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〉》》 «【そちけこ» けくえそてあうしけうあかて おかてあしけ てそねせそつてへま つ 7 たそ 14 
さうあしけてかて, そいかつたかねけうあかて ちあおけあしへせそか け てそちぬかうそか いけかせけか 
つ てそねせそつてへま せか いそしかか - 0,01すす, のかちそにそうあてそつてへ たそうかちにせそつてけ 
Ra0,8…12,5 (う くあうけつけすそつてけ そて そいちあいあてふうあかすそえそ 
すあてかちけあしあ).

《いちあいそてさあ くあえそてそうそさ せあ てそさあちせそす そいそちとおそうあせけけ 
そつとはかつてうしみかてつみ そて Ø1 おそ Ø250 う おけあすかてちあしへせそす 
くせあねかせけけ, たそ おしけせか – おそ 500 すす う ぬかせてちあに

〉あ なちかくかちせそす そいそちとおそうあせけけ そいちあいそてさあ くあえそてそうそさ 
そつとはかつてうしみかてつみ う おけあたあくそせか ちあくすかちそう 400 に 800 すす

』そちてあすかせて:

》ちとてさけ (さちとえしふか, のかつてけえちあせせふか, さうあおちあてせふか)

【ちといふ (さちとえしふか, たちみすそとえそしへせふか)
]けつてふ
》そしそつふ
‒そしへえあ
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ぁかちせふか すかてあししふ け けに つたしあうふ:

』てあしへ とえしかちそおけつてあみ さあねかつてうかせせあみ さそせつてちとさぬけそせせあみ 
(』て3[》; 08[》; 10; 20; 45; ╅12; 65╈)

╇ふつそさそしかえけちそうあせせあみ, しかえけちそうあせせあみ, さそちちそくけそせせそつてそこさあみ け 
きあちそつてそこさあみ つてあしへ (12｠18〉10【; 03｠18〉12-╇¨; 09｠18〉10【; 40｠13; 40｠)

』てあしへ ほしかさてちそてかにせけねかつさあみ せけくさそとえしかちそおけつてあみ (10850; 10860; 10864 -╇╉)

』たしあうふ たちかぬけくけそせせふか (29 〉[; 29 〉[-╇¨; 42 〉; 42 〉╅-╇¨, ｠20〉80)

をうかてせふか すかてあししふ け けに つたしあうふ:

╅しますけせけかうふか つたしあうふ (╅〈ぬ; ╇95; ╉16; ╅〈ぬ; ╅〈え2; ╅╉0; ╅╉1)

]あてとせへ (]63; ]』59-1)

╆ちそせくあ (╆ち[〈ぬ31; ╆ち╅╋9-4; ╆ち[〈ぬ3-1; ╆ち╆2)

〉けさかしへ け せけさかしかうふか つたしあうふ (〉》2; 〈〉19-╇》; 〈〉19)

〈かおへ け すかおせふか つたしあうふ すあちさけ (〈《い; 〈╇);

【けてあせそうふか つたしあうふ (╇【1-0)

をうかてせふか すかてあししふ け けに つたしあうふ:

〈そしけいおかせ け かえそ つたしあうふ (【』〈-7; 〈ぁ; 〈ぁ╇》)

『あくせふか すあてかちけあしふ:

【かさつてそしけて; えかてけせあさつ; なてそちそたしあつて-4; つてかさしそ そちえあせけねかつさそか; 
たそしけつてけちそし; たかせそたしあつて; たそしけあすけお ╆ うてそちけねせふこ; たあちそせけて; 
さあたちそしあさてあせ; ほいそせけて; ちかくけせあ 【〈[ぅ け 〈╆』; さあちてそせ; うそこしそさ; 
おかてあしけ けく たけしそすあてかちけあしあ (にうそこせふに たそちそお) け なあせかちふ.
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【そさあちせあみ そいちあいそてさあ せあ とせけうかちつあしへせふに つてあせさあに 
け つてあせさあに つ ぁ》】 おかてあしかこ う せあちときせふに ちあくすかちあに 
おそ Ø250 すす

‒ちかくかちせあみ そいちあいそてさあ せあ とせけうかちつあしへせふに つてあせさあに 
け つてあせさあに つ ぁ》】 (うかちてけさあしへせあみ, えそちけくそせてあしへせあみ, 
たちそおそしへせあみ, えちあうけちそうあしへせあみ) おかてあしかこ つ えあいあちけてせふすけ 
ちあくすかちあすけ おそ 800 すす う おしけせと け おそ 600 すす う のけちけせと

『あつてそねせあみ そいちあいそてさあ (つ ぁ》】, うかちてけさあしへせあみ, 
さそそちおけせあてせあみ)

【そさあちせそ-おあうけしへせあみ そいちあいそてさあ (ちそてあぬけそせせあみ うふてみきさあ 
ちとねせあみ け せあ つてあせさか つ ぁ》】 Ø250 に 200 すす

ゅしかさてちそけつさちそうあみ そいちあいそてさあ せあ つてあせさあに ぁ》】 おかてあしかこ 
つ えあいあちけてせふすけ ちあくすかちあすけ おそ 250 に 350 すす

ぃしけなそうあしへせあみ そいちあいそてさあ (さちとえしあみ, たしそつさあみ, 
てそちぬかうあみ, うせとてちかせせみみ)

』しかつあちせふか ちあいそてふ



117393, え. 〈そつさうあ
とし. 《いちとねかうあ, 52

npp@to riy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.to riy.ru
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