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1.ご使⽤前に

1. ご使⽤の前に 〈安全にお使いいただく為に、必ずお読みください〉
1.1 作業条件

1) 本書の内容を理解できない⼈は使⽤しないでください。
2) 所有者以外の⼈は使⽤しないことが原則です。やむを得ず機械を他⼈に貸すときには、取扱い⽅
法を説明し、本機とエンジン(該当製品)の「取扱説明書」をそれぞれ熟読し、取扱い⽅法や安全
のポイントを⼗分理解してから作業をするように指導してください。
3) 過労、病気、薬物、その他の影響により正常な運転操作が出来ない時には作業しないでください。
4) 酒気を帯びた⼈、妊婦、⼦ども(中学⽣以下)、未熟練者にも作業をさせないでください。
5) 機械の回転部に巻き込まれたりしないよう、作業⾐は⻑袖の上着に裾を絞った⻑ズボンを着⽤
し、適切な服装で⾏ってください。くわえタバコ、巻き(腰)タオルは厳禁です。
6) 製品に応じて、滑り⽌め(スパイク)のついた安全靴（⻑靴）やヘルメット（帽⼦）、防護眼鏡、
⼿袋、スネ当て等の適切な装備を使⽤してください。

1.2 作業をする前に
1.2.1 作業前の注意事項

排気ガスにより⼀酸化炭素中毒の恐れがあります。屋内など換気が不⼗分な所では、運転や 作
業はしないでください。

1) 安全作業の障害となるような本機の改造は絶対にしないでください。
（カバ―の切断、標準品以外の装着、指定外のベルト･オイルの使⽤、安全装置の取外し等）
〈これらの改造に起因する事故、及び不具合に関しては、⼀切の責任を負いかねます。〉
2) 周囲に⼈や動物、⾞両や設備、建造物等の有形資産がない事を確認してください。また、周囲の
安全を確認して圃場内の障害物､側溝､軟弱な路肩など危険な場所や注意が必要な場所には⽬印な
どを設けて近寄らないでください。
3) ⽯やその他の異物は事前に取除き、除去不能な障害物などがある場合には、注意標識⼜は作業禁
⽌範囲を⽰す安全柵などを設けた後で作業を始めてください。また、このような圃場では安全の
ために通常よりも⾼刈りで作業を⾏ってください。ナイフが⽋けたり、⽯等の異物が⾶散し危険
です。
4) 転落防⽌のため、川や崖や段差（路肩）を⾛⾏する場合は、路肩崩れや転落の危険性を考慮し、
⼗分に安全な平坦地を⾛⾏してください。
5) 暗い時、視界が悪いときの使⽤は危険です。周囲の状況が⼗分に把握できない時には使⽤しない
でください。

- 3 -

1.ご使⽤前に

1) ⾬天時や⽔たまり等本機が⼤量の⽔を浴びるような条件での使⽤は避けてください。
2) その他気象条件等に留意し、作業実施の判断や装備の選択に⼗分配慮してください。

1.2.２ 作業前の点検･確認

1) 前回の作業終了後に確認された要修理箇所等について、確実に修理が⾏われている事を作業開始
前に必ず確認し、修理が完了するまでは絶対に作業を開始しないでください。
2) 安全のためのカバー類はもとより、標準に装備されている安全装置及び関連部品を外したままの
運転は⾮常に危険です。事故防⽌のため、これらの部品は必ず装着した状態で使⽤してくださ
い。もし異常がある場合は修理を⾏い、正常な状態を確認してから作業をしてください。
3) 作業クラッチ（ナイフクラッチ等）が「切」位置の時、ナイフ等が確実に⽌まっているか点検
し、もし少しでも動いている場合にはエンジンを⽌め、点検を⾏ってください。
4) ナイフの脱落は危険です。ナイフのセットボルト・ナットをしっかり締めてください。また、古
いものは新しいものに取り換えてください。
5) ナイフ交換のための開閉カバーがあるものは、開いたままの使⽤は危険です。必ず閉めた状態で
使⽤してください。
6) 冷却⾵の吸込⼝、シリンダ付近の草詰まり、特に⾼温となる排気管周辺に堆積した草屑等は注意
深く取り除いてください。エンジンの焼付きや⽕災の原因となります。
また、外側のみならず、内側もこまめに清掃してください。また、エアクリーナ内部の清掃、Ｈ
ＳＴファンカバー（該当製品）に堆積した草屑の清掃も同時に⾏ってください。

1.2.3 ⽕気厳禁・燃料の給油

1) 作業中及び給油中は⽕気厳禁です。引⽕や⽕傷の危険があります。くわえタバコ、焚き⽕等、裸
⽕の使⽤等は、機械のそばで絶対⾏わないでください。
2) 給油はエンジン停⽌後、マフラの温度が⼗分下がってから⾏ってください。
3) 給油は油⾯上限マークがあるものは、マーク以下(傾斜地使⽤の場合には更に少なく)にしてくだ
さい。多く⼊れ過ぎた時はマ―ク以下になるまで抜き取ってください。また、こぼれた燃料は必
ず拭き取ってください。
4) ⾝体に静電気が帯電した状態では⾏わないでください。気化したガソリンにより引⽕の可能性が
あり、⽕傷、⽕災につながる恐れがあります。
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1.3 作業中は
1.3.1 作業中の注意事項

1) 安全のため、余裕を持った運転を⼼掛け、急発進・急停⽌・急旋回はしないでください。
2) 無理な姿勢で作業を⾏わず、体調に合わせ１〜２時間程度で休息を取るようにしてください。
3) 作業範囲内（半径１０ｍ以内）に⼈(特に⼦供)やペットが⼊り込まないよう､草刈り作業中である
旨の⽴て札やガードロープを張るなどし､半径１０ｍ以内に近づけないでください。⼈やペットが
近づいた時には直ちに作業を中断し、エンジンを停⽌してください。
4) 運転中、周囲に燃えやすい物や危険物を置かないでください。また排気マフラは⾼温となりま
す。本機操作時・作業終了直後等に⼿をかけると、⽕傷を負う恐れがあります。

5) 斜⾯での作業は、勾配が５０°以下でご使⽤ください。上下⽅向よりも横⽅向（等⾼線⽅向）に⾏
うようにしてください。上下⽅向の作業は、本機が滑り落ちてくる、作業者の⾜が滑って本機に
巻き込まれる等の恐れがあります。
6) 滑り⽌めなどの注意を⼗分⾏って、それでも滑りやすい場所では作業を⾏わないでください。

1.3.2 操作上の注意事項

1) 始動時は⾛⾏(主)クラッチ、作業(ナイフ･ロータリー)クラッチを「切」位置にし、中⽴のある
ものは変速レバーを「中⽴」位置にして、ブレーキがあるものはブレーキを掛けてから始動し
てください。
2) 斜⾯での旋回等の操作は⼗分に注意して⾏ってください。バランスを崩し、転倒してけがをする
恐れがあります。
3) 斜⾯では、安全のため、変速レバー・クラッチレバー類の不要な操作は⾏わないでください。ス
リップ・転落・滑落等の危険があります。
4) バックする時は、⼈(特に⼦ども)･動物･障害物がない事を確認して機械との間に挟まれたり、崖
や段差からの転落等がないよう⾜場に注意してください。(該当製品)
5) ⽊の周りや壁際などの作業時は、ハウスの⽀柱や⽊の枝、鉄線等と本機との間に体や⼿を挟んだ
り、枝での打撲･挟まれに⼗分注意して作業を⾏ってください。
6) 旋回時は特に⾜元に注意し、作業部(ナイフ･⽖など)、⾛⾏部(タイヤ･クローラー等)に巻き込ま
れないようにしてください。
7) 刈取⽅向を切り替える時には、その前後⽅向の安全性を確認した後に⾏ってください。
8) 作業(ナイフ･ロータリー)クラッチは、⼈(⼦ども含む)や動物がいない事を確認し、安全に⼗分注
意した後に操作してください。
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1.3.3 作業中の点検・停⽌・清掃
1）作業中、異物と衝突（噛み込み）した時は直ちに作業（草刈･耕運など）を⽌め、エンジンを停⽌
してください。そして、必ずナイフ･ナイフステー･⽖類（該当製品）及びカバー類の⽋けや曲がりの
有無を調べ、必要に応じ修正･交換ください。
2）冷却⾵の吸込⼝、シリンダ付近の草詰まり、特に⾼温となる排気管周辺に堆積した草屑等は注意
深く取り除いてください。エンジンの焼付きや⽕災の原因となります。
また、外側のみならず、内側もこまめに清掃してください。また、エアクリーナ内部の清掃、ＨＳＴ
ファンカバー（該当製品）に堆積した草屑の清掃も同時に⾏ってください。

