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ﾜﾊﾄﾉﾑﾏﾍﾁｿﾉﾒﾒﾋﾌﾚﾄ ﾎﾏﾇﾀﾍﾏﾚ ﾐﾁﾖ
ﾇゴズヂゲプゾザブカ グゲガゾダゼジザブ ガ ゴﾟヱザカダゼジザブ
ﾉゲガゾダゼジザブ ヂゾガゲガダカゲプザブカ ヮゲボ ヂゾグジゼガダカゲカギ
ﾉゲガゾダゼジザブ ヮゲボ ダカゲカヰガヴガジザザジヱジ ヰカビﾟザガボ
ﾋﾟヱザカダゼジザブ 
ﾃゼヂヱガカ ﾜﾁﾎ: ダゼガジヮブ, ダカダゼジヮブ, ズカザダジヮブ

ﾊﾇﾌﾄﾈﾌﾚﾄ ﾒﾐﾉﾍﾏﾇﾑﾄﾊﾇ ﾜﾊﾄﾉﾑﾏﾍﾌﾍﾁ
ﾃカヅカグダジゾグジズガボ
ﾐダカゼガゲガヴﾟドガボ
ﾇザゾズカグドガジザザジ-ヮジゾゴジダゼジヰブカ グジゴズゲカグゾブ 

ﾉﾍﾋﾎﾄﾑﾄﾌﾕﾇﾇ
ﾉカゼﾟゴガグﾟ , ヂヴゲブ, デゼジゴガダゲﾟザダﾟザジヰブカ ザﾟヱゼカヰﾟダカゲガ 
ﾉﾟダジヮブ / ﾉﾎﾒ
ﾐズカドダカデザジゲジヱガバカゾグジカ ジ｀ジゼヂヮジヰﾟザガカ 
ﾋカダﾟゲゲジジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ
ﾐ｀ジゼジバザブギ ドカデ 
ﾜゲカグダゼジザザジ-ゲヂバカヰﾟボ ゾダカゼガゲガヴﾟドガボ 
ﾂ゚ ゲプヰﾟザガグﾟ 
ﾕﾓﾔﾇ

ﾉジザダﾟグダブ
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ﾍ ﾎﾏﾄﾃﾎﾏﾇﾞﾑﾇﾇ

850バガゾゲジ
ゾジダゼヂヮザガグジヰ 1959ヱジヮ

ジゾザジヰﾟザガボ

ﾍゾザジヰザジカ ザﾟズゼﾟヰゲカザガカ ヮカボダカゲプザジゾダガ ｿﾍ «ﾌﾎﾎ 
«ﾑジゼガギ» ┘ ザジヰブカ ゼﾟヴゼﾟ｀ジダグガ ガ ゾカゼガギザジカ 
ズゼジガヴヰジヮゾダヰジ ゾジヰゼカゴカザザブデ ガ ズカゼゾズカグダガヰザブデ 
ベゲカグダゼジヰﾟグヂヂゴザブデ ズゼガ｀ジゼジヰ ガ グジゴズゲカグゾガゼジヰﾟザザブデ 
ヂゾダゼジギゾダヰ ゾヰカゼデヰブゾジグガデ バﾟゾダジダ ` ジゲプパジギ ガ 
ゾヰカゼデ｀ジゲプパジギ ゴジビザジゾダガ, ヰグゲペバﾟボ グﾟダジヮザヂペ ダカデザガグヂ 
ガ ゾズカドガﾟゲプザヂペ グカゼﾟゴガグヂ. ﾑ゚ グケカ ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» 
ヰブズヂゾグﾟカダ ゲガザカギザブカ ヂゾグジゼガダカゲガ ベゲカグダゼジザジヰ ヮゲボ 
ヮジゾゴジダゼジヰブデ グジゴズゲカグゾジヰ, ゾダカゼガゲガヴﾟドガガ ガ 
ザカゼﾟヴゼヂパﾟペビカヱジ グジザダゼジゲボ. 

ﾁブズヂゾグﾟカゴブカ ズゼガ｀ジゼブ ガ ヂゾダゼジギゾダヰﾟ ザﾟデジヮボダ ゾヰジ｠ ズゼガゴカザカザガカ ヰ ゾガゾダカゴﾟデ 
ゼﾟヮガジゲジグﾟドガガ, ゾズヂダザガグジヰジギ ガ ダゼジズジゾヅカゼザジギ ゾヰボヴガ, ダカゲカヰガヮカザガガ, ゼﾟヮガﾟドガジザザジギ 
ダカデザジゲジヱガガ ガ ダカゼﾟズガガ, ゾダカゼガゲガヴﾟドガガ ガ ズカゼカゼﾟ｀ジダグガ ゾカゲプゾグジデジヴボギゾダヰカザザジギ 
ズゼジヮヂグドガガ, ダジズゲガヰザジ-ベザカゼヱカダガバカゾグジゴ グジゴズゲカグゾカ, ベグジゲジヱガガ, ﾟ ダﾟグケカ ヮゲボ ゼﾟヴゼﾟ｀ジダグガ 
ガ ズゼジガヴヰジヮゾダヰﾟ ザﾟヂグジ｠ゴグジギ ゴカヮガドガザゾグジギ ﾟズズﾟゼﾟダヂゼブ.

ﾀﾟヴジヰブカ グﾟヅカヮゼブ:

ﾉﾟヅカヮゼﾟ ┼136 
«ﾐヰカゼデヰブゾジグジバﾟゾダジダザブカ 
ズゼガ｀ジゼブ ガ ヂゾダゼジギゾダヰﾟ»

ﾉﾟヅカヮゼﾟ ┼90 «ﾋジビザﾟボ 
ガゴズヂゲプゾザﾟボ ベゲカグダゼジザガグﾟ»

ﾏﾑﾒ «ﾋﾇﾏﾜｿ»

ﾌﾇﾞﾒ «ﾋﾇﾓﾇ»

6

8

ヮジグダジゼジヰ
ザﾟヂグ

グﾟザヮガヮﾟダジヰ
ザﾟヂグ

ﾎゼカヮズゼガボダガカゴ ゼﾟヴゼﾟ｀ジダﾟザジ ｀ジゲカカ 200 ダガズジヰ ゴジビザブデ ガ ゾヰカゼデゴジビザブデ ヰﾟグヂヂゴザブデ 
ﾐﾁﾖ ズゼガ｀ジゼジヰ, ヰ ダジゴ バガゾゲカ ヂザガグﾟゲプザブデ, ザカ ガゴカペビガデ ﾟザﾟゲジヱジヰ ヴﾟ ズゼカヮカゲﾟゴガ 
ﾏジゾゾガギゾグジギ ﾓカヮカゼﾟドガガ.

ﾁ ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» ゾヅジゼゴガゼジヰﾟザﾟ ゾジヰゼカゴカザザﾟボ ゾダゼヂグダヂゼﾟ ズゼジガヴヰジヮゾダヰカザザジヱジ 
グジゴズゲカグゾﾟ, ヰグゲペバﾟペビﾟボ ヰゾカ ﾟダゼガ｀ヂダブ ベゲカグダゼジヰﾟグヂヂゴザジヱジ ﾐﾁﾖ ズゼガ｀ジゼジゾダゼジカザガボ: 
ヰブゾジグジダジバザﾟボ ゴカダﾟゲゲジジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ, グカゼﾟゴガバカゾグジカ ズゼジガヴヰジヮゾダヰジ, グﾟダジヮザジカ 
ズゼジガヴヰジヮゾダヰジ, ヱﾟゲプヰﾟザガバカゾグジカ ズゼジガヴヰジヮゾダヰジ, ヴﾟゴグザヂダブカ ダカデザジゲジヱガバカゾグガカ ドガグゲブ 
ガヴヱジダジヰゲカザガボ ﾜﾁﾎ ﾐﾁﾖ.

ﾌﾟヂバザジ-ガゾゾゲカヮジヰﾟダカゲプゾグガゴガ ゲﾟ｀ジゼﾟダジゼガボゴガ ヰカヮヂダゾボ ガゾゾゲカヮジヰﾟザガボ ズジ ゼﾟヴゼﾟ｀ジダグカ:

ヅヂザヮﾟゴカザダﾟゲプザブデ ジゾザジヰ ダカジゼガガ, ゼﾟゾバカダﾟ, ズゼジカグダガゼジヰﾟザガボ ガ ゾジヴヮﾟザガボ ジゾザジヰザブデ 
ヅヂザグドガジザﾟゲプザブデ ヂヴゲジヰ ベゲカグダゼジヰﾟグヂヂゴザブデ ゴジビザブデ ﾐﾁﾖ ズゼガ｀ジゼジヰ, 
ヴザﾟバガダカゲプザﾟボ バﾟゾダプ グジダジゼブデ ガゴカカダ ゴガゼジヰジギ ズゼガジゼガダカダ, グジゴズﾟグダザブデ 
ヂゾグジゼガダカゲカギ ザジヰジヱジ ズジグジゲカザガボ
ヂザガグﾟゲプザブデ グジゴズゲカグゾジヰ ズカゼカヮジヰブデ ゴガグゼジヰジゲザジヰブデ ダカデザジゲジヱガギ ガ ジ｀ジゼヂヮジヰﾟザガボ, 
ヰグゲペバﾟボ ｀ﾟヴジヰブカ ダカデザジゲジヱガガ ゼﾟヴゼﾟ｀ジダグガ グﾟダジヮザブデ ヂヴゲジヰ, ジバガゾダグガ ヂヴゲジヰ ズゼガ｀ジゼジヰ 
ガ ザﾟズブゲカザガボ ズジグゼブダガギ

ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» ズジゾダﾟヰゲボカダ ズゼジヮヂグドガペ グﾟグ ザﾟ ゼジゾゾガギゾグガギ ゼブザジグ, ダﾟグ ガ ヰ ゾダゼﾟザブ ﾐﾌﾂ, ﾄヰゼジズブ ガ ｿヴガガ



ﾜﾊﾄﾉﾑﾏﾍﾁｿﾉﾒﾒﾋﾌﾚﾄ
ﾎﾏﾇﾀﾍﾏﾚ ﾐﾁﾖ
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ﾇゴズヂゲプゾザブカ 
グゲガゾダゼジザブ ガ ゴﾟヱザカダゼジザブ

ﾒゾガゲカザガカ ヰデジヮザジヱジ ゾガヱザﾟゲﾟ: ｀ジゲカカ 50 dB
ﾉﾎﾃ: ｀ジゲカカ 50%

ﾌカズゼカゼブヰザブカ 
グゲガゾダゼジザブ ガ ゴﾟヱザカダゼジザブ

ﾒゾガゲカザガカ ヰデジヮザジヱジ ゾガヱザﾟゲﾟ: ｀ジゲカカ 50 dB
ﾉﾎﾃ:  ｀ジゲカカ 50%

ﾁブデジヮザﾟボ
ゴジビザジゾダプ

500 ﾉﾁダ

100 ﾉﾁダ

1300 ﾋﾂド 14 000 ﾋﾂド

ﾇゴズヂゲプゾザﾟボ

ﾐゼカヮザボボ

ﾁブデジヮザﾟボ
ゴジビザジゾダプ

ﾏﾟ｀ジバﾟボ 
バﾟゾダジダﾟ

50 ﾋﾁダ

20 ﾋﾁダ

20 ﾉﾁダ

2 856 ﾋﾂド 5 712 ﾋﾂド 37 500 ﾋﾂド

60 ﾉﾁダ

ﾜﾁﾎ ﾐﾁﾖ: ズゼジガヴヰジヮゾダヰカザザブカ     ヰジヴゴジケザジゾダガ

ﾏﾟ｀ジバﾟボ
バﾟゾダジダﾟ

2 ﾉﾁダ

6 000 ﾋﾂド
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ﾍﾝﾞゴデﾝベ デﾝズゼゴゼﾝ,
ﾉﾀヅ

