬかすかせてせあみ のてとв

さあてとちさあг 〉あたちけすかちб ぬかすかせてせあみ のてとさあв
てとちさあ ╆¨『』』Хжз 

2. 【¨‒╊〉Х╈『】〉【г 『あくおかしけてかしへせふこ えちとせてг 
3. ╈けたつそうあみХのてとさあてとちさあ д のたあさしかうさあ,  

せあたちけすかちб えけたつそうあみ のたあてしかうさあ ╆¨『』』Х
38. 

》《╉╈《【《╇[╅Х』【╊〉Х》《╉Х《【╉╊][】Х
〈╅【╊『¨╅]╅〈¨Х』Х『╅′]¨ぁ〉ぉ〈Х
【¨》《〈Х╇っ╋】ぅ╊╈《 

╆¨『』』Х【¨‒╊〉Х╈『】〉【 
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╆¨『』』Х╅[╇╅‒]╊[』 

ゅしあつてけねせあみХえけおちそけくそしみぬけそせせあみХすかすいちあせあХせあХ
あさちけしそうそこХそつせそうかгХ 
╃かは ゅうょさけういけかはちうう きけおさにた すけつっお こっさっょ せおかぇょおけえ こかうすおう 

‶さうきっくはっすしは  ょかは いぇとうすに しすっく う こけかけゃз ╂╉╊ う ╂╁╊ かうしすけゃ ゃ 
ょせてっゃにたз ゃぇくくにたз おせたくはたз ぉぇかおけくぇたз すせぇかっすぇたй 
¨ぉかぇょぇっす ゃにしけおけえ ゃけょけしすけえおけしすぬの う ゃけょけくっこさけくうちぇっきけしすぬのз 
しこけしけぉくけしすぬの お こっさっおさにすうの すさっとうく ょけ н きき う ねかぇしすうつくけしすぬのй 
╆ぇとうとぇっす けす こさけすっつっおй ╃けこせしおぇっすしは こさう せしすさけえしすゃっ こけかけゃ し 
こけょけゅさっゃけきй ╃かは ゃくせすさっくくうた さぇぉけすй ╀っかにえй 

╁けょけくっこさけくうちぇっきけしすぬ ┿ょゅっいうは 〈っこかけしすけえおけしすぬ [ぇしたけょ 

《ぇしけゃおぇх ркнл おゅ 

W8 м ╋‶ぇ けす -40け] ょけ жтлけ] лз9 おゅкき2 

╀╇[]] 2020 / 〉しすさけえしすゃけ こけかけゃ к ╁けいゃっょっくうっ しすっく к 【すせおぇすせさおう к 【こぇおかっゃおう к ‶かうすけつくにえ おかっえ к ╂させくすに к ╂うょさけういけかはちうは 

╆¨『』』Х‒╅‶〉ぃ]╅〈 

』とにあみХつすかつへХおしみХそいすあくそねせそこХせあちときせそこХけХ
うせとてちかせせかこХえけおちそけくそしみぬけけгХ 
╃かは いぇゅかせぉかっくくにた う こけょいっきくにた しけけさせあっくうえз さぇぉけすぇのとうた ゃ 
せしかけゃうはた ゃけいょっえしすゃうは ゃけょくけえ う ゅぇいけゃけえ しさっょにй 
ぁかぇしすうつくにえ ょぇあっ こさう くういおうた すっきこっさぇすせさぇた しけしすぇゃ こさうきっくはっすしは 
ょかは いぇとうすに けす こさけすっつっお こけょゃぇかけゃз うしおせししすゃっくくにた ゃけょけっきけゃз 
さっいっさゃせぇさけゃз ゃ すйつй し こうすぬっゃけえ ゃけょけえз ぉぇししっえくけゃз ゃぇくくにた う 
すせぇかっすくにた おけきくぇすз  ゅうょさけういけかはちうう おさにてй   
╃けこせしおぇっすしは ねおしこかせぇすぇちうは ゃ てうさけおけき すっきこっさぇすせさくけき ょうぇこぇいけくっ 
けす -рл°] ょけ жтл°]й 

╁けょけくっこさけくうちぇっきけしすぬ ┿ょゅっいうは ╋けさけいけしすけえおけしすぬ [ぇしたけょ 

╉けきこかっおすх нрおゅ г┿д ж мн おゅ г╁д 

W16 н ╋‶ぇ F1 75 мймр おゅкき2 

  

╈けおちそけくそしみぬけみ 
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ok.ru/group/58320611770405 
vk.com/clubbirss  

instagram.com/birss.moscow/ 
facebook.com/clubbirss/ 

youtube.com/channel/birss 

https://vk.com/clubbirss
https://ok.ru/group/58320611770405
https://vk.com/clubbirss
https://www.youtube.com/channel/UC-RrkuELWbv_mqpSwiY75MA

