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つたあつけいそ!
》そくおちあうしみかす つ たそさとたさそこ つけつてかすふ !

 - ほてそ けせせそうあぬけそせせそか とつてちそこつてうそ, さそてそちそか すそきかて けつたそしへくそうあてへつみ う 
さそすなそちてせそこ け けせてけすせそこ そいつてあせそうさか うあのかえそ おそすあ おしみ たかちすあせかせてせそえそ 
とおあしかせけみ せかきかしあてかしへせそえそ うそしそつみせそえそ たそさちそうあ.

 - ほてそ かおけせつてうかせせそか おそすあのせかか とつてちそこつてうそ おしみ たかちすあせかせてせそえそ とおあしかせけみ 
うそしそつ, そつせそうあせせそか せあ くあたあてかせてそうあせせそこ てかにせそしそえけけ  け そいしあおあまはかか 
たそおてうかちきおかせせそこ う さしけせけねかつさけに けつたふてあせけみに いかくそたあつせそつてへま け ほななかさてけうせそつてへま 
たちけ たちけすかせかせけけ せあ さそきか しまいふに てそせそう. 
〉かきせそか たちけさそつせそうかせけか, たちそつてそてあ う けつたそしへくそうあせけけ け つねけてあせせふか すけせとてふ, 
てちかいとかすふか おしみ そいちあいそてさけ さそきけ, - うつか ほてそ たそくうそしけて うあす せあつしあおけてへつみ 
そはとはかせけかす のかしさそうそこ, すみえさそこ さそきけ いかく せかとおそいつてう, つうみくあせせふに つ いちけてへかす け 
うそつさそうそこ ほたけしみぬけかこ.
》かちかお けつたそしへくそうあせけかす  たそつかてけてか せあの うかい-つあこて たそ あおちかつと www.mepower.com 

け そいみくあてかしへせそ たちそつすそてちけてか せあのか おかすそせつてちあぬけそせせそか うけおかそ.

たちそなかつつけそせあしへせそか とおあしかせけか うそしそつ おそすあ
[あきおふこ うそしそつ せあ うあのかす てかしか たちそにそおけて ねかちかく たそしせふこ ぬけさし ちそつてあ, そて あさてけうせそこ 
つてあおけけ おそ つてあおけけ そておふにあ. 《いちあいそてさあ つうかてそす せあけいそしかか ほななかさてけうせあ, さそえおあ 
うそしそつふ せあにそおみてつみ う あさてけうせそこ つてあおけけ. 》ちそおそしきけてかしへせそつてへ さあきおそえそ ぬけさしあ 
くあうけつけて そて そつそいかせせそつてかこ そちえあせけくすあ け ちあくしけねあかてつみ すかきおと ちあくせふすけ とねあつてさあすけ 
てかしあ. 〉あ たちそおそしきけてかしへせそつてへ さあきおそこ つてあおけけ ちそつてあ そさあくふうあまて うしけみせけか け おちとえけか 
なあさてそちふ, せあたちけすかち, せあつしかおつてうかせせそつてへ, すかてあいそしけくす け うそくちあつて.
╇ふたあおかせけか うそしそつ - ほてそ たそつてかたかせせふこ け せあさそたけてかしへせふこ たちそぬかつつ. 〉あのけ 
さしけせけねかつさけか けつたふてあせけみ とさあくふうあまて せあ てそ, ねてそ たちけ けつたそしへくそうあせけけ  ちそつて うそしそつ 
くあすかおしみかてつみ. ╇ちかすみ おそつてけきかせけみ くあすかてせふに ちかくとしへてあてそう くあうけつけて そて そつそいかせせそつてかこ 
そちえあせけくすあ. 『かえとしみちせあみ そいちあいそてさあ たそくうそしみかて おそいけてへつみ いそしかか つてあいけしへせふに 
ちかくとしへてあてそう.
[しけせけねかつさけか けつたふてあせけみ たそさあくあしけ, ねてそ おあきか かつしけ うそしそつふ つせそうあ せあねけせあまて ちあつてけ 
う たちそすかきとてさか すかきおと たちそぬかおとちあすけ, けに さそしけねかつてうそ とすかせへのあかてつみ.
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さそすなそちてせそこ け けせてけすせそこ そいつてあせそうさか うあのかえそ おそすあ おしみ たかちすあせかせてせそえそ 
とおあしかせけみ せかきかしあてかしへせそえそ うそしそつみせそえそ たそさちそうあ.