ｿビヂゴヰゲﾝベ
ケグザゾギピズゲﾝベ
グゴバゲゴズゼピ,
ﾉｿゼ

ｿビヂゴヰゲﾝベ 
ズジヱヰゲベベ/
ゲヱザジヱジビﾟゲﾝベ 
グゴバゲゴズゼピ, ガｿゼ

ﾊﾝザジベヮヱゲケヱ 
ガﾝゼゴヰﾝ,
ガｿゼ

ﾔケズギゴ ギゾデヱヴ

ﾉﾝ｀ゲケゼゲﾝベ 
ズケズゼヱグﾝ

−

ﾊヱザジヱジビﾟゲビヱ
ガギケズゼジゴゲビ

ﾇﾐ-399 

2 450

25/50

10/15

ﾊﾝ
ザゴズゼゴベゲゲビヂ
グﾝ｀ゲケゼﾝヂ

18

ﾅグザゾギピズゲビヱ
ガギケズゼジゴゲビ

ﾇﾅﾐ-40

991

4.7

70

65

ﾎゴギヱゲゴケヰ

6

ﾇﾅﾐ-111

2 450

5

5

50

ﾊﾝ
ザゴズゼゴベゲゲビヂ
グﾝ｀ゲケゼﾝヂ

40

ﾇﾅﾐ-147

2 450

5

25

50

40

ﾊﾝ
ザゴズゼゴベゲゲビヂ
グﾝ｀ゲケゼﾝヂ

ﾇﾅﾐ-168

2 856

6

5

52

40

ﾊﾝ
ザゴズゼゴベゲゲビヂ
グﾝ｀ゲケゼﾝヂ

ﾇﾅﾐ-268

2 856

6

25

52

40

ﾊﾝ
ザゴズゼゴベゲゲビヂ
グﾝ｀ゲケゼﾝヂ

ﾇﾅﾐ-273

5 712

3.6

10

45

30

ﾊﾝ
ザゴズゼゴベゲゲビヂ
グﾝ｀ゲケゼﾝヂ

ﾉゲガゾダゼジザブ ヮゲボ ゲガザカギザブデ ヂゾグジゼガダカゲカギ ベゲカグダゼジザジヰ ガゴカペダ ゴザジヱジゲヂバカヰヂペ 
ベゲカグダゼジザザジ-ジズダガバカゾグヂペ ゾガゾダカゴヂ ゾ ﾋﾎﾓﾐ, ガゾズジゲプヴヂペビヂペ グジゲプドカヰブカ, ゼﾟヮガﾟゲプザジ 
ザﾟゴﾟヱザガバカザザブカ ズジゾダジボザザブカ ゴﾟヱザガダブ ガヴ ゾズゲﾟヰジヰ SmCo ガゲガ FeNeB.

ﾉゲガゾダゼジザブ ヂゾガゲガダカゲプザブカ
ヮゲボ ヂゾグジゼガダカゲカギ

ﾜゲカグダゼジヮガザﾟゴガバカゾグﾟボ ゾガゾダカゴﾟ ゴザジヱジゲヂバカヰジヱジ 
グゲガゾダゼジザﾟ (ﾋﾊﾉ) ｀ﾟヴガゼヂカダゾボ ザﾟ グジゲプドカヰブデ 
ゼカヴジザﾟダジゼﾟデ, ゼﾟ｀ジダﾟペビガデ ザﾟ ジゾザジヰザジゴ ヰガヮカ 
グジゲカ｀ﾟザガギ ﾄ010. ﾉジザゾダゼヂグドガボ ベゲカグダゼジザザジギ 
ズヂパグガ ﾋﾊﾉ ジ｀カゾズカバガヰﾟカダ ヰブゾジグヂペ 
ヮジゲヱジヰゼカゴカザザヂペ ゾダﾟ｀ガゲプザジゾダプ ダジグﾟ グﾟダジヮﾟ. 
ﾏﾟ｀ジバカカ ズジゲジケカザガカ グゲガゾダジザジヰ - ズゼジガヴヰジゲプザジカ. 
ﾎゼガゴカザカザガカ ベダガデ グゲガゾダゼジザジヰ ゾヂビカゾダヰカザザジ 
ヂズゼジビﾟカダ ガ ヂヮカパカヰゲボカダ ﾟズズﾟゼﾟダヂゼヂ ヂゾグジゼガダカゲボ, 
ﾟ ダﾟグケカ ゼカヴグジ ヂゴカザプパﾟカダ ヱﾟ｀ﾟゼガダブ 
ガ ヰカゾ ヂゾグジゼガダカゲボ.
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ﾉゲガゾダゼジザブ 
ヮゲボ ゾガゾダカゴ ゾヰボヴガ 
ガ ダカゲカヰガヴガジザザジヱジ ヰカビﾟザガボ

ﾌカズゼカゼブヰザブカ グゲガゾダゼジザザブカ ヂゾガゲガダカゲガ

ﾉゲガゾダゼジザブ ズゼカヮザﾟヴザﾟバカザブ ヮゲボ ヂゾガゲカザガボ ゾガヱザﾟゲﾟ ヰ ダカゲカヰガヴガジザザブデ 
ガ ゾヰボヴザブデ ゼﾟヮガジゾダﾟザドガボデ.
ﾉゲガゾダゼジザブ ゴジヱヂダ ｀ブダプ ガゾズジゲプヴジヰﾟザブ ヮゲボ ズゼジゴブパゲカザザジヱジ ズゼガゴカザカザガボ, ヰ ザﾟヴカゴザブデ 
ヂゾダﾟザジヰグﾟデ グジゾゴガバカゾグジギ ゾヰボヴガ ガ ズカゼカヮﾟペビガデ ヂゾダゼジギゾダヰﾟデ ヮゼヂヱジヱジ ザﾟヴザﾟバカザガボ.

ﾌﾟヴヰﾟザガカ
ズゼガ｀ジゼﾟ

ﾃガﾟズﾟヴジザ 
ゼﾟ｀ジバガデ バﾟゾダジダ, ﾋﾂド

ﾁブデジヮザﾟボ 
ゴジビザジゾダプ, グﾁダ

ﾉﾒ-318 470 - 638 13,5 - 15

ﾉﾒ-352-21-68 470 - 854 25

ﾉﾒ-368ｿ

ﾉﾒ-368ﾀ

5 930 - 6 420

5 730 - 6 220

3,3

ﾉﾒ-383 5 950 - 6 450 1,3

ﾉﾒ-394 5 010 3,3

ﾉﾒ-409 6 960 - 7 040 10

«ﾁジゲヱﾟ» 470 - 790 10

10
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ﾋﾟヱザカダゼジザブ

ﾏﾟヴゼﾟ｀ジダグﾟ ガ ゾカゼガギザジカ ズゼジガヴヰジヮゾダヰジ ズゼガ｀ジゼジヰ ﾋ-ダガズﾟ ボヰゲボカダゾボ ジヮザガゴ 
ガヴ ズゼガジゼガダカダザブデ ザﾟズゼﾟヰゲカザガギ ヮカボダカゲプザジゾダガ ズゼカヮズゼガボダガボ. 
ﾍゾザジヰザジギ ズゼガザドガズ ゾジヴヮﾟザガボ ゾヰカゼデゴジビザブデ ヱカザカゼﾟダジゼジヰ ﾋ-ダガズﾟ - 
ヮジゾダガケカザガカ ｀ジゲプパガデ ゴジビザジゾダカギ ヴﾟ ゾバカダ ゼﾟヴヰガダガボ 
ズジヰカゼデザジゾダカギ ﾟザジヮﾟ ガ グﾟダジヮﾟ ヰ ズジズカゼカバザジゴ 
ガ ズゼジヮジゲプザジゴ ザﾟズゼﾟヰゲカザガボデ ガ ヂヰカゲガバカザガカ ﾉﾎﾃ.

ﾋﾟヱザカダゼジザブ ガゴズヂゲプゾザジヱジ ヮカギゾダヰガボ

ﾖﾟゾダジダﾟ, ﾋヱド ﾋジビザジゾダプ 
ガゴズヂゲプゾザﾟボ, ﾋﾁダ

ﾋジビザジゾダプ 
ゾゼカヮザボボ, グﾁダ

ﾋﾇ-328 1 808 - 1 828 206,5

ﾋﾇ-470 1 883 - 1 889 3010

ﾋﾇ-475 2 992 - 3 001 2,52

ﾋﾟヱザカダゼジザブ 
ザカズゼカゼブヰザジヱジ ヮカギゾダヰガボ

ﾖﾟゾダジダﾟ, ﾋヱド ﾋジビザジゾダプ, グﾁダ

ﾋ-117 2 450 5,25

ﾋ-139 915 200

ﾋ-169 433 100

ﾋ-170 915 75 - 100
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ﾃゼヂヱガカ ﾜﾁﾎ: 
ダゼガジヮブ, ダカダゼジヮブ 
ガ ズカザダジヮブ
ﾎゼカヮザﾟヴザﾟバカザブ ヮゲボ ガゾズジゲプヴジヰﾟザガボ ヰ ガゴズヂゲプゾザブデ ゴジヮヂゲボダジゼﾟデ ヰ グﾟバカゾダヰカ 
ヰブゾジグジヰジゲプダザジヱジ グジゴゴヂダﾟダジゼﾟ ガ ゼカヱヂゲガゼヂペビカヱジ ベゲカゴカザダﾟ. ﾉジゴゴヂダガゼヂカゴジカ 
ザﾟズゼボケカザガカ ヮジ 150 グﾁ ゾ ガゴズヂゲプゾザブゴ ザジゴガザﾟゲプザブゴ ダジグジゴ ヮジ 1 500 ｿ. 
ﾋガザガゴﾟゲプザﾟボ ヮゲガダカゲプザジゾダプ ガゴズヂゲプゾﾟ ゾジゾダﾟヰゲボカダ 0,1 ゴグゾ.

ﾉジゴゴヂダガゼヂカゴジカ ザﾟズゼボケカザガカ, グﾁ ﾇゴズヂゲプゾザブギ ザジゴガザﾟゲプザブギ ダジグ, ｿ

ﾑカゴズ 3ﾁ 150 1 500

ﾑカゴズ 2ﾋ 150 750

ﾑ゚ ギゴ 4/120 120 750

ﾑ゚ ギゴ 4/75 75 750

300

ﾎﾎ-2-2/85 85 2

ﾂﾋﾇ-43ｿ 70

1614 15



ﾊﾇﾌﾄﾈﾌﾚﾄ
ﾒﾐﾉﾍﾏﾇﾑﾄﾊﾇ
ﾜﾊﾄﾉﾑﾏﾍﾌﾍﾁ
ﾐジヰゴカゾダザジ ゾ ﾊﾜﾒ ﾋﾂﾒ
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ﾒゾグジゼガダカゲガ ベゲカグダゼジザジヰ ヮゲボ ゼﾟヮガﾟドガジザザジギ ヮカヅカグダジゾグジズガガ ﾒﾜﾊﾏ-6-2ﾃ, 
ﾒﾜﾊﾏ-8-2ﾃ, ﾒﾜﾊﾏ-10-2ﾃ ズゼカヮザﾟヴザﾟバカザブ ヮゲボ ズゼガゴカザカザガボ 
ヰ グﾟバカゾダヰカ ガゾダジバザガグﾟ ダジゼゴジヴザジヱジ ガヴゲヂバカザガボ ヰブゾジグジギ ベザカゼヱガガ 
ヰ ヮカヅカグダジゾグジズﾟデ ヮゲボ ゼﾟヮガジヱゼﾟヅガバカゾグジヱジ グジザダゼジゲボ ゾヰﾟゼザブデ ゾジカヮガザカ-
ザガギ ガ ジゾザジヰザジヱジ ゴカダﾟゲゲﾟ ｀ジゲプパジギ ダジゲビガザブ (ジダ 50 ヮジ 500 ゴゴ ズジ ゾダﾟゲガ). 