1) 作業中に点検する際は、必ずエンジンを停⽌し、各部が冷えてから、⼿を保護するために⽪⼿袋
などの丈夫な⼿袋を着⽤してください。
2) 本機より離れる時は、必ずエンジンを⽌めてください。また、安定した平坦地で確実に停⾞して
ください。
3) エンジンを⽌める際は、該当する製品については次の事を⾏ってください。
①ブレーキをかける。②キーを抜く。③燃料コックを閉める。
4) 運転中の異常な⾳、匂い、発熱は⽕災の原因となる恐れがある為、直ちにエンジンを停⽌し、点
検・修理してください。
5) 作業中、異物と衝突（噛み込み）した時は直ちに作業（草刈･耕運など）を⽌め、エンジンを停⽌
してください。そして、必ずナイフ･ナイフステー･⽖類（該当製品）及びカバー類の⽋けや曲が
りの有無を調べ、必要に応じ修正･交換ください。
6) その他作業中、異常を感じたら必ずエンジンを停⽌してから、点検を⾏ってください。

1.4 載せ降ろし及び運搬時の注意
1) 本機を運搬する時は必ずエンジンを停⽌してください。燃料漏れなどにより、こぼれた燃料が引
⽕する恐れがあります。
2) 必要以上に本機を傾けないでください。燃料が漏れ出す恐れがあります。
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1) 運搬⽤の⾞は製品に応じた⾞を使⽤してください。(積載重量、荷台のサイズ、⼲渉の有無)
2) 運搬⽤の⾞は平坦で安全な場所を選び、搭載時に動き出さない様にエンジンを⽌め、サイドブ
レーキを引き、⾞輪⽌めをしてください。
3) ナイフ･⽖がブリッジと接触しない位置まで⾼さを調整してください。また、該当する機種は次
の事を⾏ってください。①作業クラッチは「切」位置。②デフロックを「⼊」位置
4) 基準にあった丈夫なブリッジをゆるい勾配（１５度以下）で確実にかけ、エンジン回転を下げ、
積み込みは「前進」で、降ろす時には「後進」で低速でゆっくり⾏ってください。
〈その際、速度や⽅向を変える操作は危険ですので、⾏わないでください。〉
5) 本機がブリッジとトラックの荷台との境を越える時には、急に重⼼の位置が変わりますので、
⼗分に注意してください。
6) 運搬時は丈夫なロープ等で確実に固定してください。また、安全運転を⼼掛けてください。

1.5 点検・整備
◎品質及び性能維持のためには定期点検が不可⽋です。
始業前点検・⽉次点検は所有者ご⾃⾝で、年次点検は販売店(有料)へご依頼ください。
〈定期点検を怠ったことによる事故・故障については責任を負いかねますのでご注意ください。〉
下記に記載の内容を守らないと⽕傷や傷害事故、機械故障の原因となります。
1) ご使⽤前後に、⽇常の点検、整備を⾏う他、定期的に点検、整備を⾏って常に製品を安全で快適
な状態に保つようにしてください。
2) 点検、調整、整備はエンジンを停⽌し、マフラ部やその他ミッションケースの過熱部位が完全に
冷えてから⽪⼿袋などの丈夫な⼿袋や保護メガネを着⽤し、適正な⼯具を正しく使⽤して⾏って
ください。
3) 点検、調整、整備は地⾯が平坦で硬く、広くて明るい場所で実施し、常に機体のバランスに留意
し、転倒させない様に⼗分注意してください。
4) 本機を吊り上げて点検する場合には、必ず落下防⽌を⾏ってください。
5) 作業部（ナイフ･⽖）や⾛⾏部（タイヤ･クローラー）の交換や着脱を⾏った場合は、指定の場所
に確実に装着されているか、しっかりと締め付けしているか確認してください。
6) 作業部（ナイフ･⽖）や⾛⾏部（タイヤ･クローラー）を新品に交換する際には安全のため取付け
ボルト類も⼀緒にメーカー純正品の新品と交換してください。
7) ベルトやナイフ部の安全カバー、及び⾶散防⽌⽤のカバーの破損は危険です。作業中に異常を感
じた箇所はそのままにせず、必ず作業を中断して点検し、必要な修理を⾏ってください。また作
業終了後に再度点検してください。
8) 取外したカバー類は、必ず元の位置に正しく取り付けてください。
9) 指定外のアタッチメント取付けや、改造は絶対にしないでください。
10) 燃料パイプは古くなると、燃料漏れの原因となり危険です。３年毎、または傷んだ時には締め付
けバンドとともに新品と交換してください。
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下記に記載の内容を守らないと機械故障の原因となります。
1) 本機を洗⾞する場合は、エンジン部（電装部、エアクリーナ付近、燃料キャップなど）及び警告
ラベル貼付け箇所に⽔をかけないでください。
2) クラッチ類、スロットル、ギアチェンジ等の点検、調整は⼗分に⾏ってください。

3) シートをかける場合には⽕傷や⽕災を防ぐため、エンジンの停⽌後「約 5 分以上」待って、マフ
ラやエンジン本体の冷却状態を⼗分確認した上で⾏ってください。

1.6 保管時

1) 本機を⻑期保管する場合は屋内で保管ください。〈5.5 ⻑期保管のしかた 参照〉
2) 本体や作業部に付いたごみや付着物・異物は取り除いてください。

1.7 警告表⽰マーク

●警告表⽰マークは本項⽬内における重要危険事項の中からとくに重要なものとして厳選され、本
体に貼付されています。ご使⽤の前に必ずお読み頂き、⼗分理解して必ず守ってください。
※警告表⽰マークが⾒えにくくなった場合には、必ず同じものを販売店で購⼊、貼り換える等して
常にはっきり識別できるようにしてください。〈6.3 消耗品明細 参照〉
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警告表⽰マーク貼付箇所

0306-74500

0305-73110

0327-73200

0339-73210

0326-74610
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ٺ
ٵ
ٵ

ٵశଞपરोॊ ٳરोॊ ٺৢ ¼༄ॊ
؟ڷڻဋෟਙચमेःऋؚजभमਈभਙચभग़থ४থड़ॖঝقমਃदमઞ৷ਂ૭ك
؟ڸڻ੶भ৸थभਙચऋરोथःॊग़থ४থड़ॖঝ؛
ڸڻ؟ڹڻेॉुग़থ४থৈആৎभཱིਙऋરोथःॊग़থ४থड़ॖঝ


 রलஔఅরमౌਞడరदघ؛
ਬౌृౌംभ૫ऋँॉऽघ؛ऎॎइॱং॥ؚᏖऌౌಉؚᅄౌभઞ৷ಉमؚਃ༊भजयदബৌप
ষॎऩःदऎटऔः؛
 ஔఅमग़থ४থૃؚঐইছभആ২ऋેীৣऋढथऊैষढथऎटऔः؛
 ஔఅमఅએঐشॡँॊुभमؚঐشॡਰৣ ൊઞ৷भৃ়पमಌपऩऎ पखथऎटऔ
ः؛ஔఅઠभઠ੪ऽदোोऩःेअपஔఅखथऎटऔः؛ऎোोૌऍञৎमঐصॡਰৣपऩॊ
ऽद௷ऌढथऎटऔः؛ऽञؚऒऻोञમमङሁऌढथऎटऔः؛
 ମ৬पಯਗ਼ਞऋఝਗ਼खञ૾ଙदमষॎऩःदऎटऔः؛ਞ৲खञफ़९জথपेॉਬౌभ૭ચਙऋ
ँॉౌؚം಼ౌؚपणऩऋॊതोऋँॉऽघ؛


ᎉऩखञؚఌਞभଐःৃਚदষढथऎटऔः؛


  મ॑ଓஔघॊৃ়मऺؚऒॉҩൃҩංҩऩनभ౮ऋમॱথॡपোैऩःेअपखथऎट
औः؛ग़থ४থਂ৹भਉपऩॊതोऋँॉऽघ؛
  फ़९জথभालૠेॉුः়ૻदभઈૡमग़থ४থऋ൏હ॑କऒखऽघ؛ಗप෯ःधग़থ
४থૡभਂ৹॑ഃऌऽघ؛ङभ়ૻ॑ದஹखथऎटऔः؛
  મमঽே༄৲खऽघ؛নাਰઞ৷खऩःৃ়मৗखःમधোो౹इथऎटऔः؛ऽञএজ
ॱথॡप৳ଵखञમुઞ৷खऩःदऎटऔःਂ؛৹भਉधऩॊऒधऋँॉऽघ؛
كग़থ४থभਝૡ॑िृाप৹ତखऩःदऎटऔः ؛
كમऋऩऎऩढञैଫीपમ॑ଓஔखथऎटऔः؛ઃभऋઍಔपऩॉऽघ؛
كમଓஔमમॱথॡय़কॵউ॑નৰपഁीહऐथऎटऔः؛