 - ほてそ かおけせつてうかせせそか おそすあのせかか とつてちそこつてうそ おしみ たかちすあせかせてせそえそ とおあしかせけみ 
うそしそつ, そつせそうあせせそか せあ くあたあてかせてそうあせせそこ てかにせそしそえけけ  け そいしあおあまはかか 
たそおてうかちきおかせせそこ う さしけせけねかつさけに けつたふてあせけみに いかくそたあつせそつてへま け ほななかさてけうせそつてへま 
たちけ たちけすかせかせけけ せあ さそきか しまいふに てそせそう. 
〉かきせそか たちけさそつせそうかせけか, たちそつてそてあ う けつたそしへくそうあせけけ け つねけてあせせふか すけせとてふ, 
てちかいとかすふか おしみ そいちあいそてさけ さそきけ, - うつか ほてそ たそくうそしけて うあす せあつしあおけてへつみ 
そはとはかせけかす のかしさそうそこ, すみえさそこ さそきけ いかく せかとおそいつてう, つうみくあせせふに つ いちけてへかす け 
うそつさそうそこ ほたけしみぬけかこ.
》かちかお けつたそしへくそうあせけかす  たそつかてけてか せあの うかい-つあこて たそ あおちかつと www. m 
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[あきおふこ うそしそつ せあ うあのかす てかしか たちそにそおけて ねかちかく たそしせふこ ぬけさし ちそつてあ, そて あさてけうせそこ 
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なあさてそちふ, せあたちけすかち, せあつしかおつてうかせせそつてへ, すかてあいそしけくす け うそくちあつて.
╇ふたあおかせけか うそしそつ - ほてそ たそつてかたかせせふこ け せあさそたけてかしへせふこ たちそぬかつつ. 〉あのけ 
さしけせけねかつさけか けつたふてあせけみ とさあくふうあまて せあ てそ, ねてそ たちけ けつたそしへくそうあせけけ  ちそつて うそしそつ 
くあすかおしみかてつみ. ╇ちかすみ おそつてけきかせけみ くあすかてせふに ちかくとしへてあてそう くあうけつけて そて そつそいかせせそつてかこ 
そちえあせけくすあ. 『かえとしみちせあみ そいちあいそてさあ たそくうそしみかて おそいけてへつみ いそしかか つてあいけしへせふに 
ちかくとしへてあてそう.
[しけせけねかつさけか けつたふてあせけみ たそさあくあしけ, ねてそ おあきか かつしけ うそしそつふ つせそうあ せあねけせあまて ちあつてけ 
う たちそすかきとてさか すかきおと たちそぬかおとちあすけ, けに さそしけねかつてうそ とすかせへのあかてつみ.

せあとねせそか そいそつせそうあせけか me け elo- s (Electro-Optical Synergy)
Syneron け けつつしかおそうあてかしけ, ちあくちあいそてあうのけか IPL, たちかおつてあうしみまて せそうとま 
ちかうそしまぬけそせせとま くあたあてかせてそうあせせとま てかにせそしそえけま とおあしかせけみ うそしそつ, せあくうあせせとま 
elﾖs. 】せけさあしへせそか つそねかてあせけか けせてかせつけうせそえそ つうかてそうそえそ けすたとしへつあ け ちあおけそねあつてそて, 
けつたそしへくとかすそか おしみ とおあしかせけみ うそしそつ, そいかつたかねけうあかて せあおかきせそつてへ け ほななかさてけうせそつてへ 
おあせせそえそ すかてそおあ いしあえそおあちみ けくいけちあてかしへせそすと たそちあきかせけま うそしそつみせふに なそししけさとしそう.

 たちそのしあ さしけせけねかつさけか けつたふてあせけみ, たそおてうかちおけうのけか かか けつさしまねけてかしへせとま 
せあおかきせそつてへ, つさそちそつてへ け ほななかさてけうせそつてへ たちけ けつたそしへくそうあせけけ せあ さそきか しまいふに 
そててかせさそう.
たちかけすとはかつてうあ me
• たそおにそおけて おしみ そいちあいそてさけ さそきけ しまいふに そててかせさそう!
• たそおにそおけて おしみ しまいそえそ ぬうかてあ うそしそつ, おあきか おしみ つうかてしふに うそしそつ (ちかさそすかせおとかてつみ 

けつたそしへくそうあせけか ほたけしみてそちあ)
• すそきかて けつたそしへくそうあてへつみ せあ さそきか さあさ しけぬあ, てあさ け てかしあ
• つさそちそつてへ け たちそつてそてあ う けつたそしへくそうあせけけ - 10 すけせとて せあ そいちあいそてさと せそえけ け 32 すけせとてふ 

せあ そいちあいそてさと うつかえそ てかしあ
• けつさしまねけてかしへせあみ いかくそたあつせそつてへ いしあえそおあちみ ほななかさてけうせそこ  てかにせそしそえけけ 
• すそきかて けつたそしへくそうあてへつみ さあさ すときねけせあすけ, てあさ け きかせはけせあすけ
• くあすかてせふか ちかくとしへてあてふ ときか ねかちかく 6-8 せかおかしへ
• そておかしへせふこ しけぬかうそこ あおあたてかち おしみ いかくそたあつせそこ け ほななかさてけうせそこ そいちあいそてさけ さそきけ 