2012

2014

2015

2016

2019

ﾒﾜﾊﾏ-8-2ﾃ
1 パダ., ﾎｿﾍ «ﾆガﾍ-ﾎジヮジゲプゾグ»

ﾒﾜﾊﾏ-6-2ﾃ
1 パダ., ﾓガゲガﾟゲ 
ｿﾍ «ｿﾜﾋ-ダカデザジゲジヱガガ»
«ｿダジゴゴﾟパ»

ﾒﾜﾊﾏ-8-2ﾃ
1 パダ., ﾎｿﾍ «ﾆガﾍ-ﾎジヮジゲプゾグ»

ﾒﾜﾊﾏ-10-2ﾃ
1 パダ., ﾓガゲガﾟゲ 
ｿﾍ «ｿﾜﾋ-ダカデザジゲジヱガガ»
«ｿダジゴゴﾟパ»

ﾒﾜﾊﾏ-8-2ﾃ
1 パダ., ﾍﾍﾍ «ﾎジゲカゾプカ»,
ヱ. ﾁジゲヱジヮジザゾグ

ﾒﾜﾊﾏ-8-2ﾃ 
1 パダ., ﾓガゲガﾟゲ
ｿﾍ «ｿﾜﾋ-ダカデザジゲジヱガガ»,
«ﾎカダゼジヴﾟヰジヮゾグゴﾟパ»

ﾏﾄｿﾊﾇﾆﾍﾁｿﾌﾌﾚﾄ
ﾎﾏﾍﾄﾉﾑﾚ

ﾎゼガゴカザカザガカ
ﾌカゼﾟヴゼヂパﾟペビガギ グジザダゼジゲプ グゼヂズザジ-
ヱﾟ｀ﾟゼガダザブデ ガヴヮカゲガギ, ヰグゲペバﾟペビガギ 
ジ｀ザﾟゼヂケカザガカ ガ ガヮカザダガヅガグﾟドガペ 
ヮカヅカグダジヰ: ゼﾟグジヰガザ, ダゼカビガザ, ザカズゼジ-
ヰﾟゼジヰ, ズジゲジゾダカギ, ガザジゼジヮザブデ 
ヰグゲペバカザガギ, ザカジヮザジゼジヮザジゾダガ 
ゴﾟダカゼガﾟゲﾟ ガ ダ.ズ. 

ﾍダゼﾟゾゲガ
ズゼジゴブパゲカザザジゾダガ

ﾟダジゴザﾟボ

デガゴガバカゾグﾟボ

ゾヂヮジゾダゼジガダカゲプザﾟボ

ゼﾟグカダジゾダゼジガダカゲプザﾟボ

ザカヅダカヱﾟヴジヰﾟボ ガ ズゼ.

ｿゾガゴゴカダゼガボ ズジゲボ ダジゼゴジヴザジヱジ
ガヴゲヂバカザガボ, %, ザカ ｀ジゲカカ

55 5

ﾜヅヅカグダガヰザブギ ヮガﾟゴカダゼ ヅジグヂゾザジヱジ ズボダザﾟ
ザﾟ ゴガパカザガ, ゴゴ, ザカ ｀ジゲカカ

11 1

ﾋガザガゴﾟゲプザブギ ガザダカゼヰﾟゲ ゴカケヮヂ
ベグゾズジヴガドガボゴガ, ゴガザ

11 1

ﾎﾟゼﾟゴカダゼブ ﾒﾜﾊﾏ-6-2ﾃ ﾒﾜﾊﾏ-8-2ﾃ ﾒﾜﾊﾏ-10-2ﾃ 

ﾃガﾟズﾟヴジザ ゼカヱヂゲガゼジヰﾟザガボ ベザカゼヱガガ
ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ, ﾋベﾁ

3 - 6 3 - 8 5 - 10

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ゴジビザジゾダプ ヮジヴブ
ザﾟ ゼﾟゾゾダジボザガガ , ﾂゼ/ゴガザ

10 15 40

ﾃガﾟズﾟヴジザ ゼカヱヂゲガゼジヰﾟザガボ ゴジビザジゾダガ
ヮジヴブ ダジゼゴジヴザジヱジ ガヴゲヂバカザガボ ザﾟ ゼﾟゾゾダジボザガガ
ジダ ゴガパカザガ ザﾟ ドカザダゼﾟゲプザジギ ジゾガ, ﾂゼ/ゴガザ

1 - 10 1 - 15 10 - 40

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ベザカゼヱガボ 
ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ, ﾋベﾁ

6 8 10

ﾓジゼゴﾟ ガ ゼﾟヴゴカゼ ゼﾟ｀ジバカギ ジ｀ゲﾟゾダガ
ザﾟ ゼﾟゾゾダジボザガガ , ゴ

グゼヂヱ,     0,5 グゼヂヱ,     0,5 グゼヂヱ,     0,5

ﾌカゼﾟヰザジゴカゼザジゾダプ ゴジビザジゾダガ ヮジヴブ ヰ ズゼカヮカゲﾟデ
ゼﾟ｀ジバカギ ジ｀ゲﾟゾダガ ズゼガ ガゾズジゲプヴジヰﾟザガガ
ゼﾟヴゼﾟヰザガヰﾟペビガデ ヅガゲプダゼジヰ, %, ザカ ｀ジゲカカ

10 10 10

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ヮジズヂゾダガゴﾟボ ヮゲガダカゲプザジゾダプ
ジヮザジギ ベグゾズジヴガドガガ, ゴガザ

ザカ ジヱゼﾟザガバカザﾟ ザカ ジヱゼﾟザガバカザﾟ ザカ ジヱゼﾟザガバカザﾟ

ﾎゼジゾヰカバガヰﾟカゴﾟボ ゼﾟヮガﾟドガジザザﾟボ ダジゲビガザﾟ
ズジ ゾダﾟゲガ, ゴゴ

50 - 350 50 - 380 100 - 500

ﾉジザゾダゼヂグドガボ ヂゾグジゼガダカゲボ
ガヴゲヂバﾟダカゲプ
ズﾟグカダガゼジヰﾟザ
ゾ ゴジヮヂゲボダジゼジゴ

ガヴゲヂバﾟダカゲプ
ズﾟグカダガゼジヰﾟザ
ゾ ゴジヮヂゲボダジゼジゴ

ガヴゲヂバﾟダカゲプ
ズﾟグカダガゼジヰﾟザ
ゾ ゴジヮヂゲボダジゼジゴ

ﾂ゚ ｀ﾟゼガダザブカ ゼﾟヴゴカゼブ ガヴゲヂバﾟダカゲボ
ズﾟグカダガゼジヰﾟザザジヱジ ゾ
ゴジヮヂゲボダジゼジゴ (ﾃデﾗデﾁ), ゴゴ, ザカ ｀ジゲカカ

1100デ700デ1500 1100デ700デ1500 1400デ700デ1500

ﾉジベヅヅガドガカザダ ジゾゲﾟ｀ゲカザガボ ガヴゲヂバカザガボ ゲジグﾟゲプザジギ
ゼﾟヮガﾟドガジザザジギ ヴﾟビガダジギ ヰザカ ゼﾟ｀ジバカギ ヴジザブ, ザカ ゴカザカカ

10 000 10 000 10 000

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ズジダゼカ｀ゲボカゴﾟボ ゴジビザジゾダプ ヂゾグジゼガダカゲボ
ベゲカグダゼジザジヰ ゾ ゴジヮヂゲカゴ ジデゲﾟケヮカザガボ, グﾁダ, ザカ ｀ジゲカカ

20 25 25

ﾋﾟゾゾﾟ, グヱ, ザカ ｀ジゲカカ 1 300 1 300 1 400

ﾃカヅカグダジゾグジズガボ
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ﾐダカゼガゲガヴﾟドガボ

グジゴズゲカグゾブ ゾダカゼガゲガヴﾟドガガ ズゼジヮヂグドガガ 
ゴカヮガドガザゾグジヱジ ザﾟヴザﾟバカザガボ
ヮカヴガザゾカグドガボ ガ ヮカヴガザヅカグドガボ 
ズガビカヰジギ ズゼジヮヂグドガガ ガ ズゼジヮヂグドガガ 
ザﾟゼジヮザジ-デジヴボギゾダヰカザザジヱジ ザﾟヴザﾟバカザガボ
ジ｀ゲヂバカザガカ ズジゲヂズゼジヰジヮザガグジヰブデ 
ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ ガ ズゼガ｀ジゼジヰ 
ズジダジバザﾟボ ゾﾟザガダﾟゼザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ 
ズジゾダカゲプザブデ ズゼガザﾟヮゲカケザジゾダカギ 
ゴジヮガヅガグﾟドガボ ゾヰジギゾダヰ 
ズジゲガゴカゼザブデ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ 
ﾟザダガゴガグゼジ｀ザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ 
ﾟゼデガヰザブデ ヮジグヂゴカザダジヰ 
ガヴゴカザカザガカ ドヰカダジヰジギ ヱﾟゴゴブ ヮゼﾟヱジドカザザブデ 
ガ ズジゲヂヮゼﾟヱジドカザザブデ グﾟゴザカギ 

ﾎゼガゴカザカザガカ:

ﾒﾜﾊﾏ-10-15-ﾐ
ヂゾグジゼガダカゲプ ベゲカグダゼジザジヰ

ﾎゼジガヴヰジヮガダカゲプザジゾダプ ジヮザジヱジ ヂゾグジゼガダカゲボ ゾジゾダﾟヰゲボカダ 
ヮジ 5 ダジザザ ズゼジヮヂグドガガ ヰ バﾟゾ

ﾀカヴジズﾟゾザジゾダプ ズゼジヮヂグドガガ, ジ｀ゼﾟ｀ジダﾟザザジギ ズヂバグジゴ ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ, ｀ブゲﾟ 
ズジヮダヰカゼケヮカザﾟ ﾌﾟヂバザブゴ グジゴガダカダジゴ ズジ ズゼジ｀ゲカゴﾟゴ ズゼジヮジヰジゲプゾダヰガボ, ﾄヰゼジズカギゾグガゴ 
ﾟヱカザダゾダヰジゴ ズジ ｀カヴジズﾟゾザジゾダガ ズゼジヮヂグダジヰ ズガダﾟザガボ, ﾟ ダﾟグケカ ﾒズゼﾟヰゲカザガカゴ ズジ 
ゾﾟザガダﾟゼザジゴヂ ザﾟヮヴジゼヂ ヴﾟ グﾟバカゾダヰジゴ ズガビカヰブデ ズゼジヮヂグダジヰ ﾐﾗｿ.

ﾏカﾟゲガヴジヰﾟザザブカ ズゼジカグダブ

2017 ヱジヮ ┗ ﾒﾜﾊﾏ-10-15-ﾐ (1 パダ.), ﾍﾍﾍ «ﾑカグゲカジゼ», ﾕカザダゼ ジ｀ゼﾟ｀ジダグガ ズゼジヮヂグダジヰ 
ゼﾟゾダガダカゲプザジヱジ ガ ケガヰジダザジヱジ ズゼジガゾデジケヮカザガボ ズジダジグジゴ ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ 
«ﾑカグゲカジゼ» (ﾇザヮヂゾダゼガﾟゲプザブギ ズﾟゼグ «ﾉ-ｿﾂﾏﾍ», ﾉﾟゲヂケゾグﾟボ ジ｀ゲ.)