 ઈૡҩभखऊञ

 ઈૡҩभखऊञ                     






 َپઞ৷भିਔُ॑ઈૡघॊपؚङउഭाऎटऔः؛
  ્प َؚ੯َُ ॑घॊपَُ রमُ॑ेऎഭाؚ৶ੰखञअइद
  ઈૡ؞॑ষढथऎटऔः؛


 ग़থ४থभ؞ૃभखऊञ                   
 ग़থ४থभखऊञ
⋇ॡছॵॳঞংشऊैু॑खؚឥᘍǯȩȃȁǛžЏſˮፗƴƠƯ

ॡছॵॳঞংش

ƘƩƞƍŵ





⋈ॼॖইॡছॵॳঞংشमَજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛






                      
⋉ग़থ४থ५ॖॵॳَ॑ো ُ ۃۄਜ਼઼पखथऎटऔः؛
ž21ſ
َ21ُ





              


⋊উছॖথॢএথউ॑दਈऽदॉନखखथऎटऔः؛
ੂڬڭਰ                        
উছॖথॢএথউभඝदમ॑③ाऑؚ॑ઍಔपखऽघ؛


અؠ
উছॖথॢඝमેীपষढथऎटऔः؛উছॖথॢඝ
উছॖথॢএথউ

 पेॉड़شংشইটشखञમमؚમॱথॡपರॊଡୗप       
ऩढथःऽघभदؚลःाૌऍपमऩॉऽच॒؛




 ઈૡҩभखऊञ
⋋ॳঙشॡঞং॑شඝखॳؚঙشॡఉَ॑৸൷ُ   ਜ਼઼पखथ
ऎटऔः؛

અ ؠ
મऋଋढथःथሞणग़থ४থऋऽढथःॊৎपमॳؚঙشॡ
ঞংشभඝमਏँॉऽच॒؛


⋌ग़থ४থ॑ൺুदइ ঐইছಉৈആमइऩःदऎटऔः؛
 ౌംभതोऋँॉऽघ ؚমਃऋऊऩःेअपखथಓೠ॑गॊ
ਜ਼઼ऊै५ॱঀॱشঈ॑િःेऎਬःथऎटऔः؛


 জ॥ॖঝ५ॱ॑ॱشਬढॊ্पযऋःऩःऊؚକ؞૩
ऋऩःऒध॑નऊीथऊैखथऎटऔः؛ം૩হभउजोऋ
ँॉऽघ؛
       

અ ؠ
ੂೌೌقఠكटऐऋँॉؚखऩःৃ়पमॳঙشॡঞংش
َ॑৸৫ُ  ਜ਼઼पखथؚગल५ॱ॑ॱشિःेऎਬःथऎट
औः؛

⋍ग़থ४থॳؚঙشॡঞংَ॑ش৸൷ُ  भऽऽद
                खञৃ়पमؚग़থ४থभ৹॑ৄऩऋैॳঙشॡঞং॑ش
               َ৸৫ُ  ਜ਼઼षರखथऎटऔः


અ  ؠ
                 ॡছॵॳঞং॑شॊधঽपॳঙشॡঞংشमರॉऽघ؛

َॊُ
             ⋎ग़থ४থभ৹॑ৄऩऋै৺  ীਃઈૡ॑ষढथऎटऔः؛
               અ ؠ
ग़থ४থؚॡছॵॳঞং॑شඝखथ৵മापಞଫऎਯ
ग़থ४থૡ॑ऑथऎटऔः؛ऒोमਞ৲ஓभ૬ਞ॑௷ऎञी
दؚ૬ਞऋँॊधਸசਂଐलग़থ५ॺभਉधऩॉऽघ؛


كৗષदଲષ॑භোؚਈੂभౝ  عৎ मؚຯैखઈૡधखथؚૌ॑ऊऐऩः
पඓइीऩઈૡ॑ੱऋऐथऎटऔः؛
ॳكঙشॡঞংَ॑ش৸൷ُ  भऽऽਞઈૡघॊधؚग़থ४থपப୶॑ଖइؚग़থ४থ
भํ୵॑ಢऎखऽघभदओିਔऎटऔः؛





 ઈૡҩभखऊञ
  ग़থ४থૃभखऊञ


⋇ॡছॵॳঞংشऊैু॑खؚग़থ४থ५ॖॵॳَ॑ૃ 2)) ُ
َ2))ُ
ž2))ſ

ਜ਼઼पखथग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛
     અؠ
ग़থ४থૃৎपমਃ॑खਬऌखथऊघपमيग़থ४থૃৎ
भً॑සखथऎटऔः؛


 ষ؞ச؞ૃभखऊञ                     
 ষभखऊञ 
⋇ग़থ४থ॑औचथऎटऔः؛
                 يग़থ४থ؞ૃभखऊञසً
⋈ਫಗঞং॑شਚਏभਜ਼઼पનৰपোोथऎटऔः
   قমਃకડऋਤؚంડऋਤपऩॉऽघك؛
 



  ඝऋਂેীऩৃ়ؚॠখ௷ऐभതोऋँॉপ૫दघ؛
  ॠখऋোॉपऎःৎपमؚ૮৶पোोङपॡছॵॳঞংَ॑شো্ُपखऔचॊऊম
ਃ॑पஷढथाथગ২નৰपசඝ॑ষढथऎटऔः ؛

َॊُ
ž੮ǔſ

⋉ॡছॵॳঞং॑شဉرपঁথॻঝડपखथःऎधؚ
ग़থ४থૡऋಊखষ॑ीऽघ؛






અ ؠ
  ಸभৃ়पमঁؚথॻঝऊैু॑खथऎटऔः؛ग़থ४থૡऋ॔ॖॻজথॢ૾ଙपऽदৣऋ
ॉؚ೫ੱॡছॵॳऋજोૃखऽघ؛ऒभৎؚਫಗঞংشऋनठैऊभਜ਼઼पँोयؚ५ঃॖ
ॡऋَটॵॡُ૾ଙधऩॉ્ؚपൊदमદડषෟॉলघহमँॉऽच॒؛



؞भपमॼॖইॡছॵॳঞংشमَજُਜ਼઼पखथऎटऔःَ؛োُਜ਼઼भऽऽदमؚৈசद
ૡघॊॼॖইपඕऌऽोञॉؚ౮॑ఄങऔचञॉखथ૫दघ؛





 ઈૡҩभखऊञ

 ਤ؞ૃभखऊञ
⋇ॡছॵॳঞংشऊैু॑खग़থ४থभૡ॑॔ॖॻজথॢ૾ଙप

َघُ

खथऎटऔः؛





⋈ਫಗঞং॑شඝखؚంకभજಳऌਜ਼઼पનৰपোो౹इथऎटऔः؛
  



َਤُ

َਤُ


َॊُ

⋉ॡছॵॳঞংঁ॑شথॻঝधુपढथગਤखथऎटऔः؛

⋊ॡছॵॳঞংشऊैু॑खथমਃ॑ૃखथऎटऔः؛

⋋ग़থ४থ५ॖॵॳَ॑જ ُ ڻڻۄਜ਼઼पखथऎटऔः؛
ٮমਃ॑ोॊৃ়पमङग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛


 ঁথॻঝभ৹ତ                         
 ঁথॻঝৣ؞ంకभ৹ତ


ঁথॻঝਜ਼઼भ৹ତमङমਃ॑ૃखञ૾ଙदষढथऎटऔः؛॑खऩऋैऽञमষखऩऋ
ैभඝमઓॎफহभਉधऩॉऽघ؛


ঁথॻঝৣ؞ంకঞংش

⋇ঁথॻঝৣ؞ంకঞংু॑شपਬऌঁؚথॻঝभಕ॑ੰखथ
ऎटऔः؛
⋈ঁথॻঝৣम  ؚంకमਫਜ਼઼धకડ  ॣਚؚంડ  ॣਚद
ಕदऌऽघ؛፳ৃ੯प়ॎचथ৹ତखथऎटऔः؛








 ઈૡҩभखऊञ


রमঁথॻঝకડषभाखथऎटऔः؛ంડषघॊध౮ఄ
ങभ૭ચਙुৈऎ૫दघؚ؛ᄑৎभाधखथऎटऔः؛

ঁথॻঝৣਜ਼઼भਈुਜ਼઼मઽವ௧৷ਜ਼઼दघ؛
पमઞ৷खऩःदऎटऔः؛



㻌

 ঁথॻঝಇೠभ৹ତ
੯प়ॎचथঁথॻঝभশऔ॑ۜےڱڭभ࿒भ  మदಕ
दऌऽघ؛ൊએभশऔपૢगथઞःীऐथऎटऔः؛
⋇ঁথॻঝಇೠঞংشदটॵॡ॑ੰखथঁথॻঝभলखোो॑ख
  थऎटऔः؛৹ତमঁথॻঝऋَढ़ॳॵُधఠऋखथটॵॡऔोञ
হ॑નੳखथऎटऔः؛