しけぬあ
• たちけ けつたそしへくそうあせけけ そておかしへせそえそ ほたけしみてそちあ けしけ いちけてうふ せか せときせそ せけさあさそこ 

たそおえそてそうさけ
• せあけいそしへのかか ねけつしそ けすたとしへつそう う そおせそす さあちてちけおきか!
うあきせあみ けせなそちすあぬけみ そ いかくそたあつせそつてけ
╇せけすあてかしへせそ たちそねけてあこてか せあのか ちとさそうそおつてうそ たそしへくそうあてかしみ, うさしまねあみ 
たちかおとたちかきおかせけみ け けせなそちすあぬけま そ いかくそたあつせそつてけ, たかちかお けつたそしへくそうあせけかす 
とつてちそこつてうあ . ╉あせせそか さちあてさそか つたちあうそねせそか ちとさそうそおつてうそ せそつけて うつたそすそえあてかしへせふこ 
にあちあさてかち け せか たちかおせあくせあねかせそ おしみ くあすかせふ ちとさそうそおつてうあ たそしへくそうあてかしみ.
さそせてあさてせあみ けせなそちすあぬけみ そておかしあ てかにせけねかつさそこ たそおおかちきさけ
つうみきけてかつへ つ せあすけ たそ あおちかつと www.mepower.com

けせせそうあぬけみ け おけくあこせ
Syneron Beauty Ltd. Kochav Yokneam Bldg. 

Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit 20692, IL
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』たそつそい けつたそしへくそうあせけみ
ぃあえ 1. たそおえそてそうさあ さ me

1. 》ちそつすそてちけてか せあのか おかすそせつてちあぬけそせせそか うけおかそ せあ www.mepower.com
2. 】おあしけてか うそしそつふ つ とねあつてさあ, さそてそちふこ うふ つそいけちあかてかつへ そいちあいそてあてへ, つ 
たそすそはへま そいふねせそこ けしけ ほしかさてちけねかつさそこ いちけてうふ, しけいそ うそつたそしへくとこてかつへ 
つたかぬけあしへせふす  ほたけしみてそちそす けしけ いちけてうそこ.
ぃあえ 2. てかつて せあ ねとうつてうけてかしへせそつてへ さそきけ
》かちかお そいちあいそてさそこ せそうそえそ とねあつてさあ さそきけ , たちそうかおけてか てかつて せあ せかいそしへのそす 
とねあつてさか さそきけ ういしけくけ そて とねあつてさあ, さそてそちふこ うふ せあすかちかうあかてかつへ そいちあいそてあてへ.
ぃあえ 3. そいちあいそてさあ さそきけ つ たそすそはへま me

【かしそ:
1.〉あきすけてか させそたさと たけてあせけみ せあ そつせそうせそす すそおとしか, ねてそいふ 
うさしまねけてへ とつてちそこつてうそ.
2. 〉あきすけてか させそたさと とつてちそこつてうあ  せあ かえそ そつせそうあせけけ け 
うふいかちけてか たそおにそおみはけこ とちそうかせへ  ("〉けくさけこ", "』ちかおせけこ" 
けしけ "╇ふつそさけこ"). 〉あきすけてか させそたさと  かはか ちあく, ねてそいふ 
たかちかこてけ そて せけくさそえそ さ つちかおせかすと とちそうせま. 》そうてそちせそか 
せあきあてけか たちけうかおかて さ たかちかにそおと そて つちかおせかえそ さ うふつそさそすと 
とちそうせま. ぁてそいふ うかちせとてへつみ さ とちそうせま "〉けくさけこ", つしかおとかて かはか 
ちあく せあきあてへ させそたさと .

『かさそすかせおとかてつみ せあねあてへ つ とちそうせみ "〉けくさけこ"  け たかちかこてけ 
さ いそしかか うふつそさそすと とちそうせま, かつしけ うふ ねとうつてうとかてか つかいみ 
さそすなそちてせそ.
3. 》ちけ けつたそしへくそうあせけけ つたかぬけあしへせそこ いちけてうふ/ほたけしみてそちあ, 
とつてあせそうけてか けに せあ すかつてそ くあはけてせそこ さちふのかねさけ け せあきすけてか 
させそたさと あさつかつつとあちそう せあ たあせかしけ とたちあうしかせけみ, ねてそいふ 
くあたとつてけてへ すかにあせけくす ほたけしみてそちあ せあ せけくさそこ つさそちそつてけ. 》ちけ 
せかそいにそおけすそつてけ おあせせとま させそたさと すそきせそ せあきあてへ かはか ちあく, 
ねてそいふ たかちかうかつてけ ほたけしみてそち う いふつてちふこ ちかきけす ちあいそてふ.
[あちてちけおき つ いちけてうそこ ちあいそてあかて てそしへさそ せあ とちそうせか つさそちそつてけ 1.
4. 〉あきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ , ちあつたそしそきかせせとま せあ 
あたたしけさあてそちか.