2018 ヱジヮ ┗ ﾒﾜﾊﾏ-10-15-ﾐ (1 パダ.), ﾍﾍﾍ «ﾑカグゲカジゼ», ﾕカザダゼ ジ｀ゼﾟ｀ジダグガ ズゼジヮヂグダジヰ 
ゼﾟゾダガダカゲプザジヱジ ガ ケガヰジダザジヱジ ズゼジガゾデジケヮカザガボ ズジダジグジゴ ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ 
«ﾑカグゲカジゼ» (ﾇザヮヂゾダゼガﾟゲプザブギ ズﾟゼグ «ﾉ-ｿﾂﾏﾍ», ﾉﾟゲヂケゾグﾟボ ジ｀ゲ.)

ﾜザカゼヱガボ ベゲカグダゼジザジヰ, ゼカヱヂゲガゼヂカゴﾟボ, ﾋベﾁ ジダ 7 ヮジ 10

ﾐゼカヮザボボ ゴジビザジゾダプ ズヂバグﾟ, グﾁダ ジダ 1 ヮジ 15

ﾏﾟ｀ジバﾟボ バﾟゾダジダﾟ, ﾋﾂド 2 856 ﾍﾍﾍ «ﾑカグゲカジゼ»
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ﾇﾃﾉ

ﾎﾟゼﾟゴカダゼブ ﾆザﾟバカザガカ

ﾁブゾジグﾟボ ベザカゼヱガボ ズヂバグﾟ, ﾋベﾁ 6

ﾌガヴグﾟボ ベザカゼヱガボ ズヂバグﾟ, ﾋベﾁ 3

ﾖﾟゾダジダﾟ ゾゲカヮジヰﾟザガボ ガゴズヂゲプゾジヰ, ﾂﾕ 200

ﾋジビザジゾダプ ヮジヴブ, ヱゼ/ゴガザ ザﾟ 1 ゴ 4

ﾇゾダジバザガグ ﾐﾁﾖ ﾉﾇﾒ-168, ﾉﾇﾒ-273

ﾋジヮヂゲボダジゼ ダヰカゼヮジダカゲプザブギ

(ﾐジヰゴカゾダザジ ゾジ ﾐグﾟザダゼジザガグ ﾐガゾダカゴゾ)

ﾆﾟ 2018 - 2019 ヱヱ.
｀ブゲジ ヰブズヂビカザジ

25
ヂゾグジゼガダカゲカギ

ヮゲボ ﾇﾃﾉ

ﾇザゾズカグドガジザザジ-ヮジゾゴジダゼジヰブギ グジゴズゲカグゾ - ダカデザガバカゾグジカ ゾゼカヮゾダヰジ ダﾟゴジケカザザジヱジ 
グジザダゼジゲボ (グジゴズゲカグゾ ダカデザガバカゾグガデ ゾゼカヮゾダヰ), ガゾズジゲプヴヂペビカカ ズゼジザガグﾟペビカカ 
ガジザガヴガゼヂペビカカ ガヴゲヂバカザガカ ヮゲボ ズジゲヂバカザガボ ゼカザダヱカザジヰゾグジヱジ ガヴジ｀ゼﾟケカザガボ 
ガ ﾟザﾟゲガヴﾟ グゼヂズザジヱﾟ｀ﾟゼガダザブデ ヱゼヂヴジヰ ガ ダゼﾟザゾズジゼダザブデ ゾゼカヮゾダヰ.
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ﾉカゼﾟゴガグﾟ 
ガ ゴカダﾟゲゲジグカゼﾟゴガバカゾグガカ
ヂヴゲブ
ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» ガヴヱジダﾟヰゲガヰﾟカダ:

ﾟゲペゴジジグゾガヮザヂペ グカゼﾟゴガグヂ ゴﾟゼジグ ﾁﾉ94-1, ﾁﾉ98-1, ﾁﾉ100-2
ﾟゲペゴジジグゾガヮザヂペ グカゼﾟゴガグヂ ザ  ゚ジゾザジヰカ ゚ ゲヂザヮ  ゚ガ ベゲカグダゼジグジゼヂザヮ  ゚ゾ ゾジヮカゼケﾟザガカゴ Al┱Ο┲ 95%-97%
デゼジゴガダゲﾟザダﾟザジヰブカ ザﾟヱゼカヰﾟダカゲガ

ﾉカゼﾟゴガバカゾグガギ ドカデ ゼﾟゾズジゲﾟヱﾟカダ ジ｀ジゼヂヮジヰﾟザガカゴ ガ ダカデザジゲジヱガボゴガ ヮゲボ ズジゲザジヱジ ドガグゲﾟ 
ガヴヱジダジヰゲカザガボ グカゼﾟゴガバカゾグガデ ガ ゴカダﾟゲゲジグカゼﾟゴガバカゾグガデ ヮカダﾟゲカギ ガ ゾ｀ジゼジバザブデ カヮガザガド.
ﾊﾟ｀ジゼﾟダジゼガボ グカゼﾟゴガバカゾグジヱジ ドカデﾟ ジゾザﾟビカザﾟ ズゼガ｀ジゼジゴ ヮゲボ ジズゼカヮカゲカザガボ ヂヮカゲプザジギ 
ズジヰカゼデザジゾダガ ズジゼジパグジヰ, ゲﾟヴカゼザブゴ ﾟザﾟゲガヴﾟダジゼジゴ ズジゼジパグジヰ, ヮガゲﾟダジゴカダゼジゴ 
ゾ グヰﾟゼドカヰブゴ ダジゲグﾟダカゲカゴ, ゼﾟヴゼブヰザジギ ゴﾟパガザジギ 5 グﾌ, パゲガヅジヰﾟゲプザジ-ズジゲガゼジヰﾟゲプザブゴ 
ジ｀ジゼヂヮジヰﾟザガカゴ ヮゲボ ズジヮヱジダジヰグガ パゲガヅジヰ, ゴガグゼジゾグジズジゴ ゾ ヂヰカゲガバカザガカゴ ヮジ 1 000 グゼﾟダ.

ﾂ゚ ｀ﾟゼガダブ ガヴヱジダﾟヰゲガヰﾟカゴブデ ヮカダﾟゲカギ ズゼガヰカヮカザブ ヰ ダﾟ｀ゲガドカ:

ﾋカダﾟゲゲジグカゼﾟゴガバカゾグガカ ヂヴゲブ
ﾉカゼﾟゴガバカゾグガギ ドカデ ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ»:

ヰブズジゲザボカダ ヰカゾプ グジゴズゲカグゾ ジズカゼﾟドガギ 
ズジ ゴカダﾟゲゲガヴﾟドガガ ヰブズヂゾグﾟカゴブデ グカゼﾟゴガバカゾグガデ ヮカダﾟゲカギ
ジゾヂビカゾダヰゲボカダ ゼﾟゾバカダ, グジザゾダゼヂガゼジヰﾟザガカ ガ ヰブズヂゾグ ヰﾟグヂヂゴズゲジダザブデ 
ゴカダﾟゲゲジヮガベゲカグダゼガバカゾグガデ ヂヴゲジヰ ヮガﾟゴカダゼジゴ ジダ 5 ヮジ 125 ゴゴ, ｀ジゲカカ 10000 
ダガズジゼﾟヴゴカゼジヰ, ズジゲヂバﾟカゴブデ ゴカダジヮジゴ ゴカダﾟゲゲガヴﾟドガガ ガ ズﾟギグガ ゾダカグゲジズゼガズジボゴガ
ジゾヂビカゾダヰゲボカダ ガヴヱジダジヰゲカザガカ ゴカダﾟゲゲジグカゼﾟゴガバカゾグガデ ヂヴゲジヰ ザﾟ ジゾザジヰカ グカゼﾟゴガグガ ゴﾟゼジグ 
ﾁﾉ94-1, ﾁﾉ98-1, ﾁﾉ100-2

ﾍゾザジヰザブカ ゾジズゼボヱﾟカゴブカ ゾ グカゼﾟゴガグジギ 
ゴﾟゼグガ ゴカダﾟゲゲジヰ: 
ゴカヮプ ﾋ0｀
ゾズゲﾟヰブ 29ﾌﾉ ガ 42ﾌ
ゴジゲガ｀ヮカザ ﾋﾖﾁﾎ
ゴジゲガ｀ヮカザ-ゼカザガカヰブギ ゾズゲﾟヰ ﾋﾏ-47

ﾇヴヱジダジヰゲカザガカ ゼﾟヮガジダカデザガバカゾグジギ グカゼﾟゴガグガ
ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» ズゼジガヴヰジヮガダ グカゼﾟゴガバカゾグガカ ヮカダﾟゲガ ガヴ ヰﾟグヂヂゴズゲジダザジギ グジゼヂザヮジヰジギ 
グカゼﾟゴガグガ ゴﾟゼジグ ﾁﾉ94-1, ﾁﾉ98-1, ﾁﾉ100-1, ズジゼガゾダジギ グジゼヂザヮジヰジギ グカゼﾟゴガグガ ザﾟ ジゾザジヰカ 
ﾟゲヂザヮﾟ ガ ベゲカグダゼジグジゼヂザヮﾟ.
ﾃカダﾟゲガ ガヴ グカゼﾟゴガグガ ザ  ゚ジゾザジヰカ ゚ ゲヂザヮ  ゚ガ ベゲカグダゼジグジゼヂザヮ  ゚ガゾズジゲプヴヂペダゾボ ヰ グﾟバカゾダヰカ ガヴジゲボダジゼジヰ 
ズジヮジヱゼカヰﾟダカゲカギ グﾟダジヮジヰ, ヰブゾジグジダカゴズカゼﾟダヂゼザジギ (ヮジ 1700 °ﾐ) ジゾザﾟゾダグガ ヮゲボ ジ｀ケガヱジヰ.

ﾐヰジギゾダヰﾟ グジゼヂザヮジヰジギ グカゼﾟゴガグガ ザﾟ ジゾザジヰカ ﾟゲヂザヮﾟ ガ ベゲカグダゼジグジゼヂザヮﾟ:
ﾂ゚ ｀ﾟゼガダブ

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザブギ ザﾟゼヂケザブギ
ヮガﾟゴカダゼ, ゴゴ

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ
ヰブゾジダﾟ, ゴゴ

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ダジゲビガザﾟ
ゾダカザグガ, ゴゴ

ﾁﾉ94-1

150

200

10

ﾁﾉ98-1,
ﾁﾉ100-2

100

100

7

ｿゲヂザヮ
ズジゼガゾダブギ

40

40

7

ｿゲヂザヮ 
ズカバカザザブギ

20

20

4

ﾉ-10-6

150

150

10

ﾉ-6-30

20

20

4

ﾓガヴガグジ-ゴカデﾟザガバカゾグガカ
ガ ベゲカグダゼガバカゾグガカ ゾヰジギゾダヰﾟ

ﾍ｀ピカゴザﾟボ ゴﾟゾゾﾟ, ヱ/ゾゴ3

ﾎゼカヮカゲ ズゼジバザジゾダガ ズゼガ ゾダﾟダガバカゾグジゴ
ガヴヱガ｀カ σガヴヱ, グヱ/ゾゴ2, ザカ ゴカザカカ

ﾏﾟヴゼヂパﾟペビガギ ズカゼカズﾟヮ ダカゴズカゼﾟダヂゼ
ゴカダジヮジゴ ジデゲﾟケヮカザガボ ヰ ヰジヮカ, °ﾐ

ｿゲヂザヮ ズジゼガゾダブギ

3,3 ┗ 3,7

1 500

170

ｿゲヂザヮ ゾズカバカザザブギ

> 3,7

2 000

220

ﾉ-10-6

> 2,8

800

-

ﾉ-6-30

3,2 ┗ 3,36

1 200

250
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ﾃカダﾟゲガ ガヴ グカゼﾟゴガグガ ﾁﾉ94-1, ﾁﾉ98-1, ﾁﾉ100-2 ガゾズジゲプヴヂペダゾボ ヰ グﾟバカゾダヰカ ガヴジゲボダジゼジヰ, 
ジグジザ ヰブヰジヮﾟ ベザカゼヱガガ.