અ ؠ
ঁথॻঝभলखোोमؚটॵॡੰঁথॻঝಇೠঞংشऊैু॑
खथুदষढथऎटऔःঁ؛থॻঝಇೠঞং॑شढञऽऽൺুद
ඝ॑घॊधলखোोऋऎऩॉऽघ؛


 ग़থ४থૃৎभ                                           
અ ؠ
ਫಗঞংشऋਤ্؞ਤ্नठैऊभਜ਼઼पँॊध५ঃॖॡमটॵॡऔोऽघ؛ऒभ૾
ଙदमমਃ॑खਬऌखथऊघহमলਟऽच॒؛ग़থ४থऋૃखञ૾ଙदমਃ॑खਬऌघॊ
ਏऋँॊৃ়पमৣ੶ඝ॑ষढथऎटऔः؛

⋇ਫಗঞং ॑ش1قরয়كਜ਼઼पखथऎटऔः؛
  


মਃभखਬऌमङᎉदষढथऎटऔः؛ൊदभඝ
मෟभതोऋँॉপ૫दघ            ؛

َ 1ُਜ਼ ઼



⋈৸भನॼؚॖইॡছॵॳঞংشमَજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛

⋉५ঃॖॡमইজشधऩॉমਃ॑खਬऌखथऊघऒधऋ
दऌऽघ؛




 ઈૡҩभखऊञ

 ুऩभखऊञ                                             


  



 ৸भञीؚఏदಎାऔोथःॊढ़ং؞شইছॵঃథमङಎାखञऽऽ॑ষढथऎट
औः؛ॉਗखञऽऽभमপ૫दघ؛લಉ౮ऋ࿘৸ఢपॎञॉఄങखؚ
॑मगीఢ೧प૩॑ऻघ૫ऋँॉऽघ؛
 ፳ৃभ૩ҨડདྷҨໞൠऩଡ଼๛भँॊधऒौҨએभᐄಉ૫ऩৃਚपम৯ഀ॑য়थथෙढ
थமखऩःेअपିਔखथऎटऔःҥ
 ॼॖইपऊैाહःञൃृଉসजभभ౮॑ॉऎपमҨङग़থ४থ॑ૃखथऊै
ষढथऎटऔः؛
 ೧पয ્प ऋোॉऽऩःेअҨൃ࿘ॉরदँॊ຺भয়थైृफ़ॻشটشউ
॑ॊऩनखҨྫྷۜڬڭਰपऒोैभुभ॑तऐऩःदऎटऔःҥ
 মਃಎାभढ़ংشథमؚ࿘ऊैभ౮भఄങ॑ਈ৵प೪इॊਝੑऔोथःऽघऋؚऒ
ो॑৸पଆૃघॊुभदमँॉऽच॒؛भ፳ৃ౮ જઙؚલؚଉসؚ૬࿁ؚᑛજ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ो ಉभுमؚभிભ दનৰपৰखथऎटऔः؛
 ઞ৷૭ચऩ፳ৃमᎉलڬڱऽदभൊदघ؛ःङोुᐄभऩःତऔोञ፳ৃद
ઞ৷खؚजोਰਗदमઞ৷खऩःदऎटऔः؛ઓॎफহभਉधऩॉऽघ؛
 ્पൊदभदममङᎉपয়ठؚએपमয়ञऩःदऎटऔः؛ଌ॑ෟ
ैचૡরभॼॖইपඕऌऽोथଈംघॊതोऋँॉऽघ؛ऽञؚએ ৺ڬڮங২ऽद
भदु५ঃॖॡಉෟॉૃीभणःञ৸ၫ॑ା৷खؚ५জॵউपमેীିਔखथऎटऔः  ؛
 মਃमभৣ દ ડपਜ਼઼औचथऎटऔः؛  ડपਜ਼઼औचॊઞः্म૫॑ൣःऽघ؛
 ൊऺनડषभ౮भఄങ২়ऋপऌऎऩॉऽघ્؛पओିਔऎटऔः؛
 મஔఅઠऋଞपડषऎेअऩઞः্॑खथऎटऔः؛મऋोলख૫दघ؛



 मশཐभାपႸ॑ढञশ६থ॑ା৷खؚ५ঃॖॡ৸ၫृၣऽञमঊঝওॵॺؚ
घबਊथؚଆ૧ওफ़ॿ ଲષહര ಉ॑ଞपା৷खथऎटऔःҥ
 જॉઙؚલؚଉসؚ૬ढ़থؚ༈જोಉभ౮मपলਟॊॉॉःथऎटऔः؛
 લಉ౮भः፳ৃदभपणःथमؚऒोैभఄങपेॊ૩॑ଆૃघॊञीৈ࿘ॉ॑घॊ
ಉखथ৸पमેীିਔखथऎटऔःҥ
 ࿘৸ఢपॎञॉؚલಉभ౮ऋఄങघॊതोऋँॉऽघ؛যृؚ૦ऊैोथેীओି
ਔभखथऎटऔः؛
  মਃઈૡরभग़থ४থঐইছमৈആपऩॉؚෙढथඡढञॉघॊधౌംभ૫ऋँॉऽघ؛ઈૡ
রलઈૡૃેীपഐइॊऽदঐইছपमബৌपඡैऩःदऎटऔः؛


અؠ
 ੂीथমਃ॑ઞ৷घॊधऌमલಉभ౮भऩःᎉदඝ্১ಉ॑ેীपಆ੭खथऎटऔः؛
࿘ॉऋखളघॊेअपखथ༼୮घॊध࿘ଋखऋ૮ऎؚऌोःपலऋॉऽघ؛ൊद
भൃ࿘मؚᎉदેীपಫಆखञपखथऎटऔः؛
 ५ঃ ॖॡम॑ ڰଞपம औचथऎ टऔः؛ൺ ડ ॑ڮठऑॊे अऩઞ৷্ ১मؚ५
ঃ ॖॡ  भॺ ঝॡজ ॵ ॱषभ ૿ ੜधऩ ॉ ؚऋ ૬ૡ खಔऎ ऩॉ ऽघ્ ؛प ৣ্ 
भൊदमओିਔऎटऔः؛




 ઈૡҩभखऊञ
كਫಗඝमॡছॵॳঞং॑شढञऽऽदुඝदऌऽघ؛ਃ༊॑ంకقكपऊऎ
ऊघৃ়ॡছॵॳঞং॑شढञऽऽඝघॊधટदघ؛


 ൃ࿘भखऊञ
⋇૾யप়ॎचथ࿘ৈ৹ତঞংشद࿘ৈऔ॑৹ତखथऎटऔः؛
  
⋈ग़থ४থ॑औचथऎटऔः؛
يग़থ४থ؞ૃभखऊञසً



⋉ਫಗঞং॑شਤਜ਼઼पखथऎटऔः؛




َਤُ


⋊ॼॖইॡছॵॳঞংَ॑شোُਜ਼઼पखथऎटऔः؛





⋋ॡছॵॳঞং॑شဉرपঁথॻঝડपਬःथःऎधؚग़থ४থ

َॊُ

ૡऋಊखؚ೫ੱॡছॵॳपेॉ॑৫खऽघ؛

يষ ؞ਤ भखऊञසً


َघُ

⋌॑ીവघॊৃ়पमؚऽङॡছॵॳঞংشऊैু॑खؚম
ਃ॑ૃऔचथऎटऔः ؛೫ੱॡছॵॳऋજोॼؚॖইभૡध
ষऋૃखऽघ ؛
⋎ॼॖইॡছॵॳঞংَ॑شજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛
⋏يग़থ४থभ؞ૃभखऊञً॑සखथग़থ४থ॑ૃखथ
ऎटऔः؛