1

2

3

4
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5.『あつたそしそきけてか あたたしけさあてそち せあお とねあつてさそす さそきけ, さそてそちふこ 
うふ にそてけてか そいちあいそてあてへ, といかおけうのけつへ, ねてそ そいか つかちかいちみせふか 
『ぁ-たしあつてけせふ つそたちけさあつあまてつみ つ さそきかこ. 〉か おあうけてか せあ さそきと - 
おそつてあてそねせそ しけのへ しかえさそえそ つそたちけさそつせそうかせけみ. 
】つてちそこつてうそ せあねせかて えかせかちけちそうあてへ  けすたとしへつふ.
6. 》かちかすかはあこてか あたたしけさあてそち たしあうせふすけ け せかたちかちふうせふすけ 
おうけきかせけみすけ, せか くあおかちきけうあみつへ せあ そおせそす け てそす きか とねあつてさか.
》かちかお てかす, さあさ うかちせとてへつみ さ ときか そいちあいそてあせせそすと とねあつてさと, 
つしかおとかて たそおそきおあてへ さあさ すけせけすとす 10 つかさとせお.

]けぬそ:
】おあしかせけか せかきかしあてかしへせふに うそしそつ つ さそきけ しけぬあ くせあねけてかしへせそ そてしけねあかてつみ そて 
とおあしかせけみ うそしそつ つ そつてあしへせふに ねあつてかこ てかしあ. 》そきあしとこつてあ, うせけすあてかしへせそ たちそねてけてか 
せあつてそみはかか ちとさそうそおつてうそ たかちかお てかす, さあさ たちけつてとたあてへ さ とおあしかせけま うそしそつ つ さそきけ 
しけぬあ たそつちかおつてうそす とつてちそこつてうあ . 《いみくあてかしへせそ たちそつすそてちけてか つたかぬけあしへせとま 
うけおかそ-けせつてちとさぬけま たそ そいちあいそてさか さそきけ しけぬあ せあ つあこてか www.mepower.com.

》ちけ そいちあいそてさか しけぬかうそえそ うそしそつみせそえそ たそさちそうあ 
ちかさそすかせおとかてつみ けつたそしへくそうあてへ しけぬかうそこ あおあたてかち. 
]けぬかうそこ あおあたてかち つたかぬけあしへせそ つたちそかさてけちそうあせ おしみ 
そいちあいそてさけ すかせへのけに たそ ちあくすかちと け いそしかか せかきせふに 
とねあつてさそう さそきけ せあ しけぬか. 《せ えかせかちけちとかて そおけせそねせふこ 
けすたとしへつ つ てちかいとかすふす とちそうせかす すそはせそつてけ. ]けぬかうそこ 
あおあたてかち すそきかて いふてへ うさしまねかせ う さそすたしかさてあぬけま けくおかしけみ; 
う しまいそす つしとねあか, かえそ すそきせそ たちけそいちかつてけ そておかしへせそ う 
さあねかつてうか あさつかつつとあちあ. ╉けくあこせ しけぬかうそえそ あおあたてかちあ 
すそきかて けくすかせみてへつみ.

》ちけすかねあせけか: 《いちあいそてさと うそしそつみせそえそ たそさちそうあ 
しけぬあ すそきせそ たちそうそおけてへ そて しけせけけ はかさ け せけきか

《ててかせさけ さそきけ しけぬあ
 たそおにそおけて おしみ そいちあいそてさけ さそきけ しまいふに そててかせさそう. 《いみくあてかしへせそ たちそうかおけてか 

てかつて せあ ねとうつてうけてかしへせそつてへ たかちかお せあねあしそす たちそぬかおとちふ (つす. ちとさそうそおつてうそ 
たそしへくそうあてかしみ おしみ たそしとねかせけみ おそたそしせけてかしへせそこ けせなそちすあぬけけ).
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1. 》ちそてちけてか さそきと け とおあしけてか うそしそつふ せあ かか たそうかちにせそつてけ. ╉しみ 
とおあしかせけみ うそしそつ すそきせそ けつたそしへくそうあてへ たけせぬかて, うそつさ, いちけてうと け 
たち. 〉か けつたそしへくとこてか ほたけしみてそち  , てあさ さあさ そせ せか ちあつつねけてあせ せあ 
けつたそしへくそうあせけか せあ さそきか しけぬあ.
2. 』 たそすそはへま いかしそえそ さあちあせおあのあ おしみ たそおうそおさけ えしあく 
たちけさちそこてか とねあつてさけ さそきけ, さそてそちふか せか おそしきせふ たそおうかちえあてへつみ 
うそくおかこつてうけま - せあたちけすかち, さちあみ えとい け ちそおけせさけ せあ しけぬか.
3. 》かちかお けつたそしへくそうあせけかす といかおけてかつへ, ねてそ うふ せあにそおけてかつへ う 
にそちそのそ そつうかはかせせそす すかつてか.
4. ╇さしまねけてか とつてちそこつてうそ  け うふいかちけてか たかちうふこ とちそうかせへ  せあ 
そつせそうせそす すそおとしか ("〉けくさけこ"). 
〉あおかせへてか たそつてあうしみかすふか う さそすたしかさてか くあはけてせふか そねさけ けしけ 
つそしせぬかくあはけてせふか そねさけ.
』 しけぬかうふす あたたしけさあてそちそす
5.¨くうしかさけてか おそたそしせけてかしへせとま くあはけてせとま さちふのかねさと け 
たそおつそかおけせけてか しけぬかうそこ あおあたてかち. ]けぬかうそこ あおあたてかち えかせかちけちとかて 
しけのへ そおけせそねせふか けすたとしへつふ つ てちかいとかすふす とちそうせかす ほせかちえけけ.
6. 〉あきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ さあちてちけおきあ  せあ あたたしけさあてそちか, 
ねてそいふ うさしまねけてへ あたたしけさあてそち. 『あつたそしそきけてか あたたしけさあてそち せあお 
とねあつてさそす さそきけ, さそてそちふこ うふ にそてけてか そいちあいそてあてへ. ╉しみ えかせかちけちそうあせけみ 
そおせそえそ けすたとしへつあ せあきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ さあちてちけおきあ  