ﾐヰジギゾダヰﾟ グカゼﾟゴガグガ ゴﾟゼジグ ﾁﾉ94-1, ﾁﾉ98-1 ガ ﾁﾉ100-2:

ﾓガヴガグジ-ゴカデﾟザガバカゾグガカ 
ガ ベゲカグダゼガバカゾグガカ ゾヰジギゾダヰﾟ

ﾐジヮカゼケﾟザガカ Al2Ο3
, %, ゾズゼﾟヰジバザジ

ﾍ｀ピカゴザﾟボ ゴﾟゾゾﾟ, ヱ/ゾゴ3, ザカ ゴカザカカ

ﾁジヮジズジヱゲジビカザガカ, %, ザカ ｀ジゲカカ
ﾎゼカヮカゲ ズゼジバザジゾダガ ズゼガ ゾダﾟダガバカゾグジゴ
ガヴヱガ｀カ σガヴヱ, グヱ/ゾゴ2, ザカ ゴカザカカ

ﾉジベヅヅガドガカザダ ダカゼゴガバカゾグジヱジ ゲガザカギザジヱジ
ゼﾟゾパガゼカザガボ α•10�7, 1/ °ﾐ,
ヰ ガザダカゼヰﾟゲカ ダカゴズカゼﾟダヂゼ, °ﾐ
20 ┗ 200
20 ┗ 500
20 ┗ 900
20 ┗ 1000

ﾃガベゲカグダゼガバカゾグﾟボ ズゼジザガドﾟカゴジゾダプ
ズゼガ バﾟゾダジダカ·106 ﾂド ガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ

20 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ
300 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾑ゚ ザヱカザゾ ヂヱゲﾟ ヮガベゲカグダゼガバカゾグガデ ズジダカゼプ
ズゼガ バﾟゾダジダカ·106 ﾂド ガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ

20 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ
300 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾃガベゲカグダゼガバカゾグﾟボ ズゼジザガドﾟカゴジゾダプ
ズゼガ バﾟゾダジダカ 3·109 ガゲガ·1010 ﾂド
ガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ 20 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾑ゚ ザヱカザゾ ヂヱゲﾟ ヮガベゲカグダゼガバカゾグガデ ズジダカゼプ
ズゼガ バﾟゾダジダカ 3·109ガゲガ·1010 ﾂド
ガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ

20 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ
300 °ﾐ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾒヮカゲプザジカ ジ｀ピカゴザジカ ベゲカグダゼガバカゾグジカ
ゾジズゼジダガヰゲカザガカ, ﾍゴ·ゾゴ, 
ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ 100° ﾐ, ザカ ゴカザカカ

ﾁﾉ94-1

94,4

3,65

0,02
3 200

60±5
70±5
79±5
−

10,3
-

6•10┗4

-

10,3

15·10┗4

-

1013

ﾁﾉ98-1

98

3,88

0,02
3 000

63±5
75±5
82±5
-

10,8
11,2

2·10┗4

-

10,3

1•10┗4

2·10┗4 

1014

ﾁﾉ100-2

99,7

3,88

0,02
3 200

60±5
70±5
79±5
80±5

10,5
-

2·10┗4

-

10,1

1•10┗4

-

1014

ﾉカゼﾟゴガバカゾグガカ ザﾟヱゼカヰﾟダカゲプザブカ ベゲカゴカザダブ ザﾟ ジゾザジヰカ デゼジゴガダﾟ 
ゲﾟザダﾟザﾟ ズジヴヰジゲボペダ ズゼジヰジヮガダプ ダカゼゴガバカゾグガカ ズゼジドカゾゾブ 
ヰ ジグガゾゲガダカゲプザジギ ゾゼカヮカ (ザﾟ ヰジヴヮヂデカ) ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼﾟデ ヮジ 1700 °ﾐ. 
ﾌﾟヱゼカヰﾟダカゲガ ゴジヱヂダ ｀ブダプ ガゾズジゲプヴジヰﾟザブ グﾟグ ヰ ザカズゼカゼブヰザブデ 
ドガグゲﾟデ, ダﾟグ ガ ズカゼガジヮガバカゾグジヱジ ヮカギゾダヰガボ ゾ ズジゲザブゴ ジゾダブヰﾟザガカゴ 
ヰ ゴカケドガグゲジヰジギ ズカゼガジヮ.

ﾐヰジギゾダヰﾟ デゼジゴガダﾟ ゲﾟザダﾟザﾟ:

ﾔゼジゴガダゲﾟザダﾟザジヰブカ
ザﾟヱゼカヰﾟダカゲガ

ﾎジゲザブギ ゾゼカヮザガギ ゼカゾヂゼゾ ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ, バﾟゾジヰ

ﾎゲジダザジゾダプ (グﾟケヂビﾟボゾボ), ヱ/ゾゴ3 5,6

ﾍダグゼブダﾟボ ズジゼガゾダジゾダプ, % 15 ┗ 21

ﾑカゴズカゼﾟダヂゼﾟ ズゲﾟヰゲカザガボ, °ﾐ 2 400

ﾑﾉﾊﾏ, 1/°ﾐ 9,6·10�6

ﾎゼカヮカゲ ズゼジバザジゾダガ ズゼガ ゾダﾟダガバカゾグジゴ ガヴヱガ｀カ, ﾋズﾟ 30

1 700 °ﾐ 300

1 600 °ﾐ 1 500

28 29
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ﾉﾟダジヮブ ガ グﾟダジヮザジ-
ズジヮジヱゼカヰﾟダカゲプザブカ ヂヴゲブ
ﾉﾟダジヮザジカ ズゼジガヴヰジヮゾダヰジ ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» ガヴヱジダﾟヰゲガヰﾟカダ ジグゾガヮザブカ 
ガ ゴカダﾟゲゲジズジゼガゾダブカ グﾟダジヮブ ゾ ゼﾟヴゴカゼﾟゴガ ベゴガダガゼヂペビカギ ズジヰカゼデザジゾダガ ジダ ヮジゲカギ 
ゴガゲゲガゴカダゼﾟ ヮジ ザカゾグジゲプグガデ ゾジダカザ ゴガゲゲガゴカダゼジヰ.

ﾍグゾガヮザブカ グﾟダジヮブ 
ゼﾟヴザジジ｀ゼﾟヴガカ ヅジゼゴブ: ズゲジゾグガカ, ゾヅカゼガバカゾグガカ, 
ドガゲガザヮゼガバカゾグガカ ガ ヮゼ. 
ヮガﾟゴカダゼ  25 - 145 ゴゴ

ﾉﾟダジヮザブギ ドカデ ガヴヱジダﾟヰゲガヰﾟカダ  ゲカザダジバザブカ ガ ズゼジヰジゲジバザブカ 
ズジヮジヱゼカヰﾟダカゲガ ヮゲボ グﾟダジヮジヰ ガヴ ヰジゲプヅゼﾟゴﾟ ガ ゴジゲガ｀ヮカザﾟ. 

ﾉﾟダジヮザブギ ヂヴカゲ ジグﾟヴブヰﾟカダ ジズゼカヮカゲボペビカカ ヰゲガボザガカ 
ザﾟ ズジゲヂバカザガカ ヰブゾジグガデ ズﾟゼﾟゴカダゼジヰ, ザﾟヮ｠ケザジゾダガ 
ガ ヮジゲヱジヰカバザジゾダガ ベゲカグダゼジヰﾟグヂヂゴザブデ ズゼガ｀ジゼジヰ.

ﾏ゚ ｀ジバﾟボ 
ダカゴズカゼﾟダヂゼﾟ
グﾟダジヮ ,゚  ジﾐ

ﾎゲジダザジゾダプ ダジグ ,゚
ｿ/ゾゴ2

ﾌﾟゼﾟ｀ジダグ  ゚
(ヰ ゼカﾟゲプザブデ
ズゼガ｀ジゼ デ゚), ダブゾ.バ.

ﾌカズゼカゼブヰザブギ
ゼカケガゴ

ﾇゴズヂゲプゾザブギ
ゼカケガゴ

ﾌガヴグジダカゴズカゼﾟダヂゼザブカ
ジグゾガヮザブカ グﾟダジヮブ

ﾁブゾジグジダカゴズカゼ ダ゚ヂゼザブカ
ジグゾガヮザブカ グﾟダジヮブ

ﾋカダﾟゲゲジズジゼガゾダブカ
グﾟダジヮブ

750 - 850 0,1 - 1,0 1 - 150 3 - 50

1 200 - 1 500 0,1 - 1,0 1,5 - 10 2 - 10

900 - 1 150 0,5 - 10 0,5 - 100 0,5 - 20

ﾋカダﾟゲゲジズジゼガゾダブカ グﾟダジヮブ
ﾍヮザジゲヂバカヰブカ: 
 ヮガﾟゴカダゼ ベゴガダダカゼﾟ 3 - 30 ゴゴ

ﾋザジヱジゲヂバカヰブカ: 
 ヮガﾟゴカダゼ 14 - 110 ゴゴ
 グジゲガバカゾダヰジ グﾟダジヮジヰ ヰ ヂヴゲカ 18 - 40
 ヮガﾟゴカダゼ ジダヮカゲプザブデ ベゴガダダカゼジヰ 2 - 9 ゴゴ
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ﾐズカドダカデザジゲジヱガバカゾグジカ  ジ｀ジゼヂヮジヰﾟザガカ
ﾜゲカグダゼジズカバガ ﾁﾟググヂヂゴザブカ ズカバガ

ﾂ゚ ｀ﾟゼガダブ ザﾟヱゼカヰﾟダカゲプザジギ グﾟゴカゼブ (ﾗ×ﾁ×ﾂ), ゴゴ: 
300×300×400 (36 ヮゴ3) 
ﾂ゚ ｀ﾟゼガダブ ズジゲカヴザジヱジ ズゼジゾダゼﾟザゾダヰﾟ (ﾗ×ﾁ×ﾂ), ゴゴ: 
220×220×320 (15 ヮゴ3)
ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ゼﾟ｀ジバﾟボ ダカゴズカゼﾟダヂゼﾟ, °ﾐ: 1 650
ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ダカゴズカゼﾟダヂゼﾟ, グゼﾟダグジヰゼカゴカザザジ, °ﾐ: 1 700
ﾓヂダカゼジヰグﾟ グﾟゴカゼブ ズカバガ: ゴザジヱジゾゲジギザﾟボ, 
ガヴ ﾟゲペゴジジグゾガヮザブデ ヰジゲジグザガゾダブデ ズゲガダ
ﾌﾟヱゼカヰﾟダカゲガ: グカゼﾟゴガバカゾグガカ デゼジゴガダゲﾟザダﾟザジヰブカ 
ﾎ-ジ｀ゼﾟヴザブカ, 10 パダ.
ﾁゼカゴボ ゼﾟヴジヱゼカヰﾟ ズカバガ ｀カヴ ゾﾟヮグガ ヮジ ゴﾟグゾガゴﾟゲプザジギ 
ゼﾟ｀ジバカギ ダカゴズカゼﾟダヂゼブ, ゴガザ: 330
ﾒズゼﾟヰゲカザガカ ダカゴズカゼﾟダヂゼザブゴ ズゼジドカゾゾジゴ: 
ﾟヰダジゴﾟダガバカゾグジカ, ズジ グジザダゼジゲゲカゼヂ «ﾑカゼゴジゲペグゾ»
ﾑジバザジゾダプ ズジヮヮカゼケﾟザガボ ダカゴズカゼﾟダヂゼブ: ±2 °ﾐ
ﾌジゴガザﾟゲプザﾟボ ゴジビザジゾダプ: 9 グﾁダ
ﾜゲカグダゼジズガダﾟザガカ: 220 ﾁ, 50 ﾂド
ﾂ゚ ｀ﾟゼガダザブカ ゼﾟヴゴカゼブ ズカバガ (ﾗ×ﾁ×ﾂ), ゴゴ: 
800×1200×800

ﾁジヴゴジケザジ ガヴヱジダジヰゲカザガカ ベゲカグダゼジズカバカギ 
ズジ ガザヮガヰガヮヂﾟゲプザジゴヂ ズゼジカグダヂ

ﾉﾟゴカゼザブカ ベゲカグダゼジズカバガ ズゼカヮザﾟヴザﾟバカザブ ヮゲボ 
ヰブゾジグジダカゴズカゼﾟダヂゼザジギ ジ｀ゼﾟ｀ジダグガ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ 
ヰ ヰジヴヮヂパザジギ ゾゼカヮカ.

