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ﾋﾌﾍﾂﾍﾊﾒﾖﾄﾁﾍﾈ ﾇﾋﾎﾒﾊﾛﾐﾌﾚﾈ ﾉﾊﾇﾐﾑﾏﾍﾌ

ﾜﾊﾄﾉﾑﾏﾇﾖﾄﾐﾉﾇﾄ ﾎｿﾏｿﾋﾄﾑﾏﾚ

ﾏﾟ｀ジバガギ ヮガﾟズﾟヴジザ バﾟゾダジダ, ﾋﾂド 5712 ±  4

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザﾟボ ヰブデジヮザﾟボ ガゴズヂゲプゾザﾟボ ゴジビザジゾダプ 
ズゼガ ゲペ｀ジギ ヅﾟヴカ ザﾟヱゼヂヴグガ, ﾋﾁダ, ザカ ゴカザカカ

3.6

ﾋガザガゴﾟゲプザﾟボ ヰブデジヮザﾟボ ガゴズヂゲプゾザﾟボ ゴジビザジゾダプ, ﾋﾁダ 0,4

ﾎジヮヰジヮガゴﾟボ ガゴズヂゲプゾザﾟボ ゴジビザジゾダプ, ﾋﾁダ, ザカ ｀ジゲカカ 7.7

ﾉﾎﾃ ヰ ゼカケガゴカ ザﾟゾブビカザガボ, %, ザカ ゴカザカカ 45

ﾋジビザジゾダプ ザﾟグﾟゲﾟ, ﾁダ, ザカ ｀ジゲカカ 480

ﾃゲガダカゲプザジゾダプ ゴジヮヂゲガゼヂペビカヱジ ガゴズヂゲプゾﾟ, ゴグゾ 2 ┗ 8

ﾍダザジパカザガカ ズカゼガジヮﾟ ズジヰダジゼカザガボ ゴジヮヂゲガゼヂペビガデ ガゴズヂゲプゾジヰ 
グ ガデ ヮゲガダカゲプザジゾダガ (ゾグヰﾟケザジゾダプ), ザカ ゴカザカカ

300

ﾌﾟズゼボケカザガカ グﾟダジヮﾟ ガゴズヂゲプゾザジカ, グﾁ, ザカ ｀ジゲカカ 47

ﾌﾟズゼボケカザガカ ザﾟグﾟゲﾟ, ﾁ, ザカ ｀ジゲカカ 16

ﾌﾟズゼボケカザガカ ﾜﾏﾌ, グﾁ 4.0 ± 0.5

ﾑジグ グﾟダジヮﾟ ガゴズヂゲプゾザブギ, ｿ, ザカ ｀ジゲカカ 160

ﾑジグ ザﾟグﾟゲﾟ, ｿ, ザカ ｀ジゲカカ 30

ﾑジグ ﾜﾏﾌ, ゴグｿ, ザカ ｀ジゲカカ 150

ﾁデジヮザﾟボ ガゴズヂゲプゾザﾟボ ゴジビザジゾダプ, ﾁダ, ザカ ｀ジゲカカ 30

ﾉジベヅヅガドガカザダ ヂゾガゲカザガボ, ヮﾀ, ザカ ゴカザカカ 50

ﾉﾐﾁ ザﾟヱゼヂヴグガ, ザカ ｀ジゲカカ 1.25
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ﾌﾟズゼボケカザガカ グﾟダジヮﾟ, 

ﾉﾍﾌﾐﾑﾏﾒﾉﾑﾇﾁﾌﾚﾄ ﾎｿﾏｿﾋﾄﾑﾏﾚ:

ﾉジザゾダゼヂグドガボ グゲガゾダゼジザﾟ - ズﾟグカダガゼジヰﾟザザﾟボ ゾ ズジゾダジボザザブゴガ ゴﾟヱザガダﾟゴガ.

ﾃゲガザﾟ グゲガゾダゼジザﾟ, ゴゴ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザブギ ゼﾟヴゴカゼ グジゼズヂゾﾟ ヰ ズゲジゾグジゾダガ, ズカゼズカザヮガグヂゲボゼザジギ ジゾガ グゲガゾダゼジザﾟ, 
ヴﾟ ガゾグゲペバカザガカゴ ヰヰジヮﾟ ガ ヰブヰジヮﾟ ベザカゼヱガガ ガ ゴジザダﾟケザジヱジ ヅゲﾟザドﾟ, ゴゴ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾁブゲカダ ヰブヰジヮﾟ ベザカゼヱガガ ジダザジゾガダカゲプザジ ジゾガ グゲガゾダゼジザﾟ, ゴゴ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾋﾟゾゾﾟ ゾ ゴﾟヱザガダザジギ ゾガゾダカゴジギ, グヱ, ザカ ｀ジゲカカ

ﾏﾟ｀ジバカカ ズジゲジケカザガカ

ﾁヰジヮ ベザカゼヱガガ - ヰジゲザジヰジヮザブギ
ﾁブヰジヮ ベザカゼヱガガ - ヰジゲザジヰジヮザブギ

ﾍデゲﾟケヮカザガカ ケガヮグジゾダザジカ, ズゼガザヂヮガダカゲプザジカ, 
ジデゲﾟケヮﾟペビﾟボ ケガヮグジゾダプ - ヰジヮﾟ, ヮヰﾟ グﾟザﾟゲﾟ ジデゲﾟケヮカザガボ:

グジゲゲカグダジゼﾟ,
ゼカヴジザﾟダジゼザジヱジ ｀ゲジグﾟ

ﾏﾟゾデジヮ ヰジヮブ, ゲ/ゴガザ, ザカ ゴカザカカ

-ヰ グジゲゲカグダジゼカ;
-ヰ ゼカヴジザﾟダジゼザジゴ ｀ゲジグカ

ﾎカゼカズﾟヮ ヮﾟヰゲカザガボ ズゼガ ゴガザガゴﾟゲプザブデ ゼﾟゾデジヮﾟデ, ﾟダゴ., ザカ ｀ジゲカカ

ﾋﾟグゾガゴﾟゲプザジカ ゼﾟ｀ジバカカ ヮﾟヰゲカザガカ ヰジヴヮヂデﾟ ヰ ヰブデジヮザジゴ ダゼﾟグダカ, ﾟダゴ.
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