そおけせ ちあく.
7. 》かちかすかつてけてか あたたしけさあてそち せあ つしかおとまはけこ とねあつてそさ さそきけ, 
さそてそちふこ てちかいとかてつみ そいちあいそてあてへ, け せあきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ 
さあちてちけおきあ  つせそうあ, ねてそいふ つえかせかちけちそうあてへ せそうふこ けすたとしへつ. 
》そうてそちみこてか たちかおふおとはけか のあえけ, たそさあ うかつへ しけぬかうそこ とねあつてそさ 
せか いとおかて そいちあいそてあせ. 》かちかお てかす, さあさ うかちせとてへつみ さ ときか 
そいちあいそてあせせそすと とねあつてさと, つしかおとかて たそおそきおあてへ さあさ すけせけすとす 10 
つかさとせお.

╆かく しけぬかうそえそ あたたしけさあてそちあ
5. 〉あきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ さあちてちけおきあ  せあ あたたしけさあてそちか, 
ねてそいふ うさしまねけてへ あたたしけさあてそち. 『あつたそしそきけてか あたたしけさあてそち せあお 
とねあつてさそす さそきけ, さそてそちふこ うふ にそてけてか そいちあいそてあてへ. ¨すたとしへつ いとおかて 
つえかせかちけちそうあせ たちけ つそたちけさそつせそうかせけけ. 』せけすけてか あたたしけさあてそち 
たそつしか そおせそえそ けすたとしへつあ.
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 》ちそてちけてか さそきと け とおあしけてか うそしそつふ せあ かか たそうかちにせそつてけ. ╉しみ 
とおあしかせけみ うそしそつ すそきせそ けつたそしへくそうあてへ たけせぬかて, うそつさ, いちけてうと け 
たち. 〉か けつたそしへくとこてか ほたけしみてそち  , てあさ さあさ そせ せか ちあつつねけてあせ せあ 
けつたそしへくそうあせけか せあ さそきか しけぬあ.

 』 たそすそはへま いかしそえそ さあちあせおあのあ おしみ たそおうそおさけ えしあく 
たちけさちそこてか とねあつてさけ さそきけ, さそてそちふか せか おそしきせふ たそおうかちえあてへつみ 
うそくおかこつてうけま - せあたちけすかち, さちあみ えとい け ちそおけせさけ せあ しけぬか.

 》かちかお けつたそしへくそうあせけかす といかおけてかつへ, ねてそ うふ せあにそおけてかつへ う 
にそちそのそ そつうかはかせせそす すかつてか.

 ╇さしまねけてか とつてちそこつてうそ  け うふいかちけてか たかちうふこ とちそうかせへ  せあ 
そつせそうせそす すそおとしか ("〉けくさけこ"). 
〉あおかせへてか たそつてあうしみかすふか う さそすたしかさてか くあはけてせふか そねさけ けしけ 
つそしせぬかくあはけてせふか そねさけ.
』 しけぬかうふす あたたしけさあてそちそす

¨くうしかさけてか おそたそしせけてかしへせとま くあはけてせとま さちふのかねさと け 
たそおつそかおけせけてか しけぬかうそこ あおあたてかち. ]けぬかうそこ あおあたてかち えかせかちけちとかて 
しけのへ そおけせそねせふか けすたとしへつふ つ てちかいとかすふす とちそうせかす ほせかちえけけ.

 〉あきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ さあちてちけおきあ  せあ あたたしけさあてそちか, 
ねてそいふ うさしまねけてへ あたたしけさあてそち. 『あつたそしそきけてか あたたしけさあてそち せあお 
とねあつてさそす さそきけ, さそてそちふこ うふ にそてけてか そいちあいそてあてへ. ╉しみ えかせかちけちそうあせけみ 
そおせそえそ けすたとしへつあ せあきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ さあちてちけおきあ 
そおけせ ちあく.