ﾁブゾジグジダカゴズカゼﾟダヂゼザﾟボ ヰﾟグヂヂゴザﾟボ ズカバプ 
ズゼカヮザﾟヴザﾟバカザﾟ ヮゲボ ズゼジヰカヮカザガボ ダカゼゴガバカゾグジギ 
ジ｀ゼﾟ｀ジダグガ, ズゼジドカゾゾジヰ ゾズカグﾟザガボ, ジダケガヱﾟ, 
ズゼジグﾟゲガヰﾟザガボ ガ ジダズヂゾグﾟ ガヴヮカゲガギ 
ガ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ ヰ ヰﾟグヂヂゴカ.

ﾉジゲガバカゾダヰジ ゼﾟ｀ジバガデ ズジヴガドガギ (グジゲズﾟグジヰ)

ﾏﾟヴゴカゼブ ゼﾟ｀ジバカギ ヴジザブ グﾟゴカゼブ (グジゲズﾟグﾟ), ゴゴ, ザカ ゴカザカカ     

ヮガﾟゴカダゼ

ヰブゾジダﾟ

ﾏﾟ｀ジバﾟボ ゾゼカヮﾟ ヰザヂダゼガ ズカバガ ヰﾟグヂヂゴ, ゴゴ ゼダ.ゾダ., ザカ デヂケカ

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ダカゴズカゼﾟダヂゼﾟ ゼﾟ｀ジバカギ ゾゼカヮブ, °ﾐ:

ﾑジバザジゾダプ ズジヮヮカゼケﾟザガボ ダカゴズカゼﾟダヂゼブ ヰ ヂゾダﾟザジヰガヰパカゴゾボ ゼカケガゴカ, °ﾐ, ザカ デヂケカ

ﾁゼカゴボ ザカズゼカゼブヰザジヱジ ダカデザジゲジヱガバカゾグジヱジ ズゼジドカゾゾﾟ ダカゼゴジジ｀ゼﾟ｀ジダグガ: 

ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ 1 950°ﾐ, バ., ザカ ゴカザカカ

ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ 1 600°ﾐ,バ., ザカ ゴカザカカ

ﾃﾟヰゲカザガカ ヰ グﾟゴカゼカ ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ 1 950°ﾐ, ザカ デヂケカ:

ﾎﾟ 

ゴゴ ゼダ.ゾダ.

ﾋﾟダカゼガﾟゲ ザﾟヱゼカヰﾟダカゲカギ

ﾋﾟダカゼガﾟゲ ベグゼﾟザジヰ ダカズゲジガヴジゲボドガガ

ﾃﾟヰゲカザガカ ヰジヮブ ザﾟ ヰデジヮカ ヰ ゾガゾダカゴヂ ジデゲﾟケヮﾟペビカギ ズカバガ

ﾎﾟ

グヱゾ/ゾゴ2

ﾂ゚ ｀ﾟゼガダザブカ ゼﾟヴゴカゼブ ズカバガ, ゴゴ, ザカ ｀ジゲカカ

- ヮゲガザﾟ

- パガゼガザﾟ

- ヰブゾジダﾟ

1 パダ.

170

250

2デ10-6

1 950 (+50)

±10

3

5

6,6デ10-3

5デ10-5

ヰジゲプヅゼﾟゴ

ヰジゲプヅゼﾟゴ, 

ゴジゲガ｀ヮカザ, 

ザカゼケ ヰ゚カペビ ボ゚ ゾダ゚ ゲプ

(1,5┢3,5)デ105

1,5┢3,5

1 200

2 500

3 300
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ﾋカダﾟゲゲジジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ
ﾎゼジガヴヰジヮゾダヰカザザジ-ダカデザジゲジヱガバカゾグガギ グジゴズゲカグゾ ゴカダﾟゲゲジジ｀ゼﾟ｀ジダグガ ガヴヱジダﾟヰゲガヰﾟカダ 
ズゼカドガヴガジザザブカ ゾゼカヮザカ- ガ ゴﾟゲジヱﾟ｀ﾟゼガダザブカ ヮカダﾟゲガ ゾ ゲガザカギザジギ ダジバザジゾダプペ ヮジ ±0,01 
ゴゴ, ヂヱゲジヰジギ ダジバザジゾダプペ ヮジ ±10´, パカゼジデジヰﾟダジゾダプペ ズジヰカゼデザジゾダカギ ヮジ ς 0,3. ﾉジゲガバカゾダヰジ 
ダカデザジゲジヱガバカゾグガデ ズカゼカデジヮジヰ ヮジゾダガヱﾟカダ 25 - 30.

ﾍ｀ゼﾟ｀ﾟダブヰﾟカゴブカ ゴﾟダカゼガﾟゲブ:

ﾕヰカダザブカ ゴカダﾟゲゲブ ガ ゾズゲﾟヰブ: ゴカヮプ, ダガダﾟザジヰブカ ゾズゲﾟヰブ, ザガグカゲプ, ﾟゲペゴガザガカヰブカ ゾズゲﾟヰブ, 
ゲﾟダヂザプ, ｀ゼジザヴﾟ.

ﾖカゼザブカ ゴカダﾟゲゲブ ガ ゾズゲﾟヰブ: ゾダﾟゲガ ヂヱゲカゼジヮガゾダブカ グジザゾダゼヂグドガジザザブカ, ゾダﾟゲガ 
ゲカヱガゼジヰﾟザザブカ, グジゼゼジヴガジザザジゾダジギグガカ ガ ケﾟゼジズゼジバザブカ, ゾダﾟゲガ ベゲカグダゼジダカデザガバカゾグガカ 
ザガヴグジヂヱゲカゼジヮガゾダブカ (10850, 10860, 11850, 11860, 20880, 10864-ﾁﾃ), ゾズゲﾟヰブ 
ズゼカドガヴガジザザブカ (29ﾌﾉ;29ﾌﾉ-ﾁﾇ; 42ﾌ; 42ﾌｿ-ﾁﾇ).
ﾐ

ジ
ゼ

ダﾟ
ゴ

カザ
ダ: ズゼヂダグガ, 

ズジゲジゾブ, ゲガゾダブ, 
ヅジゲプヱﾟ, 
ズゼジヰジゲジグﾟ, 
ダゼヂ｀ブ.

ﾍゾザジヰザブカ ヰガヮブ ジズカゼﾟドガギ:

ﾑジグﾟゼザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ ザﾟ ヂザガヰカゼゾﾟゲプザブデ ゾダﾟザグﾟデ ガ ゾダﾟザグﾟデ ゾ ﾖﾎﾒ ヮカダﾟゲカギ 
ヰ ザﾟゼヂケザブデ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ Ø300 ゴゴ

ﾑジグﾟゼザジ-ヮﾟヰガゲプザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ (ゼジダﾟドガジザザﾟボ ヰブダボケグﾟ ゼヂバザﾟボ ガ ザﾟ ゾダﾟザグカ ゾ ﾖﾎﾒ)

ﾓゼカヴカゼザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ ザﾟ ヂザガヰカゼゾﾟゲプザブデ ゾダﾟザグﾟデ ガ ゾダﾟザグﾟデ ゾ ﾖﾎﾒ (ヰカゼダガグﾟゲプザﾟボ, 
ヱジゼガヴジザダﾟゲプザﾟボ, ズゼジヮジゲプザﾟボ, ヱゼﾟヰガゼジヰﾟゲプザﾟボ) ヮカダﾟゲカギ ゾ ヱﾟ｀ﾟゼガダザブゴガ ゼﾟヴゴカゼﾟゴガ 
ヮジ 850 ゴゴ ヰ ヮゲガザヂ ガ ヮジ 600 ゴゴ ヰ パガゼガザヂ

ﾗゲガヅジヰﾟゲプザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ (グゼヂヱゲﾟボ, ズゲジゾグﾟボ, ダジゼドカヰﾟボ, ヰザヂダゼカザザボボ)

ﾏﾟゾダジバザﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ (ゾ ﾖﾎﾒ, ヱジゼガヴジザダﾟゲプザﾟボ, ヰカゼダガグﾟゲプザﾟボ, グジジゼヮガザﾟダザﾟボ)

ﾜゲカグダゼジガゾグゼジヰﾟボ ジ｀ゼﾟ｀ジダグﾟ ザﾟ ゾダﾟザグﾟデ ﾖﾎﾒ ヮカダﾟゲカギ ゾ ヱﾟ｀ﾟゼガダザブゴガ ゼﾟヴゴカゼﾟゴガ 
ヮジ 270 デ 270 ゴゴ

ﾗダﾟゴズジヰグﾟ (ヮジゼザジヰﾟザガカ, ヰジゲジバカザガカ, ヰブゼヂ｀グﾟ, ジゾﾟヮグﾟ, ヅジゼゴジヰﾟザガカ, ヱガ｀グﾟ, 
デジゲジヮザジカ ヰブヮﾟヰゲガヰﾟザガカ)

ﾐゲカゾﾟゼザブカ ゼﾟ｀ジダブ

ﾁブゾジグジダカゴズカゼﾟダヂゼザブギ ジダケガヱ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ ヰ ヰジヮジゼジヮカ ヮジ 650ºﾐ

ﾑヂヱジズゲﾟヰグガカ 
ゴカダﾟゲゲブ 
ガ ゾズゲﾟヰブ: 
ゴジゲガ｀ヮカザジヰブカ 
ゾズゲﾟヰブ ﾑﾐﾋ-7, 
ﾋﾖ, ﾋﾖﾁﾎ, 
ダﾟザダﾟゲ, ザガジ｀ガギ.
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ﾐ｀ジゼジバザブギ ドカデ
ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ» ジグﾟヴブヰﾟカダ ゾゲカヮヂペビガギ ゾズカグダゼ ヂゾゲヂヱ:

ﾐ｀ジゼグﾟ ヂヴゲジヰ ベゲカグダゼジヰﾟグヂヂゴザブデ ズゼガ｀ジゼジヰ ゼﾟヴザジジ｀ゼﾟヴザブデ グジザヅガヱヂゼﾟドガギ, 

ゴジザダﾟケ ガ ヮカゴジザダﾟケ 

ﾁブゾジグジダカゴズカゼﾟダヂゼザブギ ジダケガヱ ヰ ダカゴズカゼﾟダヂゼザブデ ゼカケガゴﾟデ ジダ 800°ﾐ ヮジ 1 100°ﾐ 

ガ ヰ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ 150 ゴゴ

ﾎﾟギグﾟ ヰ ヰジヮジゼジヮカ ヰ ダカゴズカゼﾟダヂゼザブデ ゼカケガゴﾟデ ヮジ 1 100 °ﾐ ガ ヰ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ 350 ゴゴ

ﾁﾟグヂヂゴザﾟボ ズﾟギグﾟ ヰ ダカゴズカゼﾟダヂゼザブデ ゼカケガゴﾟデ ヮジ 1 000 °ﾐ ガ ヰ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ 180 ゴゴ

ﾍダケガヱ ヰ ﾟゼヱジザカ ヰ ダカゴズカゼﾟダヂゼザブデ ゼカケガゴﾟデ ヮジ 1 000 °ﾐ ガ ヰ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ 150 ゴゴ

