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1. ご使⽤の前に

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）、保護メガネ、
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。
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1. ご使⽤の前に

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、Ｖベルト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、ベルト押え､ワイヤを調整してください。
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) エンジンの冷却⾵の吸込⼝、シリンダ付近の草詰まり、特に⾼温となる排気管周辺や本機に堆積
した草屑等は作業前に必ず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、エアクリーナ内部、ＨＳＴファンカバー（該当製品）など内側に堆積し
た草屑等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. ご使⽤の前に

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１０°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)・動物・有形資産がない事を確認し、安全
に⼗分注意した後に操作してください。
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1. ご使⽤の前に

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。

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して実施ください。
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。
7) 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。

1.4 積み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、燃料コックを「閉」状態にしてください。燃料漏れ
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. ご使⽤の前に

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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1. ご使⽤の前に

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、ギヤチェンジ等の点検、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) 安全のため、燃料コックは必ず閉めてください。
2) 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〉
3) 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。
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1. ご使⽤の前に

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〉

警告表⽰マーク貼付箇所

0328-74700

0334-71800

0328-75400

0328-74900

0328-74800

0328-74600

0334-71800

0328-75500
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2. 各部の名称とはたらき

2.2 各部のはたらき
①⾛⾏クラッチレバー
エンジンからミッションへの動⼒を断続させます。レバーをハンドルと⼀緒に握ると「⼊」位置
の状態 、離すと「切」位置の状態になるデッドマン式クラッチレバーを採⽤しています。

②ナイフクラッチレバー
エンジンからナイフへの動⼒を断続させます。ハンドルを握った状態で下から上へ持ち上げる
と「⼊」の状態でロックします。そのままの状態から親指で押し下げると「切」位置の状態に
なります。

安全の為、エンジン始動時･後進時は必ずナイフクラッチを「切」位置にしてください。

③変速レバー
１ 」、「◯
２ 」の 2 段で、後進が「 Ⓡ 」の１段です。
⾛⾏速度の選択時に操作します。変速は前進で「◯

変速は⾛⾏クラッチレバーから⼿を離し、本機を停⽌させた後操作してください。
「①」位置ではゆっくりと、「②」ではスピーディーな前進が⾏えます。

変速レバーの操作は必ずエンジンを始動し、⾛⾏クラッチレバーを「切」位置にして⾏ってくださ
い。⾛⾏クラッチレバーを握ったまま変速レバーの操作を⾏うと、ミッション内部のギヤが破損す
る恐れがあります。

④⾓度調整レバー
畦等、法⾯の草刈作業時に左カッターユニット部の対地⾓度の調整を⾏います。圃場条件に応じ、レ
バー操作で「①⽔平固定（レバー｢固定｣位置）」「②⾃在０°〜３０°」「③⾃在０°〜６０°」の３段
階を選択できます。法⾯の傾斜⾓度に合わせて選択してください。
⾃在からの⽔平固定位置へはレバー操作で引き戻すことができます。
．．．．．．
・以上の機能を“ウィング機構 ”と⾔います。

⑤刈⾼調整レバー
刈⾼さの調整を⾏います。調整は４段であり、低い⽅からそれぞれ下の表のとおりです。
刈⾼調整レバー位置

①

②

③

④

刈⾼さ(mm)

10

30

50

70
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َમोَُ༄৲ََُُ৯൵ऽॉُभનੳؚ

⋇ॼॖইقᅂك

يਡਫ਼ҩତ සً

⋈ঈঞشय़ ჾਊଲષ

َُঝॺॼॵॺभॅॊाؚ

⋉ॱॖখ ॡটشছكش

َُؚ༿ራؚ௱

⋊ঞংشథ

َُ५ش६पऎऊؚಕା

⋋ढ़ংشథ

َُओाؚൃؚॎैಉभ౮॑ॉऎ

⋌+67 ड़ॖঝ ჾਊଲષ

َड़ॖঝؚළोُ॑નੳ

 ਡਫ਼ؚஔఅؚ৹ତؚତमङग़থ४থ॑ૃखथऊैষढथऎटऔः؛
 ग़থ४থ॑खؚষॡছॵॳঞংشಉभનੳ॑ৰघॊৃ়मؚঞংشਜ਼઼धఢ೧भ
৸॑નੳखथऊैষढथऎटऔः؛
 মਃपቦैोथःॊઔંঐشॡुଐऎഭ॒दऎटऔः؛