 ઈૡҩभखऊञ

 ൊदभൃ࿘



 ॑ڬڱதइॊൊदमઞ৷खऩःदऎटऔः؛মਃૡभ૫ऋँॉऽघ؛
 ङমਃभ  ડपয়ठ ৣؚદ ડषमয়ञऩःदऎटऔः؛ઓःुऊऐङૡघॊॼॖইपඕ
ऌऽोॊ૫ऋँॉऽघ؛
 મஔఅઠऋଞप  ડ॑ऎेअऩ࿘্॑खथऎटऔः؛મஔఅઠऋৣ દ ડपऎेअऩ
ઞः্दमમऋोলघऒधऋँॉ૫दघ؛
 র౮ଞ॑गञैؚङঁথॻঝऊैু॑खؚমਃ॑ૃऔचथऎटऔः؛ൊदૃख
थुਫಗঞংشऋਤ؞ਤभਜ਼઼पँोयষॡছॵॳमੰऔोङؚ५ঃॖॡमটॵॡऔ
ोञ૾ଙदघभदؚমਃऋৣ દ ડषෟॉলघহमँॉऽच॒ ؛ऒभৎؚਫಗঞং ۃ॑شরয়
पखथखऽअध५ঃॖॡमইজشधऩॉৣ દ ડषෟॉলघহऋँॉऽघ ؛

ٸએ ڬڮ दभ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
⋇ङ५ঃॖॡಉෟॉૃीभणःञၫ ॑၎ःथऎटऔः؛
⋈ঁথॻঝभਜ਼઼॑৹ତखൃيؚ࿘भखऊञً॑અप॑৫
؞ીവखथऎटऔः؛


અ ؠ


  ડऊैৣ દ ડषऊढथਤद॑खथऎटऔः؛


ٸએ  ڬڱعڬڮदभ
⋇मङᎉषয়ठؚমਃभा॑ൊषোोथ॑
खथऎटऔः؛
⋈ঁথॻঝभਜ਼઼॑৹ତखൃ ي ؚ࿘भखऊञً॑અप॑৫
؞ીവखथऎटऔः؛

અؠ



  ડऊैৣ દ ડषऊढथਤद॑खथऎटऔः؛

ٸশःએदभ
ीۜےڬڴۜڭؚਰभ࿒दᎉऩଌৃ॑ढथउःथऎटऔः؛


    એदममബৌपએपয়ञऩःदऎटऔः؛ଌ॑ෟैच
ञৃ়पमপ૫दघ؛
 ৣ દ ડऊै  ડषऊढथभमखऩःदऎटऔः؛
   মਃऋ દ ડषෟॉठञৃ়पमপ૫दघ؛



 ઈૡҩभखऊञ


  রؚग़থ४থपऋऊऊॉᄄ෬पग़থ५ॺखजअपऩढञৃ়पमؚऽङॡছॵॳঞ
ং॑شखथऎटऔः؛ઃपॡছॵॳঞং॑ش৵മापऊखथग़থ४থ ॼॖই भૡऋ
ಊघोयச২पुିਔ॑खथ॑ગ৫खथऎटऔः؛
  जोदुग़থ४থभૡऋಊखऩःৃ়पमॼؚॖইपൃऋ൪ऽढथःॊऽञमൃभऋૌ
ऍॊ૭ચਙऋँॉऽघभदؚङग़থ४থ॑ૃखञॼॖইप൪ऽढञൃ⌶॑ऌोःपॉ
ऌؚ࿘ৈऔ॑ৈऎखथऎटऔः؛
  ग़থ४থपऋऊऊॉᄄ෬पग़থ५ॺखजअपऩढञ૾ଙभऽऽ૮৶प॑ਢऐॊधؚমਃ
भ೫ੱॡছॵॳऋ൏ऐؚभਉधऩॊयऊॉदऩऎؚઓॎफহभਉधऩॉऽघ؛


  ৸भञीؚਈੂमசਜ਼઼ऊै५ॱॺشखؚఢ೧भ৸॑નऊीञद੯ऋ়इयৈச
पசखथऎटऔः؛
  ॼॖইभૡরमॼॖইढ़ংشડ౬ऽदॼॖইऋਟऽघभदؚബৌपൃಉ॑ଌಉदॼॖইढ़
ংشपোोऩःदऎटऔः؛পऐऋभਉपऩॉऽघ؛
  ग़থ४থଆጶढ़ংشఢఈपᇊखञൃ⌶ಉमଞपखथऎटऔः؛ग़থ४থഐేਂଌपेॉ
ग़থ४থ൏હऌऽञमౌ಼भਉधऩॉ૫दघپق؛घॊमङग़থ४থ॑ૃऔचथ
ऎटऔःك؛























 ઈૡҩभखऊञ

 ॺছॵॡषभൗचఋौखऊञ                                       



মਃ॑ઈဦघॊৎमङग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛મोऩनपेॉऒऻोञમऋਬౌ
घॊതोऋँॉऽघ؛

 ऽञؚਏਰपমਃ॑ൊऐऩःदऎटऔः؛મऋोলघതोऋँॉऽघ؛

  
 ઈဦ৷भमଲષपૢगञ॑ઞ৷खथऎटऔः ؛ൗؚभ१ॖ६ؚ௱भથ૮ 
 ઈဦ৷भमᎉद৸ऩৃਚ॑৭लؚ࿌ൗৎपऌলऔऩःपग़থ४থ॑ૃीؚ१ॖॻঈ
ঞشय़॑ਬऌؚૃी॑खथऎटऔः؛
 ॺছॵॡषभൗचఋौखभपमؚ࿘ৈ৹ତঞংشद࿘ৈऔ॑ৈःਜ਼઼पखॼؚॖইऋঈ
জॵ४धமඡखऩःेअିਔखथऎटऔः؛
 ঁথॻঝంకम 3 भਜ਼઼पರखथऎटऔः؛
 ੦पँढञຣऩঈজॵ४॑ॅॊःᐉଦڱڭق২ਰৣكदનৰपऊऐؚाामَਤُ
दؚఋौघৎपमَਤُदசदॅढऎॉষढथऎटऔः؛
يजभؚச২ृ্॑इॊඝम૫दघभदؚষॎऩःदऎटऔःً؛
 মਃऋঈজॵ४धॺছॵॡभधभ॑௭इॊৎपमؚपੱभਜ਼઼ऋॎॉऽघभदؚ
ેীपିਔखथऎटऔः؛
 ઈဦৎमຣऩটشউಉदનৰपಕखथऎटऔः؛ऽञؚ৸ઈૡ॑ੱෳऐथऎटऔः؛


અ ؠ
 মਃपम५ঃॖॡऋಎऔोथःऽघभदॺؚছॵॡभदෟढञॉؚ෫એऋംહःञॉघ
ॊহऋँॉऽघ؛ऒभेअऩৃ়पमभৣपഝજोृௐুभ०ঐॵॺ॑ഢऎಉखथ॑৳
૧खथऎटऔः؛
 ঁথॻঝ॑টشউदਘऎၛॉघऍॊधঁথॻঝऋශऋॉघॊതोऋँॉऽघ؛





જਜ਼઼
㻌




োਜ਼઼

ॡছ⑁ॳঞং␗म

ॼॖইॡছ⑁ॳঞং␗म


⋇ఢ೧प૫भऩःؚᎉऩৃਚ॑৭॒दऎटऔः؛
⋈੦पँढञঈজॵ४॑ॅॊःᐉଦڱڭق২ਰৣكदؚऽञؚ
ଲષप়ॎचञ்दؚનৰपऊऐथऎटऔः؛
⋉ॡছॵॳঞংشद५টॵॺঝ৫২॑৹ତखथऎटऔः؛
⋊ൗचामَਤُदؚఋौघৎपमَਤُदষःؚनठ

㻌

㻌

㻌

ैुசदॅढऎॉষढथऎटऔः؛
৸भञीؚजभभਜ਼઼पमःोऩःदऎटऔः؛

અ ؠঈজॵ४੦
    ঈজॵ४म੦पँढञેؚীऩਘ২भँॊुभ॑ઞ৷खथऎटऔः؛
ٴশऔॺؼছॵॡभৈऔभڱگਰँॊुभ؛
ؼ ்ٴমਃभ்पँढञुभ؛
ٴਘ২ؼমਃҨलभ৬भਮपેীञइॊुभ؛
ٴ५জॵউखऩःेअपએ૪৶ऋखथँॊुभ؛


 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ਡਫ਼؞ତ؞৹ତ                   



 ड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌି؞అ                                   


 লৎমਃपमीॵ३ঙথड़ॖঝऋିఅऔोथःऽघऋੂؚीथমਃ॑ओઞ৷पऩॊप
मؚङड़ॖঝभનੳ॑खथऎटऔः  ؛
 ऩड़ॖঝઐఌमؚমਃ॑ଞपਈଐभ૾ଙदઞ৷घॊञीपชశਏदघ؛
 ड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌି؞అ॑घॊৃ়पमؚङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ःथग़থ४থ॑

    