ﾍダケガヱ ヰ ヅジゼゴカゼヱﾟヴカ ヰ ダカゴズカゼﾟダヂゼザブデ ゼカケガゴﾟデ ヮジ 1 000°ﾐ ガ ヰ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ 250 ゴゴ

ﾐズカグﾟザガカ ヱﾟゲプヰﾟザガバカゾグガデ (ザガグカゲプ, ゴカヮプ, ゾカゼブギ デゼジゴ) ガ ゾズカドズジグゼブダガギ (バカゼザブギ 

デゼジゴ, ﾟゲプゾガヅカゼ, ヰジゲプヅゼﾟゴ) ヮカダﾟゲカギ ガ ゾ｀ジゼジバザブデ カヮガザガド ヰ ヰジヮジゼジヮカ 

ガ ヰﾟグヂヂゴカ ヰ ゼﾟヴゴカゼﾟデ ヮジ 350 ゴゴ

ﾐヰﾟゼグﾟ ヰ ゾゼカヮカ ガザカゼダザブデ ヱﾟヴジヰ ゴカダジヮジゴ ズゲﾟヰゲカザガボ ベゲカグダゼガバカゾグジギ ヮヂヱジギ 

ゼﾟヴザジゼジヮザブデ ゴカダﾟゲゲジヰ ゾ ダジゲビガザﾟゴガ ゾヰﾟゼガヰﾟカゴブデ グゼジゴジグ ジダ カヮガザガド 

ゴガゲゲガゴカダゼﾟ ヮジ ヮカゾボダグジヰ ゾﾟザダガゴカダゼジヰ

ｿゼヱジザザジ-ヮヂヱジヰﾟボ ゾヰﾟゼグﾟ ザﾟ ズゲﾟザ-パﾟギ｀カ グゼジゴジグ ダジゲビガザジギ ヮジ 2 ゴゴ ヂヴゲジヰ 

ヮガﾟゴカダゼジゴ ヮジ 450 ゴゴ ガ ヰブゾジダジギ ヮジ 500 ゴゴ

ｿゼヱジザザジ-ヮヂヱジヰﾟボ ゾヰﾟゼグﾟ ゼヂバザﾟボ ゾ ゴﾟグゾガゴﾟゲプザブゴ ダジグジゴ ゾヰﾟゼグガ ヮジ 450 ｿ 

グゼジゴジグ ダジゲビガザジギ ヮジ 4 ゴゴ ヂヴゲジヰ 

ﾊﾟヴカゼザﾟボ ゾヰﾟゼグﾟ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ ガヴ ザカゼケﾟヰカペビガギ ゾダﾟゲガ, ザカヴﾟグﾟゲカザザジギ ゾダﾟゲガ, 

ゴカヮガ ゾ ズゼガゾﾟヮグジギ, ゾヰﾟゼグﾟ ゾ ズゼガゾﾟヮグジギ ザﾟ ヂヴゲﾟデ ヮガﾟゴカダゼジゴ ヮジ 300 ゴゴ 

ガ ヱゲヂ｀ガザジギ ズゼジヰﾟゼﾟ ヮジ 0,3 ゴゴ

ﾉジザダﾟグダザﾟボ ゾヰﾟゼグﾟ ダジゲビガザ ヮジ 0,5 ゴゴ ザﾟ ゲペ｀ブデ ゲガゾダジヰブデ ゴﾟダカゼガﾟゲﾟデ 

グゼジゴカ ドヰカダザブデ

ﾃガヅヅヂヴガジザザﾟボ ゾヰﾟゼグﾟ ズゼガ ダカゴズカゼﾟダヂゼカ 970 °ﾐ ガ ズゼガ ヮﾟヰゲカザガガ 

ジダ 4 ヮジ 6 ダジザザ ヮジ 150 ゴゴ

ﾃガヅヅヂヴガジザザﾟボ ズﾟギグﾟ ヰ ゾゼカヮカ ヰジヮジゼジヮﾟ ズジヮ ヮﾟヰゲカザガカゴ ジダ 1,5 ヮジ 4 ダジザザ 

ヰ ガザダカゼヰﾟゲカ ダカゴズカゼﾟダヂゼ ジダ 800 °ﾐ ヮジ 1100 °ﾐ ヮカダﾟゲカギ ヮジ 180 ゴゴ

ﾉジザダゼジゲプ ゾヰﾟゼザブデ ガ ズﾟボザブデ ゾジカヮガザカザガギ ザﾟ ズゼカヮゴカダ ズジヮヮカゼケﾟザガボ ヰﾟグヂヂゴﾟ 

ヮジ 10-8 ゴゴ ゼダ. ゾダ. 

ﾎゼジヰカヮカザガカ ベゲカグダゼジヮガザﾟゴガバカゾグガデ ガヴゴカゼカザガギ (デジゲジヮザブカ ガヴゴカゼカザガボ)

ザﾟ ドガヅゼジヰブデ ガ ﾟザﾟゲジヱジヰブデ ズﾟザジゼﾟゴﾟデ
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ﾜゲカグダゼジザザジ-ゲヂバカヰﾟボ
ゾダカゼガゲガヴﾟドガボ
ﾜゲカグダゼジザザジ-ゲヂバカヰジギ ゾズジゾジ｀ ガゾズジゲプヴヂカダ ヰブゾジグガギ ヂゼジヰカザプ ベザカゼヱガガ 
ベゲカグダゼジザジヰ ヰ グﾟバカゾダヰカ ゾゼカヮゾダヰﾟ ゾダカゼガゲガヴﾟドガガ. ﾜゲカグダゼジザブ ヂゾグジゼボペダゾボ ヮジ 
ゾグジゼジゾダガ ゾヰカダﾟ ゾ ズジゴジビプペ ゲガザカギザジヱジ ヂゾグジゼガダカゲボ. ﾜザカゼヱガボ ベゲカグダゼジザジヰ ヰ 
ヮガﾟズﾟヴジザカ ジダ 3 ヮジ 10 ゴゲザ ベゲカグダゼジザヰジゲプダ (ﾋベﾁ) ゾ ゴジビザジゾダプペ ズヂバグﾟ ヰ 
ヮガﾟズﾟヴジザカ ジダ 1 ヮジ 10 グﾁダ ジグﾟヴブヰﾟカダゾボ ヮジゾダﾟダジバザジギ ヮゲボ ズゼジザガグザジヰカザガボ ヰ 
ズゼジヮヂグダ, ヱカゼゴカダガバザジ ヂズﾟグジヰﾟザザブギ 
ヰ ヱジダジヰヂペ グ ジダヱゼヂヴグカ ダﾟゼヂ. 

ﾎゼジドカゾゾ ジ｀ゼﾟ｀ジダグガ ヴﾟグゲペバﾟカダゾボ ヰ ゾグﾟザガゼジヰﾟザガガ ジ｀ゼﾟ｀ﾟダブヰﾟカゴジギ ズゼジヮヂグドガガ ズヂバグジゴ 
ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ ズゼガ ザカズゼカゼブヰザジゴ ズカゼカゴカビカザガガ カカ ヰ ヴジザカ ヰブズヂゾグザジヱジ ジグザﾟ 
ヂゾグジゼボペビカヱジ ヰジゲザジヰジヮﾟ.

ﾜゲカグダゼジザブ, ゾグﾟザガゼヂボ ズゼジヮヂグダ, ズゼジデジヮボダ バカゼカヴ ゴザジケカゾダヰジ ヰダジゼガバザブデ バﾟゾダガド, 
ヰグゲペバﾟボ ガジザブ ガ ゾヰジ｀ジヮザブカ ゼﾟヮガグﾟゲブ. ﾁダジゼガバザブカ バﾟゾダガドブ ゼﾟヴゼブヰﾟペダ 
ﾃﾌﾉ-ドカズジバグガ ゴガグゼジジゼヱﾟザガヴゴジヰ ガ ザﾟ ヰザヂダゼカザザカギ ズジヰカゼデザジゾダガ ヂズﾟグジヰグガ, 
ガ ヰザヂダゼガ ズゼジヮヂグダﾟ, ｀ゲジグガゼヂボ ダﾟグガゴ ジ｀ゼﾟヴジゴ ガデ ヮﾟゲプザカギパカカ ゼﾟヴゴザジケカザガカ. 
ﾎﾟダジヱカザザブカ ゴガグゼジ｀ブ ゼﾟヴゼヂパﾟペダゾボ, ガ ヰゾゲカヮゾダヰガカ ベダジヱジ ズゼジガゾデジヮガダ 
ゾダカゼガゲガヴﾟドガボ ズゼジヮヂグドガガ.

ﾜゲカグダゼジザザジ-ゲヂバカヰジカ (ﾜﾊ) ガヴゲヂバカザガカ ザカ ズゼカヮズジゲﾟヱﾟカダ ヱゲヂ｀ガザザジヱジ 
ズゼジザガグザジヰカザガボ ヰ ダジゲビヂ ズゼジヮヂグダﾟ, グﾟグ ベダジ ヮカゲﾟカダ ヱﾟゴゴﾟ-ガヴゲヂバカザガカ. 
ﾁ ヴﾟヰガゾガゴジゾダガ ジダ ズゲジダザジゾダガ ズゼジヮヂグドガガ ﾜﾊ-ガヴゲヂバカザガカ ズゼジザガグﾟカダ ヰ ズゼジヮヂグダ 
ザﾟ ヱゲヂ｀ガザヂ ヮジ 40 ゾゴ ジダ ズジヰカゼデザジゾダガ. 

ﾃカギゾダヰガカ ﾜﾊ-ガヴゲヂバカザガボ ジヱゼﾟザガバガヰﾟカダゾボ ザカゾグジゲプグガゴガ ゾカグヂザヮﾟゴガ, ヰ ジダゲガバガカ 
ジダ ゴザジヱジバﾟゾジヰジヱジ ヰジヴヮカギゾダヰガボ ザﾟ ズゼジヮヂグダ ヱﾟゴゴﾟ-ガヴゲヂバカザガカゴ. 
ﾉゼﾟダグジヰゼカゴカザザジゾダプ ヰジヴヮカギゾダヰガボ ヂゾグジゼカザザブデ ベゲカグダゼジザジヰ ゾザガケﾟカダ ヰジヴゴジケザブカ 
ベヅヅカグダブ ジグガゾゲカザガボ, ゾヰジヮボ グ ゴガザガゴヂゴヂ ザﾟゼヂパカザガボ ヰ ゾダゼヂグダヂゼカ グﾟグ ズゼジヮヂグダﾟ, 
ダﾟグ ガ ヂズﾟグジヰジバザジヱジ ゴﾟダカゼガﾟゲﾟ. 