 ग़থ४থड़ॖঝभਡਫ਼
ड़ॖঝ।ش४

⋇মਃ॑पखथड़ॖঝ।ش४॑ਗखऽघ؛
⋈ஔఅઠप୷ख॒दؚड़ॖঝ।ش४भऽदड़ॖঝऋँॊऒ
ध॑નੳखथऎटऔः؛



قஔఅዟऋड़ॖঝ।ش४॑ැ৷खथःऽघك؛
⋉ऩःৃ়मऽदड़ॖঝऋਟॊेअपଓஔखथऎटऔः؛

ৣ

ିఅघॊड़ॖঝभम।ش४॑અपखथऎटऔः؛

َଓஔमહരੵฦभ४ঙक़०धش५॑णऩःदষअऒधुदऌऽघُ
 ग़থ४থड़ॖঝभਡਫ਼॑ग़থ४থઈૡपষअৃ়मؚग़থ४থभૃَ৺  ীਰُୄढथؚ
ঐইছृग़থ४থম৬भഐే૾ଙ॑ેীનੳखञदষढथऎटऔः؛
 মਃपमলৎؚभग़থ४থड़ॖঝऋଋढथःऽघ؛
پपमङ ग़থ४থड़ॖঝ॑નੳखथऎटऔः؛
 ग़থ४থड़ॖঝम 6) ਰभଐସदৗखःड़ॖঝ॑ઞ৷खؚਞആपेढथઞःীऐथऎटऔः؛

 ଓஔؚड़ॖঝ।ش४मનৰपൔऽदख॒दऎटऔः؛ൔऽदखऽोथःऩःधग़থ४
থड़ॖঝऋोলघതोऋँॉऽघ؛
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؝گभਡਫ਼
َတड़ॖঝُ
  






 મभਡਫ਼؞ଓஔ                        


⋇মਃ॑पखथમஔఅय़কॵউ॑ਗखؚஔఅઠऊ
ैમभ॑ਡਫ਼खऽघ؛
⋈ऩःৃ়मం॑සप⯽॑ஔఅ২धखथஔఅઠ
ऊैؚऒऻोऩःपમ॑ଓஔखथऎटऔः؛
يઞ৷મ؟૮๗ঞॠগছشफ़९জথً
يમॱথॡઍ ؟லසً
ஔఅઠ

⋉ଓஔमમஔఅय़কॵউ॑નৰपഁહऐथऎटऔः؛
پൊदभઞ৷मे⯽ؚॉऔैपऩऎ ऒऻोऩःप खथऎटऔः؛



 রलஔఅরमౌਞడరदघ؛
ਬౌृౌംभ૫ऋँॉऽघ؛ऎॎइॱং॥ؚᏖऌౌಉؚᅄౌभઞ৷ಉमؚਃ༊भजयदബৌप
ষॎऩःदऎटऔः؛
 ஔఅमग़থ४থૃؚঐইছभആ২ऋેীৣऋढथऊैষढथऎटऔः؛
 ஔఅमఅએঐشॡँॊुभमؚঐشॡਰৣ ൊઞ৷भৃ়पमಌपऩऎ पखथऎटऔ
ः؛ऎোोૌऍञৎमঐصॡਰৣपऩॊऽद௷ऌढथऎटऔः؛ऽञؚऒऻोञમमङ
ሁऌढथऎटऔः؛
 ମ৬पಯਗ਼ਞऋఝਗ਼खञ૾ଙदमষॎऩःदऎटऔः؛ਞ৲खञफ़९জথपेॉਬౌभ૭ચਙऋ
ँॉౌؚം಼ౌؚपणऩऋॊതोऋँॉऽघ؛