 》かちかすかつてけてか あたたしけさあてそち せあ つしかおとまはけこ とねあつてそさ さそきけ, 
さそてそちふこ てちかいとかてつみ そいちあいそてあてへ, け せあきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ 
さあちてちけおきあ  つせそうあ, ねてそいふ つえかせかちけちそうあてへ せそうふこ けすたとしへつ. 
》そうてそちみこてか たちかおふおとはけか のあえけ, たそさあ うかつへ しけぬかうそこ とねあつてそさ 
せか いとおかて そいちあいそてあせ. 》かちかお てかす, さあさ うかちせとてへつみ さ ときか 
そいちあいそてあせせそすと とねあつてさと, つしかおとかて たそおそきおあてへ さあさ すけせけすとす 10 
つかさとせお
╆かく しけぬかうそえそ あたたしけさあてそちあ

 〉あきすけてか させそたさと あさてけうあぬけけ さあちてちけおきあ  せあ あたたしけさあてそちか, 
ねてそいふ うさしまねけてへ あたたしけさあてそち. 『あつたそしそきけてか あたたしけさあてそち せあお 
とねあつてさそす さそきけ, さそてそちふこ うふ にそてけてか そいちあいそてあてへ. ¨すたとしへつ いとおかて 
つえかせかちけちそうあせ たちけ つそたちけさそつせそうかせけけ. 』せけすけてか あたたしけさあてそち 
たそつしか そおせそえそ けすたとしへつあ.

6. 》かちかすかつてけてか あたたしけさあてそち さ つしかおとまはかすと とねあつてさと さそきけ, さそてそちふこ うふ にそてけてか 
そいちあいそてあてへ. たそつしか ねかえそ いとおかて つえかせかちけちそうあせ せそうふこ けすたとしへつ. 》かちかすかつてけてか 
あたたしけさあてそち たそつしか そおせそえそ けすたとしへつあ. 》そうてそちみこてか たちかおふおとはけか のあえけ, たそさあ 
うかつへ しけぬかうそこ とねあつてそさ せか いとおかて そいちあいそてあせ. 》かちかお てかす, さあさ うかちせとてへつみ さ ときか 
そいちあいそてあせせそすと とねあつてさと, つしかおとかて たそおそきおあてへ さあさ すけせけすとす 10 つかさとせお.

》ちけすかねあせけか: ╉しみ たそしとねかせけみ ほななかさてけうせふに ちかくとしへてあてそう, たちけ 
そいちあいそてさか さそきけ てかしあ つ かつてかつてうかせせふすけ つうかてしふすけ, ちふきけすけ けしけ 
つかおふすけ うそしそつあすけ ちかさそすかせおとかてつみ けつたそしへくそうあてへ せあつあおさと-ほたけしみてそち.

》ちけすかねあせけか: つたかぬけあしへせふこ me ほたけしみてそち 〉╊ つしかおとかて けつたそしへくそうあてへ おしみ 
そいちあいそてさけ さそきけ しけぬあ.

たそおにそおけて しけ うあす me ?

me たちかおせあくせあねかせ おしみ けつたそしへくそうあせけみ さあさ きかせはけせあすけ, てあさ け すときねけせあすけ せあ 
とねあつてさあに てかしあ せけきか のかけ (さそきあ たちけ ほてそす すそきかて いふてへ ]ょ╆ぉ｠ かつてかつてうかせせふに 
そててかせさそう), あ てあさきか けつさしまねけてかしへせそ きかせはけせあすけ せあ とねあつてさか せけきか はかさ.

me すそきかて けつたそしへくそうあてへつみ おしみ そいちあいそてさけ うそしそつ ]ょ╆《╈《 ぬうかてあ.

]けぬそ け てかしそ:

》ちけすかねあせけか: ╆かく しけぬかうそえそ あおあたてかちあ とつてちそこつてうそ えかせかちけちとかて 
せかたちかちふうせふか けすたとしへつふ, たそほてそすと そいちあはあてへつみ つ せけす せあおそ そねかせへ 
そつてそちそきせそ け う つそそてうかてつてうけけ つ けせつてちとさぬけかこ.

》ちけすかねあせけか: 〈ときねけせあす せか ちかさそすかせおとかてつみ そいちあいあてふうあてへ いそちそおふ 
つ たそすそはへま おあせせそえそ とつてちそこつてうあ, てあさ さあさ ほてそ すそきかて たちけうかつてけ さ 
せかちあうせそすかちせそこ そいちあいそてさか け さ せかちあうせそすかちせそすと ちそつてと うそしそつみせそえそ 
たそさちふてけみ せあ しけぬか.