ﾐダジガゴジゾダプ ゾダカゼガゲガヴﾟドガガ ガジザガヴガゼヂペビガゴ ガヴゲヂバカザガカゴ ヰ 4 - 5 ゼﾟヴ ザガケカ, 
バカゴ ゾダジガゴジゾダプ ゾダカゼガゲガヴﾟドガガ ダカゼゴガバカゾグガゴ ガゲガ ヱﾟヴジヰブゴ ゾズジゾジ｀ジゴ.
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ﾂ゚ ゲプヰﾟザガバカゾグガカ ガ
ゾズカドガﾟゲプザブカ ズジグゼブダガボ

ﾍゾザジヰザブカ ヰブズジゲザボカゴブカ ジズカゼﾟドガガ:

ヅガザガパザﾟボ ジバガゾダグﾟ ヮカダﾟゲカギ (ジ｀カヴケガゼガヰﾟザガカ ヂゲプダゼﾟヴヰヂグジヰジカ 
ガ デガゴガバカゾグジカ, ジゾヰカダゲカザガカ)
ダゼﾟヰゲカザガカ デガゴガバカゾグジカ ガ ベゲカグダゼジデガゴガバカゾグジカ
ベゲカグダゼジデガゴズジゲガゼジヰﾟザガカ
ヮゼジ｀カ- ガ ズカゾグジゾダゼヂギザﾟボ ジバガゾダグﾟ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ
ガヴヱジダジヰゲカザガカ ダﾟゼブ ガヴ ヰゾズカザカザザジヱジ ズカザジズジゲガゾダガゼジゲﾟ
ジグゼﾟゾグﾟ ガ ゴﾟゼグガゼジヰグﾟ ガヴヮカゲガギ ベゴﾟゲボゴガ ゾ ゾヂパグジギ ヰ ズカバﾟデ
ヴﾟゲガヰグﾟ ヱカゼゴカダガグﾟゴガ

ﾎジグゼブダガカ ﾑジゲビガザﾟ
ズジグゼブダガボ, ゴグゴ

ﾋﾟダカゼガﾟゲ 
ズジグゼブヰﾟカゴブデ
ヮカダﾟゲカギ

ﾂ゚ ｀ﾟゼガダブ ヰﾟザザブ ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザブギ
ジ｀ゼﾟ｀ﾟダブヰﾟカゴブギ
ゼﾟヴゴカゼ ヮカダﾟゲカギ

ﾋﾟダジヰジカ
ザガグカゲガゼジヰﾟザガカ

3 ┗ 42 ゾダﾟゲプ ガ カ｠ ゾズゲﾟヰブ, 
ゴカヮプ ガ カ｠ ゾズゲﾟヰブ, 
ザカゼケﾟヰカペビﾟボ ゾダﾟゲプ, 
ゴジゲガ｀ヮカザ, グジヰﾟゼ

900デ800デ700 ゴゴ 
 504 ゲ

800デ550デ600 ゴゴ

ﾋカヮザカザガカ 
(ゾカゼザジグガゾゲジカ)

ヂヱゲカゼジヮガゾダﾟボ ゾダﾟゲプ,  
ザカゼケﾟヰカペビﾟボ ゾダﾟゲプ,
ゴカヮプ

3 ┗ 35 900デ800デ700 ゴゴ
504 ゲ

800デ550デ600 ゴゴ

ﾖカゼザジカ 
デゼジゴガゼジヰﾟザガカ

1 ゴカヮプ 900デ800デ700 ゴゴ
504 ゲ

15 ヮゴ2

ｿザジヮガゼジヰﾟザガカ
(ジグゼﾟパガヰﾟザガカ ヰ 
ヴジゲジダガゾダジ-ケカゲダブギ 
ドヰカダ)

ﾟゲペゴガザガギ
ガ カヱジ ゾズゲﾟヰブ

800デ600デ750 ゴゴ 
60 ゲ

400デ500デ600 ゴゴ

ﾐカゼカ｀ゼカザガカ 3 - 15 ゴカヮプ ガ カ｠ ゾズゲﾟヰブ 600デ650デ500 ゴゴ
200 ゲ

550デ500デ400 ゴゴ

ﾌガグカゲガゼジヰﾟザガカ 
グカゼﾟゴガバカゾグガデ 
ゴカダﾟゲゲガヴガゼジヰﾟザザブデ 
ヮカダﾟゲカギ

3 - 5 600デ650デ500 ゴゴ 
200 ゲ

550デ500デ400 ゴゴ

ﾔガゴガバカゾグジカ 
ザガグカゲガゼジヰﾟザガカ 

3 - 12 ゴカヮプ, ヂヱゲカゼジヮガゾダﾟボ 
ガ ザカゼケﾟヰカペビﾟボ ゾダﾟゲプ

20 ゲ 200デ200デ200 ゴゴ
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ﾓガヴガグジ-デガゴガバカゾグガギ 
ﾟザﾟゲガヴ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ
ﾕカザダゼ ヅガヴガグジ-デガゴガバカゾグガデ ガゾゾゲカヮジヰﾟザガギ ｿﾍ «ﾌﾎﾎ «ﾑジゼガギ»
ジグﾟヴブヰﾟカダ ヂゾゲヂヱガ ズジ デガゴガバカゾグジゴヂ ガ ゴカダﾟゲゲジヱゼﾟヅガバカゾグジゴヂ ﾟザﾟゲガヴヂ 
ズゼジヮヂグドガガ, ゾブゼプボ ガ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ.

ﾍゾザジヰザブカ ザﾟズゼﾟヰゲカザガボ ヮカボダカゲプザジゾダガ ドカザダゼﾟ:
ガザゾダゼヂゴカザダﾟゲプザブギ グジザダゼジゲプ ベゲカゴカザダザジヱジ デガゴガバカゾグジヱジ ゾジゾダﾟヰﾟ バカゼザブデ, ドヰカダザブデ, ダヂヱジ-
ズゲﾟヰグガデ ゴカダﾟゲゲジヰ ガ ゾズゲﾟヰジヰ ザﾟ ガデ ジゾザジヰカ, グカゼﾟゴガバカゾグガデ ガ ベゴガゾゾガジザザブデ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ, 
ヰ ダジゴ バガゾゲカ ジズゼカヮカゲカザガカ ゾジヮカゼケﾟザガボ グガゾゲジゼジヮﾟ, ヰジヮジゼジヮﾟ, ﾟヴジダﾟ, ゾカゼブ ガ ヂヱゲカゼジヮﾟ
ﾟザﾟゲガヴ ゾジゾダﾟヰﾟ ダゼﾟヰガゲプザブデ ガ ベゲカグダゼジゲガダガバカゾグガデ ゼﾟゾダヰジゼジヰ ヱﾟゲプヰﾟザガバカゾグガデ ヰﾟザザ
ベゲカゴカザダザブギ ﾟザﾟゲガヴ ゼﾟヴ｀ﾟヰゲカザザブデ ヰジヮザブデ ゼﾟゾダヰジゼジヰ

ﾍズゼカヮカゲボカゴブカ ズジグﾟヴﾟダカゲガ ﾋカダジヮブ ﾟザﾟゲガヴﾟ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ ﾎゼガゴカザボカゴジカ ジ｀ジゼヂヮジヰﾟザガカ

ﾜゲカゴカザダザブギ ゾジゾダﾟヰ ゴカダﾟゲゲジヰ 
ガ ゾズゲﾟヰジヰ, ジヱザカヂズジゼザブデ 
ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ ザﾟ ジゾザジヰカ 
ジグガゾガ ﾟゲペゴガザガボ

ｿダジゴザジ-ベゴガゾゾガジザザﾟボ 
ゾズカグダゼジゴカダゼガボ ゾ ガゾグゼジヰブゴ 
ガ ヮヂヱジヰブゴ ヰジヴ｀ヂケヮカザガカゴ 
ゾズカグダゼﾟ

ﾍズダガグジ-ベゴガゾゾガジザザブギ ゾズカグダゼジゴカダゼ Q4 
Tasman (Bruker Elemental GmbH, ﾂカゼゴﾟザガボ) 
ﾐズカグダゼジヱゼﾟヅ PGS-2 (Carl Zeiss Jena, DDR) 
ゾ ベゲカグダゼジザザジギ ゼカヱガゾダゼﾟドガカギ ゾズカグダゼジヰ

ｿヴジダ, グガゾゲジゼジヮ ガ ヰジヮジゼジヮ 
ヰ ゴカダﾟゲゲﾟデ, ゾズゲﾟヰﾟデ 
ガ ヮゼヂヱガデ ダヰカゼヮブデ 
ゴﾟダカゼガﾟゲﾟデ

ﾏ゚ ゾズゲﾟヰゲカザガカ ズゼジ｀ ヰ ズカバガ 
ゾ ガゴズヂゲプゾザブゴ ザﾟヱゼカヰジゴ 
ゾ ズジゾゲカヮヂペビガゴ ﾇﾉ 
ガ ダカゼゴジグジザヮヂグダジゴカダゼガバカゾグガゴ 
ヮカダカグダガゼジヰﾟザガカゴ

ｿザﾟゲガヴﾟダジゼ G8 GALILEO 
(Bruker Elemental GmbH, ﾂカゼゴﾟザガボ)

ﾐカゼﾟ ガ ヂヱゲカゼジヮ ヰ ゴカダﾟゲゲﾟデ, 
ゾズゲﾟヰﾟデ ガ ヮゼヂヱガデ ダヰカゼヮブデ 
ザカジゼヱﾟザガバカゾグガデ ゴﾟダカゼガﾟゲﾟデ

ﾁブゾジグジバﾟゾダジダザジカ ゾケガヱﾟザガカ ズゼジ｀ブ 
ヰ グガゾゲジゼジヮカ ゾ ズジゾゲカヮヂペビガゴ 
ﾇﾉ-ヮカダカグダガゼジヰﾟザガカゴ

ｿザﾟゲガヴﾟダジゼ ゾカゼブ ガ ヂヱゲカゼジヮﾟ 
G4 ICARUS CS HF 
(Bruker Elemental GmbH, ﾂカゼゴﾟザガボ)

ﾑボケカゲブカ, ビカゲジバザブカ, 
ビカゲジバザジヴカゴカゲプザブカ ゴカダﾟゲゲブ

ｿダジゴザジ-ﾟ｀ゾジゼ｀ドガジザザﾟボ 
ゾズカグダゼジゴカダゼガボ ゾ ズゲﾟゴカザザジギ 
ﾟダジゴガヴﾟドガカギ

ﾎゲﾟゴカザザﾟボ ヅジダジゴカダゼガボ

ｿダジゴザジ-ﾟ｀ゾジゼ｀ドガジザザブギ ゾズカグダゼジゴカダゼ 
iCE 3300 Termo Scienti》c 

ﾎゲﾟゴカザザブギ ヅジダジゴカダゼ PFP-7 
(Jenway Ltd., ﾁカゲガグジ｀ゼガダﾟザガボ)

ﾓガヴガグジ-デガゴガバカゾグガカ ズジグﾟヴﾟダカゲガ 
ヰジヮザブデ ゼﾟゾダヰジゼジヰ 

ﾌカジゼヱﾟザガバカゾグガカ ゾジカヮガザカザガボ

ﾉジザヮヂグダジゴカダゼガボ 
ﾂゼﾟヰガゴカダゼガボ 
ﾑガダゼガゴカダゼガボ 
ﾐズカグダゼジヅジダジゴカダゼガボ

ﾉジザヮヂグダジゴカダゼ S230 
(Mettler Toledo, ﾗヰカドガボ) 
ｿザﾟゲガダガバカゾグガカ ヰカゾブ AND (ﾞズジザガボ), 
Sartorius 
ﾐズカグダゼジヅジダジゴカダゼ UNICO 2100 
(United Products & Instruments, Inc. ﾐﾗｿ)

ﾜグゾズゼカゾゾ-ﾟザﾟゲガヴ グジゴズﾟグダザブデ 
ガ ズジゼジパグジヰブデ ゴﾟダカゼガﾟゲジヰ 
(グジゲガバカゾダヰカザザブギ 
ガ ズジゲヂグジゲガバカゾダヰカザザブギ ﾟザﾟゲガヴ)

ﾏカザダヱカザジ-ヅゲヂジゼカゾドカザダザﾟボ 
ゾズカグダゼジゴカダゼガボ

ﾎカゼカザジゾザジギ ゼカザダヱカザジ-ヅゲヂジゼカゾドカザダザブギ 
ゾズカグダゼジゴカダゼ S1 TITAN 
(Bruker Elemental GmbH, ﾂカゼゴﾟザガボ)
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ﾉﾍﾌﾑｿﾉﾑﾚ

ﾎﾏﾍﾃﾒﾉﾕﾇﾞ ﾒﾐﾊﾒﾂﾇ

ΦΑΧΕΒΟΟΚ ΨΟΥΤΥΒΕ ΙΝΣΤΑΓΡΑΜ



117393, ヱ. ﾋジゾグヰﾟ,
ヂゲ. ﾍ｀ゼヂバカヰﾟ, 52

npp@toriy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.toriy.ru
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