ᎉऩखञؚఌਞभଐःৃਚदষढथऎटऔः؛



 મ॑ଓஔघॊৃ়मऺؚऒॉҩൃҩංҩऩनभ౮ऋમॱথॡपোैऩःेअपखथऎटऔ
ः؛ग़থ४থਂ৹भਉपऩॊതोऋँॉऽघ؛
 ૮๗ঞॠগছشफ़९জথਰਗमઞ৷खऩःदऎटऔः؛ग़থ४থपം॑ଖइॊਉपऩॉऽघ؛
 फ़९জথमঽே༄৲खऽघ؛নাਰઞ৷खऩःৃ়मৗखःफ़९জথधোो౹इथऎटऔः؛
ऽञএজॱথॡप৳ଵखञफ़९জথुઞ৷खऩःदऎटऔःਂ؛৹भਉधऩॊऒधऋँॉऽघ؛
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 ઈૡҩभखऊञ

 ઈૡҩभखऊञ                     




 َپઞ৷भିਔُ॑ઈૡघॊपؚङउഭाऎटऔः؛
  ્प َؚ੯َُ ॑घॊपَُ রमُ॑ेऎഭाؚ৶ੰखञअइद
  ઈૡ؞॑ষढथऎटऔः؛


 ग़থ४থभ؞ૃभखऊञ                  
 ग़থ४থभखऊञ


ॼॖইॡছॵॳঞংش
खৣऑॊ



⋇ষॡছॵॳঞংॼ؞شॖইॡছॵॳঞংشम
ःङोुَજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛

घ





ষॡছॵॳঞংش


⋈મ॥ॵॡَ॑৫ 21 ُਜ਼઼पखथऎटऔः؛









َ৫ُ




⋉ग़থ४থ५ॖॵॳभॱথ॑కपखथَઈૡ 21 ُਜ਼઼
पखथऎटऔः؛





⋊ॳঙشॡঞং॑شඝखॳؚঙشॡఉَ॑৸൷ُ 㻌 ਜ਼઼
  पखथऎटऔः؛
پ࿌ൗग़থ४থपेढथඝ্১ऋ౮ऩॉऽघ؛

 અ ؠग़থ४থऋँञञऽढथःॊৎमॳؚঙشॡঞংشभ
ඝमਏँॉऽच॒؛
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 ઈૡҩभखऊञ
⋋५টॵॺঝঞংُ  َ॑شधَ  ُਜ਼઼भরਜ਼઼पखथ
ऎटऔः؛

⋌५ॱঀॱشঈ॑ॉॅؚढऎॉधਬःथಓೠ॑गॊਜ਼઼ऊै
ᅖರखञؚિःेऎਬढढथऎटऔः ؛
ग़থ४থभमؚ५ॱঀॱشঈम੪भਜ਼઼पॅढऎॉधರख
थऎटऔः؛
൰ഀ্ष५ॱঀॱشঈ॑ਬऎ

জ॥ॖঝ५ॱ॑ॱشਬढॊ্पযऋःऩःऊؚକ؞૩
ऋऩःऊનऊीथऊैखथऎटऔः؛ം૩হभउजोऋ
ँॉऽघ؛
⋍ग़থ४থमॳঙشॡঞং॑شರखॳؚঙشॡఉ॑
َ৸৫ُ 㻌 ਜ਼઼पखथ५টॵॺঝঞং॑شசડَ   ُ
ਜ਼઼दखयैऎ  ীங২ भਃઈૡ॑ষढथऎटऔः؛
ਃઈૡ॑ষअऒधपेॉؚग़থ४থभํ୵॑भयखऽघ؛
   پ࿌ൗग़থ४থपेढथඝ্১ऋ౮ऩॉऽघ؛