ਃઈૡखञૃखؚমਃऋඡढथुऎऩःங২पഐइॊभَ॑৺  ীਰُୄढथऊ
ै॑ষढथऎटऔः؛
ٮग़থ४থૃઉप॑ষअधؚग़থ४থম৬मؚऊऩॉभৈആपऩढथउॉౌؚംभ૫ऋ
ँॉऽघҥऽञؚॵ३ঙথपड़ॖঝऋऽटଋढथउॉؚਫનऩड़ॖঝऋંऔोऽच॒ҥ 

ٹઐఌभఀఅमؚउકऽःभ্ਁુ੮৬भॉৠीपజःిજप૪৶॑खथऎटऔःٹ


 ॵ३ঙথड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌ
 ٵൾ

ॻঞথউছॢ

అ ؼ

⋇ड़ॖঝ॑ਭऐॊిਊऩઍஓ॑৷ਔखऽघ؛
⋈টॱشজॹشॕ५ॡ॑ॉਗखथऎटऔः؛
                  ⋉ॵ३ঙথॣش५ৣડએभॻঞথউছॢقൾఅዟ॑كॉਗखؚ
ड़ॖঝ॑௷ऌऽघ
                  ⋊ॻঞথউছॢ॑નৰपહऐञିؚఅઠऊैॵ३ঙথड़ॖ
ঝ॑ିఅखथऎटऔः؛

 ٵஔ
ିఅዟ

అି ؼఅ॑డஹऎटऔः؛

⋇ॵ३ঙথॣش५એभିఅઠऊै ےےڬڱگਫ਼అঝ
ॺ॑ॉਗखथਫ਼అઠऊैड़ॖঝऋ⌗ोॊऽद भॵ३ঙথड़
ॖঝ ٬ ॑ିఅखथऎटऔः؛
 અؠ
ି؞అमखङणষढथऎटऔः؛২पିఅखेअधघॊधؚ
ग़॔॑፸॒दିఅઠेॉड़ॖঝऋ⌗ोলघহऋँॉऽघ؛

ਫ਼అঝॺ

ି؞అमड़ॖঝ୷ख ड़ॖছ شदষअधਫનपିఅदऌऽघ؛
؞ॉਗखञਫ਼అঝॺम੪ৢॉपഁહऐथउःथऎटऔः؛




















































ઐఌभ৯
               
ੂڬڮ؟ৎ৯ڮؚ৯ਰఋ ڬڭ؟ৎ






ৈऽञमৈആৣद৴ਢশৎઞ৷घॊৃ়पमؚ੶৯ेॉଫीभઐఌ ৺ীभৎ दॵ
३ঙথड़ॖঝ॑ઐఌखथऎटऔः؛








 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ॳख़شথॣش५षभିఅ
                 ⋇०य़কॵউ॑मङखथऎटऔः؛
                 ⋈சঞং ॑ش1قরয়كभਜ਼઼पखथऎटऔः؛
                 ⋉ంৣभீभীق५উটॣॵॺधॳख़شথكपॢজ५॑࿗ढ
थऎटऔः
                 ⋊५ঃॖॡ॑खथॳख़شথ॑ฌऔचؚਜ਼઼॑इथॢজ
५॑ॳख़شথ৸৬पষऌநैचथऎटऔः؛

०य़কॵউ




                  ॳख़شথॣش५प࿘ढञൃृာऩनऋਤোखथःॊৃ়म
ਲ਼पओৼभؚীੰ؞खथऎटऔः؛
                  قजभؚฌषभିఅ॑उൢःखऽघك؛



 ग़থ४থঢ়৴भ؞ਡਫ਼؞৹ତ                                  
 ग़॔ॡজॼشभ


كग़॔ॡজ؞ॼشজ॥ॖঝ५ॱॱشऋൃ⌶ಉद৯൵ऽॉ॑କऒखञऽऽ॑ਢऐॊधؚলৡਂଌ
ृમાऋऎऩॊयऊॉदऩऎؚൾफ़५ആ২ऋಊघॊऒधपेॉમषभਬౌभਉधऩॉ
প૫दघ؛ङपਡਫ਼खखथऎटऔः؛
ؼग़॔ॡজ॑ॼشਗखञऽऽग़থ४থ॑औचऩःदऎटऔःؼ؛
  ०ृऺऒॉ॑ग़থ४থषลःाؚग़থ४থਂ৹ृभਉधऩॉऽघ؛
كमग़থ४থૃଔুृঈছ३ಉभ৷॑ઞढथऎटऔः્؛पग़থ४থૃઉभ
ঃॶشमৈആदँॉؚઉपু॑ඡोॊधౌംभ૫ऋँॉऽघ؛










Ǳȸǹ





ȎȖȜȫȈ



ȕǧȫȈǨȬȡȳȈ


































 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ



  ঀঈঝॺ॑ంषखथॣش५॑ਗखؚ॥জृ०॑ਞ৲ஓડषোोऩःेअपିਔऎ
ইख़ঝॺग़ঞওথॺقਰৣؚग़ঞওথॺ॑كॉলखथऎटऔः؛
  ग़ঞওথॺमೄऎᇗऎऊؚऊैग़॔ऌखथ॥জृ०॑धखथऎटऔः؛
  ॣش५भළो॑क़ग़५ಉदऴऌॉؚ੪भधउॉपੌाહऐथऎटऔः؛
پग़ঞওথॺमङॣش५ऊैॉਗखشॣؚ५धৎपखथऎटऔः؛ਗ௴दमළोथः
ऩःेअपৄइथुग़ঞওথॺ॑ৢૌखञऩෛጶಉऋॣش५पᇊखथःॊৃ়ऋँॉؚ
जभऽऽઞ৷घॊधग़থ४থभਉधऩॉऽघ؛



અؼ      ؠग़॔ॡজॼشभؚઐఌৎपणःथؼ

                                      ઐఌ
               ইख़ঝॺग़ঞওথॺ  ڬڭ ؼৎྼम      ڬڱৎ  
ॳজؚ॥জൃؚ⌶ಉभःૌ႓ऩ୭दमᄄ෬ મஔఅ पखथऎटऔः؛


 ଆጶढ़ংشఢఈभ


 ग़॔ॡজॼشधৎपग़থ४থଆጶढ़ংشఢఈपᇊखञൃ⌶ಉुखथऎटऔःൃ؛⌶ಉ
ऋᇊखञऽऽ॑ਢऐॊधؚग़থ४থഐేਂଌपेॊਂ৹भाऩैङؚग़থ४থ൏હऌृൾफ़
५ആ২ऋಊखؚႶोൃृમಉषਬౌभ૫ऋँॉऽघ؛
 मग़থ४থૃଔুृঈছ३ಉभ৷॑ઞढथऎटऔः્؛पग़থ४থૃઉभঃش
ॶमৈആदँॉؚઉपু॑ඡोॊधౌംभ૫ऋँॉऽघ؛

                     ଆጶढ़ংش







 મঃॖউभਡਫ਼


༓૰ȑǤȗ





ऎॎइॱং॥ृᅄౌසदभరૃ











મঃॖউऩनभ०ଲષमؚઞॎऩऎथु༄৲खऽ
घ؛



ഁહऐংথॻधુपگফؚऽञमം॒टৎपमৗષध
ઐఌखथऎटऔः؛ঃॖউథृഁહऐংথॻऋ॒ट
ॉؚം॒टॉखथःऩःऊଞपିਔखथऎटऔः؛


 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
અؠ
ঃॖউథभઐఌৎपؚঃॖউप॥জृॳজऋোैऩःेअपିਔखथऎटऔः؛


 મইॕঝॱ

મইॕঝॱ




ऎॎइॱং॥ृᅄౌසदभరૃ




ڬڮৎओधपમইॕঝॱ॑ऌोःऩஜྩఅदखथऎट
औः؛





म॥জृॳজभऩःၷऩৃਚदষढथऎटऔः؛





ଉসಉदમஔఅઠऊैમইॕঝॱ॑ਬऌলखथऎटऔः؛





ළोऋऱनःৎमؚইॕঝॱ॑ઐఌभॱؚথॡुຸཱིखथ
ऎटऔः؛






ຸཱིपमऌोःऩஜྩఅऩन॑ઞ৷खथऎटऔः؛
फ़९জথृ३থॼಉभਬౌਙभৈःຸཱིఅम૫दघऊैઞ৷खऩःदऎटऔः؛



 ਡౌউছॢभਡਫ਼؞৹ତ



फ़५ॣॵ ॺ 

ڬڱৎपউছॢঞথॳदਡౌউছॢ॑ਗखؚਗ਼ா
ী $ पढ़شথऋહାखथःञैডॖখঈছ३दऒो॑
ுखؚဒॉऋँोयऒो॑ሁऌढथऎटऔः؛



রఙᄓஓपঅডঞؚऽञਗ਼ாীपራऋੳीैो
ञৃ়पमਡౌউছॢ॑ৗષधઐఌखथऎटऔः؛



ਡ ౌ উ ছ ॢ भ ਗ਼ ா 傝   ڳ ؝ ڬ ع ڲ ؝ ڬ ॑ ڷPP प ৹ ତ ख
थऎटऔः؛



અؠ
ഁीહऐৎमੂؚीুदೄऎबग॒दऊै फ़५ॣॵॺऋౠએपਊञॊऽद উছॢঞথॳ॑ઞ৷
खथऎटऔः؛
ੂीऊैউছॢঞথॳदഁीिधॿؚ४॑ንघऒधऋँॉऽघभदିਔखथऎटऔः؛
ٛਡౌউছॢ੦ٌؼலٍසٜ