》ちけすかねあせけか: ╇つかえおあ せあねけせあこてか つ "〉けくさそえそ " とちそうせみ . ╊つしけ うふ 
ねとうつてうとかてか つかいみ さそすなそちてせそ, うふ すそきかてか たそうふつけてへ とちそうかせへ  おしみ 
たそしとねかせけみ しとねのけに ちかくとしへてあてそう.
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たそおおかちきあせけか すみえさそつてけ さそきけ

おしけてかしへせそつてへ たちそぬかおとちふ:

╉しみ おそつてけきかせけみ せあけしとねのけに ちかくとしへてあてそう たかちうふか 7 ちあく そいちあいそてさあ さそきけ 
つ たそすそはへま me おそしきせあ たちそうそおけてへつみ ちあく う せかおかしま. ╉そたそしせけてかしへせふか 
さそせてちそしへせふか たちそぬかおとちふ, たちそうそおけすふか かきかすかつみねせそ たそつしか たかちうふに 7 
たちそぬかおとち, たそすそえとて うあす おそいけてへつみ いそしかか つてそこさそえそ ほななかさてあ とおあしかせけみ うそしそつ.

》ちけ そいちあいそてさか さそきけ しけぬあ me つしかおとかて けつたそしへくそうあてへ おうあきおふ う せかおかしま う てかねかせけか 
おうとに せかおかしへ. 》そつしか ほてそえそ つしかおとかて たちそうそおけてへ おそたそしせけてかしへせふか たちそぬかおとちふ 
さあきおふか おうか せかおかしけ, ねてそ たそくうそしけて おそいけてへつみ いそしかか つてあいけしへせふに ちかくとしへてあてそう.

* ╊つしけ うあす さあきかてつみ, ねてそ うそしそつふ つしけのさそす くあすかてせふ, たちそぬかおとちと すそきせそ たそうてそちみてへ 
さあきおふか 2 おせみ.

╉しみ おそつてけきかせけみ せあけしとねのけに ちかくとしへてあてそう me つしかおとかて けつたそしへくそうあてへ, つそいしまおあみ 
せけきかつしかおとまはけか ちかさそすかせおあぬけけ たそ たちそおそしきけてかしへせそつてけ たちそぬかおとち. 
『かさそすかせおとかすあみ たちそおそしきけてかしへせそつてへ たちそぬかおとち みうしみかてつみ すけせけすあしへせそこ 
け すそきかて すかせみてへつみ う くあうけつけすそつてけ そて なけくけそしそえけねかつさそえそ つそつてそみせけみ 
たそしへくそうあてかしみ. 〈ふ ちかさそすかせおとかす そいちあはあてへ うせけすあせけか せあ てそ, ねてそいふ さあきおふこ 
とねあつてそさ そいちあいあてふうあしつみ 2-3 けすたとしへつあすけ.

1 -み せかおかしみ 2-み せかおかしみ 3 -み せかおかしみ 4 -み せかおかしみ 5 -み せかおかしみ 6 -み せかおかしみ ちあく う すかつみぬ たそ
せかそいにそおけ- 

すそつてけ

1-み せかおかしみ 2-み せかおかしみ

3-み せかおかしみ 5-み せかおかしみ 7-み せかおかしみ
4-み せかおかしみ 6-み せかおかしみ 8-み せかおかしみ

たしかねそ
2 すけせとてふ

きけうそて
5 すけせとて 

えちとおへ
6 すけせとて

つたけせあ
12 すけせとて

たそおすふのかねせあみ そいしあつてへ
1 すけせとてあ 

そいしあつてへ いけさけせけ
2 すけせとてふ 

ちとさあ
3 すけせとてふ 

せそえあ
10 すけせとて

2 すけせとてふ

たちそぬかおとちあ たちそぬかおとちあ たちそぬかおとちあ たちそぬかおとちあ たちそぬかおとちあ たちそぬかおとちあ たちそぬかおとちあ

たそ
せかそいにそおけ- 

すそつてけ
たちそぬかおとちあたちそぬかおとちあたちそぬかおとちあたちそぬかおとちあたちそぬかおとちあたちそぬかおとちあたちそぬかおとちあ



R
U

8ENRU

》ちけ そいちあいそてさか さそきけ しけぬあ  つしかおとかて けつたそしへくそうあてへ おうあきおふ う せかおかしま う てかねかせけか 
おうとに せかおかしへ. 》そつしか ほてそえそ つしかおとかて たちそうそおけてへ おそたそしせけてかしへせふか たちそぬかおとちふ 
さあきおふか おうか せかおかしけ, ねてそ たそくうそしけて おそいけてへつみ いそしかか つてあいけしへせふに ちかくとしへてあてそう.

* ╊つしけ うあす さあきかてつみ, ねてそ うそしそつふ つしけのさそす くあすかてせふ, たちそぬかおとちと すそきせそ たそうてそちみてへ 
さあきおふか 2 おせみ.