 ৗଲષභোؚਈੂभౝ  عৎ मؚຯैखઈૡधखथؚૌ॑ऊऐऩःप
ඓइीऩઈૡ॑ੱऋऐथऎटऔः؛
 ॳঙشॡঞংَ॑ش৸൷ُ

 ਜ਼઼भऽऽઞ৷घॊधؚग़থ४থपப୶॑ଖइؚग़থ४থभ

ํ୵॑ಢऎखऽघभदओିਔऎटऔः؛

 ग़থ४থૃभखऊञ
⋇५টॵॺঝঞং॑شசَ  ُਜ਼઼पखؚग़থ४থ५ॖॵ
ॳَ॑ૃ 2)) ُਜ਼઼पखथग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛
ૃ
ச

⋈ਈपમ॥ॵॡَ॑൷ 2)) ُਜ਼઼पखथऎटऔः؛
َ൷ُ
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 ઈૡҩभखऊञ

 ষ؞ச؞ᄑ؞ૃभखऊञ                 
 ষभखऊञ 
⋇ग़থ४থ॑औचथऎटऔः؛
         يग़থ४থभखऊञ සً

⋈சঞংشऋનৰपোढथःॊऊؚનੳखथऎटऔः؛
 يசभखऊञ සً



 ச ঞ ংش


⋉५টॵॺঝঞংُ  َ॑شधَ  ُधभরਜ਼઼पखؚ
  ষॡছॵॳঞংঁ॑شথॻঝधคपॊधষखऽघ؛

                  ষभमؚষॡছॵॳঞং॑شનৰपढथऎटऔः؛
ঞং॑شॊ

                  ॡছॵॳदষघॊधؚॠখऩीಉभਉधऩॉऽघ؛


 ৸भञीؚষभपम࿘ৈ৹ତঞং؞شफ़ॖॻુपৈःਜ਼઼पखؚ
લृजभभ૩पॼॖইऋமඡखऩःेअपିਔखथऎटऔः؛
 ষؚᄑभपमॼॖইॡছॵॳঞংشमَোُਜ਼઼पखऩःदऎटऔः؛ඕऽो૫दघ؛


 சभखऊञ

⋇ষॡছॵॳঞংشऊैু॑खَજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛

ষॡছॵॳঞংَ॑شোُਜ਼઼भऽऽசঞংشभඝ॑
ঞং॑شघ



ॉନखষऩअधؚभਉधऩॉऽघ ؛
⋈சঞং॑شඝखُⰍَُ⋈َُ⋇َؚभਏऩசਜ਼઼प
નৰपোोथऎटऔः؛



⋈  சਤ 



⋇  சਤ 
Ⰽ ਤ 

ٵசඝमङग़থ४থ॑खथऊैষढथऎटऔः؛
சඝऋਂેীऩৃ়ؚॠখ௷ऐभതोऋँॉ૫दघ؛



અؠ
 ॠখऋোॉपऎःৎपमؚ૮৶पোोङपষॡছॵॳঞংَ॑شো্ُपख
औचॊऊমਃ॑पஷढथाथؚનৰपசඝ॑ষढथऎटऔः؛
 ৈசَ⋈ُ۟ਜ਼઼दؚॵ३ঙথेॉnҺӛҺӛ|धఠऋেघॊৃ়ऋँॉऽघऋؚऒोम
சਃଡभঢ়બदৈசॠখऋૡघॊఠदؚ౮ଞदमँॉऽच॒؛ੱखथओઞ৷ऎटऔः؛
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 ઈૡҩभखऊञ

 ᄑभखऊञ

⋇ঁথॻঝ॑खৣऑؚढ़ॵॱشঘॽॵॺী॑એऊैख

ঁথॻঝ॑खৣऑॊ

ऊचॊेअपखऽघ؛

⋈மীभादᄑؚजभৃदਡᄑऋदऌऽघ ؛


 ૃभखऊञ 

⋇ষॡছॵॳঞংشऊैু॑खَؚજُਜ਼઼पखथমਃ॑
ૃखथऎटऔः؛



ঞং॑شघ


ૃ


⋈ग़থ४থ५ॖॵॳ॑खथَૃ 2)) ُਜ਼઼पखؚग़থ४থ
॑ૃखथऎटऔः؛

            يग़থ४থૃभखऊञ සً






 মਃमᎉदؚఢఈप૩धऩॊऋऩःઁःৃਚपखथऎटऔः؛
 মਃ॑ोॊधऌपमؚङग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛
 ग़থ४থ॑ૃखञऽऽೄऎखथऋदऌऽघ ؛ষॡছॵॳঞংَشજُਜ਼઼ 