 जभऺऊभਡਫ਼
ফप২قऽञम  ৎكपؚঐইছଵؚ३জথॲൾਞሠؚআ५ॺথຘؚ൏पᇊ
खञढ़شথ॑ுखथऎटऔः؛

અؠ
  ऒभमؚग़থ४থତभૼल॑ਏखऽघ؛
ଲષउେःऑभਲ਼ऽदओৼऎटऔः ؛થમ 


 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ଲષমਃঢ়৴भਡਫ਼؞৹ତ

 ਡਫ਼ҩ৹ତमङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ऌؚग़থ४থ॑ૃखथষढथऎटऔः؛
 ඝঞংشऋਫखऎघॊऊનऊीथऎटऔःق؛ৎك
 ডॖখमੂಇलखऽघभदگعڮؚৎઈૡपગ৹ତखथऎटऔः؛
 ডॖখमራષदघ؛౮ଞऋँोयৗષधઐఌखथऎटऔः؛
 মਃ॑खऊखथ౮ଞఠؚ౮ଞभથ૮॑৹सथऎटऔः؛
 ৹ତमؚঞংشभَোَُ؞જُभનੳ॑ङষढथऎटऔः؛
 भঝॺॺॵॼ؞థपाؚऋऩःऊનੳखؚનৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛
 ৹ତभञीपॉਗखञढ़ংشథमङ੪भधउॉपॉહऐथऎटऔः؛
 ॑ેীपሖഉऽचॊನؚਈੂभگعڮৎम૮৶ऩमऔऐथऎटऔः؛
 भুোोؚलऩਡਫ਼ुພोङपষढथऎटऔः ي؛ਡਫ਼ සً
 মਃ৸৬॑ৄखؚपड़ॖঝभोऋऩःऊਡਫ਼खथऎटऔः
   ुٴखड़ॖঝोऋનੳदऌञৃ়पमؚउେःऑभਲ਼षओৼऎटऔः؛
   پग़॔ঈজش२شఢఈप႕૾पહାघॊड़ॖঝम౮ଞदमँॉऽच॒؛
   ٴड़ॖঝोभ૾ଙदઞःਢऐॊध૫ऩयऊॉऊؚমਃभपुणऩऋॉऽघ؛


 ரডॖখ৹ତ                                         


㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 ডॖখ॑৹ତघॊपमङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ऌؚग़থ४থ॑ૃखञ पষढथऎट
औः؛
 মਃभਡਫ਼؞ତৎपमਂؚਔऩ॑ೂऐॊನग़থ४থभਡౌউছॢऊैউছॢय़কॵউ॑௷ः
थउःथऎटऔः؛





















⋇ਤડডॖখ৹ත
ం ॑ અपਤডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତ॑खथऎटऔः؛


ٸਤ্दॡছॵॳऋ௷ऐॊৃ়؛
॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ڷभ্षؼ








 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
⋈ਤડডॖখ৹ତ
ం॑અपਤডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତखथऎटऔः؛

َٸਤ্ُदॡছॵॳऋ௷ऐॊৃ়؛
॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ % भ্षؼ

ିਔ؟1قরয়كदুखदऌऩःৃ়قॡছॵॳऋ௷ऐऩःك
                 ਤ؞ਤডॖখभॉऋಉपऩॊेअप৹ତखथऎटऔः؛
                 ٮਫಗঞংشऋऎऩॊऺनॉघऍऩःेअपखथऎटऔः؛

  ⋉ঈঞشय़ডॖখ৹ତ
ం॑અपঈঞشय़ডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତखथऎटऔः؛
ٸডॖখपञॊाऋँॊৃ়؛
       ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ % भ্षؼ
ٸঈঞشय़ऋੰऔोङग़থ४থभऌऋॉऋபःৃ়
॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ $ भ্षؼ
              

⋊ঁথॻঝৣంకডॖখ৹ତ
ం॑અपঁথॻঝৣంకডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତखथ
ऎटऔः؛
ٸটॵॡभऊऊॉऋฒःৃ়؛
 قরपঁথॻঝभটॵॡऋमङोৣంకपऎधऌك
       ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ $ भ্षؼ
ٸটॵॡभऊऊॉऋऎ௷ؚऐःৃ়؛
قটॵॡऋमङोङؚৣంకඝदऌऩःधऌك
॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ % भ্षؼ
               
⋋५টॵॺঝডॖখ৹ତ
ం॑અप५টॵॺঝডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତखथऎटऔ
ः؛
ٸग़থ४থૡऋৈघऍॊৃ়؛
    ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ $ भ্षؼ
ٸग़থ४থૡऋःৃ়؛
॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ % भ্षؼ






 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
               અ ؠ
                  ॡছॵॳঞংشपฉलقपऍॉमगीؚग़থ४থૡभऋ
ैऩः೧كऋँॊऒध॑નੳखथऎटऔः؛
                  ৹ତमটॵॡॼॵॺ॑નৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛
                  ग़থ४থૡ॑ૌૡقड़شংشঞঈكऔचऩःदऎटऔः؛
ૌૡपेॊग़থ४থभृঁؚথॻঝऊैু॑खथुॼ
ॖইभૡऋૃऽैऩऎऩॊহऋँॉऽघ؛


 ॼॖইभਡਫ਼؞ઐఌभखऊञ                                   


 মਃपमོਹऩॼॖইऋઞ৷औोथःऽघभदؚਡਫ਼؞ઐఌৎभॼॖইାभपमङଲષહര
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
भَॼॖইା৷ੵ ُ॑ઞ৷खؚബৌपಞুदઉமॼॖইपඡैऩःदऎटऔःॣ؛फ़॑घॊത
ोऋँॉऽघ؛
 ॼॖই॑ઐఌघॊपमङওشढ़شෞਫષ 25 മഀથ धओऎटऔः؛ਗॼॖইभઞ৷म
૫दँॊयऊॉदऩऎؚઞ৷पेॊ؞হपणःथु৳भৌਗधऩॉऽघ؛Ń
 ऒभमङযदষःؚর࿘ऋৣखऩःेअঁথॻঝ॑खढऊॉध੍इऩऋै
  ষढथऎटऔः؛
 भৎपલृभஉಉपॼॖইऋਊञॉॼؚॖইभශऋॉृಳऋেगथःऩःऊؚऽञؚ
ॼॖইऋ༂ራखथःऩःऊ॑ीॊपਡਫ਼खथऎटऔः؛
 ॼॖইभ༂ራؚસोؚශऋॉؚಳಉ॑ଣ઼खञऽऽ॑ਢऐॊधؚরपॼॖইऋീखथ
ఄलলखؚृહपःॊযपਊञढञॉखथপऩযମহ॑ഃऎਉधऩढञॉؚஷप
ेॉমਃभਉधऩॊৃ়ऋँॉऽघ؛
 ॼॖইभઐఌ؞৹ତमङ৸ਯৎपৰखथऎटऔः؛ীऩઐఌ؞৹ତमॼॖইभংছথ५
ऋဩःؚஷেಉभਉधऩॉऽघ؛


 ॼॖইभઐఌ؞ఊਫಉभमిજऩੵधତૼ॑उुठभ্ऋৰखथऎटऔः؛
 ฦॼॵॺु༂ራखऽघॼ؛ॖইभଢ଼༂भपमฦॼॵॺुৎपઐఌघॊेअपखؚৠखथभ
ॼॵॺद৻৷खऩःदऎटऔः؛
 ॑घॊৎमু॑ෟैखथॣफ़॑खऩःेअपેীିਔखथऎटऔः؛