たそ
せかそいにそおけ- 

すそつてけ

》ちけすかねあせけか:〉あねせけてか たちそぬかおとちと つ せけくさそえそ とちそうせみ すそはせそつてけ . 

╊つしけ うふ せか けつたふてふうあかてか おけつさそすなそちてあ, とちそうかせへ すそはせそつてけ  すそきせそ 
たそうふつけてへ おしみ おそつてけきかせけみ いそしへのかこ ほななかさてけうせそつてけ.

』うみきけてかつへ つそ つたかぬけあしけつてあすけ たそ あおちかつと www.mepower.com, ねてそいふ たそしとねけてへ 
たそすそはへ う たそおえそてそうさか とつてちそこつてうあ さ ちあいそてか け うふいそちか たしあせあ たちそぬかおとち. 〉あのあ 
ぬかしへ - たそすそねへ うあす おそいけてへつみ せあけしとねのけに ちかくとしへてあてそう.
′あうかちのかせけか ちあいそてふ つ me.

1.╇ふさしまねけてか とつてちそこつてうそ me, せあきあう させそたさと たけてあせけみ せあ 
そつせそうせそす すそおとしか.
2. 】つてあせそうけてか あたたしけさあてそち せあ たそおつてあうさと う そつせそうせそす 
すそおとしか け そてさしまねけてか すそおとしへ そて つかてけ.
3. 》ちそてちけてか つうかてそうそか そさせそ さあちてちけおきあ 
うしあきせそこ つあしなかてさそこ (せか せあ つたけちてそうそこ そつせそうか) けしけ 
すみえさそこ てちみたさそこ.
4. ｠ちあせけてへ とつてちそこつてうそ つしかおとかて う たちそにしあおせそす け つとにそす 
すかつてか, 〉╊╉《』【】》〉《〈 おしみ おかてかこ.
5. 〉かきせそ たちそすそこてか そいちあいそてあせせふか とねあつてさけ さそきけ 
てかたしそこ うそおそこ け たちそすそさせけてか けに つとにけす たそしそてかせぬかす.
6. 〉かきせそ せあせかつけてか とうしあきせみまはけこ さちかす けしけ えかしへ あしそほ 
うかちあ せあ さそきと.

6

3

2

powered by elo- s

1
たそ

せかそいにそおけ- 
すそつてけ
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『けつ. 1 me つけつてかすあ

う さそすたしかさてあぬけま me うにそおけて:
• とつてちそこつてうそ me, ちあいそてあまはかか せあ そつせそうか 

てかにせそしそえけけ 
• そおけせ さあちてちけおき  (たちかおとつてあせそうしかせ)
• おそたそしせけてかしへせあみ くあはけてせあみ さちふのかねさあ 

(たちかおとつてあせそうしかせあ)
• くあはけてせあみ さちふのかねさあ 
• さあいかしへ たけてあせけみ
• ちとさそうそおつてうそ たそしへくそうあてかしみ, うさしまねあみ 

さちあてさそか つたちあうそねせそか ちとさそうそおつてうそ
• くあはけてせふか そねさけ

さそすたそせかせてふ とつてちそこつてうあ (ちけつ. 1):

そつせそうせそこ 
すそおとしへ

たそおつてあうさあ

たあせかしへ 
とたちあうしかせけみ

あたたしけさあてそち

 さあちてちけおき

me あさつかつつとあちふ:
》ちそおあうあかすふか そておかしへせそ けしけ 
うさしまねかせせふか う さそすたしかさてあぬけま 
とつてちそこつてうあ me

• いちけてうあ
• ほたけしみてそち
• しけぬかうそこ あおあたてかち
• くあたあつせそこ  さあちてちけおき
• すかのそねかさ おしみ にちあせかせけみ

╉そたそしせけてかしへせとま けせなそちすあぬけま そい あさつかつつとあちあに すそきせそ せあこてけ せあ つあこてか 
www.mepower.com
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さそすたそせかせてふ あたたしけさあてそちあ (ちけつ. 2):

╅たたしけさあてそち, うけお つせけくと ╅たたしけさあてそち, うけお つうかちにと

『けつ. 2 ╅たたしけさあてそち, うけお つうかちにと け つせけくと

*かつしけ と うあつ せかて くあたあつせそえそ さあちてちけおきあ, そいみくあてかしへせそ とつてあせそうけてか くあはけてせとま 
さちふのかねさと  うすかつてそ けつたそしへくそうあせせそえそ さあちてちけおきあ. ゅてそ せかそいにそおけすそ おしみ 
くあはけてふ うせとてちかせせけに おかてあしかこ あたたしけさあてそちあ.

me つ さあちてちけおきかす け ほたけしみてそちそす
つかちかいちみせふか 
『ぁ-さそせてあさてせふか 
たしあつてけせふ

させそたさあ あさてけうあぬけけ 
おそたそしせけてかしへせあみ 
くあはけてせあみ さちふのかねさあ
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