 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ॼॖইभਡਫ਼؞ઐఌ 


⋇ग़থ४থ॑ૃखؚभञीਡౌউছॢभय़কॵউ॑



ਗखथऎटऔः؛



⋈ुअযभযपমਃभঁথॻঝ॑खৣऑथुैःؚ



࿘ী॑ऑथর৳खथुैढथऎटऔः؛



⋉ॼॖইभસोؚශऋॉؚ༿ራ॑ਡਫ਼खथऎटऔः؛



⋊টॱشজॹشॕ५ॡؚฦॼॵॺقওॵॡહكभॉહ



ऐ૾ଙ॑ਡਫ਼खथऎटऔःॺॵॼق؛కॿ४ك



ৣभप౮ଞऩ૾ଙपऩढथःञैॼؚॖইभంక॑োो౹इथઞ৷घॊऊઐఌखथऎटऔः؛
ৣোो౹इ 

ৗ  ષ


༿ራ

ઐ          ఌ
ಳ

ශऋॉ



અ ؠ
 ᄩखञଅृෛ॑அ॒टৃਚदभઞ৷मॼॖইभ༂ራऋଫःञीؚᄄ෬पਡਫ਼खथऎटऔःҥ
 ीभॼॖই॑उେःीຘऌুؚ੪पउऊोथउऎऒध॑उတीःञखऽघ؛
 ॼॖইটॱشজॹشॕ५ॡुራखऽघ؛ශऑؚ༂ራऩनऋੳीैोऩःৃ়दु ڬৎ
ुखऎमڮফभःङोऊଫः্दઐఌखथऎटऔः؛


 ॼॖইभહऐऊञ

  মਃभढ़ংشपॼॖইઐఌੵ॑୷खिาऋँॊभ
दটॱشজॹشॕ५ॡभาप়ॎचथऎटऔः؛
                    ॼॖইઐఌੵ॑હऐथહരभ / ঞথॳ  दরੱप
ँॊॼॵॺ॑ంपखथीथऎटऔः؛
كটॱشজॹشॕ५ॡ॑ॉਗखञभठॼؚॖই॑ઐఌखथ
ȊǤȕʩ੭φ

ऎटऔः ؛




মਃभढ़ংش

ॼॖইઐఌੵ

টॱشজॹشॕ५ॡ

ঝॺॺॵॼ؞मॼؚॖইઐఌभ২पઐఌखथऎटऔः؛

અؠ
ॼॵॺमघसथฦॼॵॺق৯ওॵॡહك0قకॿ४ك



 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
ॼॖইীੰ                   ॼॖইડએ

টॱشজॹشॕ५ॡ



ഁ હ ॺ ঝॡ 0 



1ҩP
NJҩFP 




ॼॖই




ॼॖই

ংॿౠস



ฦॼॵॺ



ংॿౠস

 ഁ હ ॺ ঝॡ 0 

ฦॼॵॺ

1ҩP



NJҩFP 



ॼٷٷॖইभહऐम੶ৣؚभਡपିਔखथৰखथऎटऔःٷٷ




  ॼॖইमؚऊैৄथଞपৎੑॉपૡखऽघ؛ংছথ५॑ടघधஷऋেखऽघभदؚ
ङ৸ਯ২पઐఌखथऎटऔः؛ऽञؚঝॺुৎपઐఌखथऎटऔः؛
  ॼॖইુपకॿ४॑ઞ৷खथःऽघॼ؛ॖইलটॱشজॹشॕ५ॡभାपमିਔखथऎटऔः
  ॑અप  মभ ॼॖই॑७ॵॺखथऎटऔः؛७ॵॺਜ਼઼॑ୀइॊधૡরप௱ख ؚ

ॼॖইभീؚಳऐؚஷಉभਉधऩॉऽघ؛
  ॼॖই७ॵॺमঝॺ॑ॺॵॼ؞੪भৢॉपનৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛



 শ৳ଵभखऊञ                                  
 শ৳ଵभ


كમॱথॡृय़কঈঞॱपમ॑ଋखञऽऽশ৳ଵघॊधਂଐृলৡৣಉभॺছঈঝ
भਉधऩॉऽघ ؛
كમमঽே༄৲खऽघ؛নাਰઞ৷खऩःৃ়मৗखःમधোो౹इथऎटऔः؛ऽञএ
জॱথॡप৳ଵखञમुઞ৷खऩःदऎटऔःਂ؛৹भਉधऩॊऒधऋँॉऽघ؛






 મ॑௷ऎৎम௯ৢखभଐःৃਚदؚऎॎइॱং॥ृᅄౌಉभౌਞपमેীିਔख௷ؚःञ
મभඞःपमેীपିਔखथऎटऔः؛
 મॱথॡभ়फ़९জথ॑௷ऎৎؚऽञमমਃपढ़ং॑شऊऐॊৎपमग़থ४থधঐইছ
ऋેীपഐइथःॊभ॑નੳखथऊैपखथऎटऔः؛




 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
⋇ মਃ॑ڬگਰઞ৷खऩःৎमؚમॱথॡभમम৸थ௷
ऌॉؚग़থ४থ॑खथ॔ॖॻজথॢ૾ଙदঽேपૃघॊ

ໜ້ȗȩǰᆭ

ऽदजभऽऽपखथउऌऽघ؛
⋈ ग़থ४থૃ५ॖॵॳَ॑ૃق2))ُكਜ਼઼पखथऎटऔः؛
⋉ ५ॡজগॺॵॼ؞థऋഁऽढथःॊऊનੳखॅؚॊ॒दःॊৃ়
मੜखഁीखथऎटऔः؛
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ॼॖইກऋශऋढथःॊ؛

ॼॖইກ॑ઐఌघॊ؛

ଆஷ०भ؛

ଆஷ०भઐఌ؛

ग़থ४থૡऋः؛
ச২ऋசः؛

ग़থ४থૡ॑ऑॊ؛
ச২॑धघ؛

ॼॖইपൃऋᇊྼؚमඕऌणःथःॊ؛

ग़থ४থ॑ૃखथ࿘॑घॊ؛

ൃऋশः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎखथؚ࿘ॉ॑घॊ؛

࿘ৈऔऋः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎघॊ؛

ॼॖইलॼॖইढ़ংشषभ౮भᇊ؛
፳ৃऋໞൠदँॊ؛

ॼॖইलॼॖইढ़ংش॑घॊ؛
፳ৃऋऎऽद॑রघॊ؛

࿘ৈऔऋः؛

࿘ৈ॑ৈऎखथ࿘ॉ॑घॊ؛

ॳख़شথ৳૧भನॺؚঝॡজॵॱऋ؛

षऊऊॊ॑ॉऎ؛

५ঃॖॡषभု؛

ڰಉप॑ऊऐॊ؛

౮ऋఄങघॊ

፳ৃषभ౮भো؛

࿘ৈऔ॑ऑॊऊؚी౮॑ுघॊ؛

૬खऋলਟऩः؛
ग़॔ঈজش२ఢఈऋड़ॖঝदቨोथ
ःॊ؛

ਫಗঞংشऋਤनठैऊपোढथःॊ؛

ਫಗঞং॑شরয়ਜ਼઼पघॊ؛

ൊदෟॉলघ؛

ਫಗঞংشऋরয়ਜ਼઼पँॊ؛

ਃ༊ऋघएपૃखऩः؛

ঈঞشय़ऋਹःथःऩः؛

ঈঞشय़ডॖখभ৹ତ؛
ঈঞشय़ংॿभઐఌ؛

ିఅዟऋরఄलলखञ؛

ॵ३ঙথड़ॖঝभোोघऍ ؛ಓૌಊ

ਫૠभड़ॖঝपघॊ؛

ॼॖইभહऐୀः؛
ॼॖইभශऋॉ؛

ॼॖই॑ਫखःਜ਼઼दणऐॊ؛
ॼॖই॑ઐఌघॊ؛

મஔఅઠऋৣ દ ડपःथःॊ؛
મय़কॵউभീ؛

મஔఅઠम  ડपऐथघॊ؛
મय़কॵউ॑ઐఌघॊ؛

મঃॖউऋം॒दःॊ؛હऋः؛

મঃॖউभઐఌྼमહ॑નੳघॊ؛

ॼॖইुखऎमॼॖইກप࿘ൃಉऋඕऌणःथःॊ؛

ॼॖইुखऎमॼॖইກपඕऌणःञൃ⌶॑ॉऎ؛

ॼॖইऋ௱घॊ؛
મऋोॊ؛
ग़থ४থૃؚગघॊध
ग़থ४থૡऋಊखऩः؛

ॵ३ঙথಓ॑ജऋघञीपؚ႕৲ड़ॖঝऋ௷ऐলथःॊ؛

ॵ३ঙথड़ॖঝभোोघऍ ؛ಓૌಊ

ಓಊपेॊିఅዟఄलলखଆૃभನदँॉؚ౮ଞदम૮ः؛

ਫૠभड़ॖঝपघॊ؛
ਫಗঞং॑شਤनठैऊपোोॊ؛

پॎऊैऩःৃ়पमؚउେःऑःञटःञਲ਼पओৼऎटऔः؛