 དྷ௭इभखऊञ


ঁথॻঝ॑खৣऑਤ

དྷ௭इ॑घॊमॼؚॖইॡছॵॳঞং॑شङَજُभ
ਜ਼઼पखथऎटऔः؛



⋇ঁথॻঝ॑खৣऑथ॑ऊचथষॡছॵॳঞং॑ش
   ॉؚਤखऽघ؛
ঁথॻঝ॑ठऑਤ 

⋈ऋདྷ॑௭इञঁথॻঝ॑ठऑॱॖখ  ॑ऊ
चञ૾ଙदমਃ॑खथؚਤखऽघ؛
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 ઈૡҩभखऊञ

 ুऩभखऊञ
 ৸भञीؚఏदಎାऔोथःॊढ़ং؞شইছॵঃథमङಎାखञऽऽ॑ষढथऎटऔ
ः؛ॉਗखञऽऽभमপ૫दघ؛ढ़ॵॱشঘॽॵॺীऊैभલಉ౮ऋ࿘৸ఢ
पॎञॉఄങखؚ॑मगीఢ೧प૩॑ऻघ૫ऋँॉऽघ؛


फ़ॖॻभ৹ତलॼॖইपऊैाહःञൃृଉসजभभ౮॑ॉऎपमҨङग़থ
४থ॑ૃखथऊैষढथऎटऔः؛



মਃಎାभढ़ংشథमؚ࿘ऊैभ౮भఄങ॑ਈ৵प೪इॊਝੑऔोथःऽघऋؚऒो
॑৸पଆૃघॊुभदमँॉऽच॒؛भ፳ৃ౮ જઙؚલؚଉসؚ૬࿁ؚᑛજो ಉ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
भுमؚभிભ दનৰपৰखथऎटऔः؛

 मҨশཐभାपႸ॑ढञশ६থ॑ା৷खؚ५ঃॖॡၫृၣऽञमঊঝওॵॺؚघब
ਊथؚ৳૧ওफ़ॿ ଲષહര ಉ॑ଞपା৷खथऎटऔःҥ
 જॉઙؚલؚଉসؚ૬ढ़থؚ༈જोಉभ౮मपলਟॊॉॉःथऎटऔः؛
 લಉ౮भः፳ৃदभपणःथमؚऒोैभఄങपेॊ૩॑ଆૃघॊञीৈ࿘ॉ॑घॊ
ಉखथؚ৸पमેীିਔखथऎटऔःҥ


࿘৸ఢपॎञॉؚલಉभ౮ऋఄങघॊതोऋँॉऽघ؛যृؚ૦ऊैोथેীओି
ਔभखथऎटऔः؛

 मङਤदষढथऎटऔः؛ਤदभम૫दघ؛


মਃઈૡরभग़থ४থঐইছमৈആपऩॉؚෙढथඡढञॉघॊधౌംभ૫ऋँॉऽघ؛ઈૡ
রलઈૡૃ৺  ীभঐইছपमബৌपඡैऩःदऎटऔः؛

અؠ
 ੂीथমਃ॑ઞ৷घॊधऌमલಉभ౮भऩःᎉ॑৭लҨഓ২৹ତঞংشमਜ਼઼दಕ
खॅؚढऎॉध࿘ॉऋखളघॊेअपऽढघए࿘ढथऎटऔःҥ
 भৣؚซஉಉदभൃ࿘मॼؚॖইॡছॵॳঞংشभाَ॑োُਜ਼઼पखथুؚख࿘॑घॊ
ध५ش६पदऌऽघ؛ሇखؚমਃभपमેীିਔखथऎटऔः؛
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 ઈૡҩभखऊञ

 ൃ࿘भखऊञ
⋇૾யप়ॎचथؚ࿘ৈ৹ତঞংشҩफ़ॖॻঞংشद࿘
ৈऔ॑৹ତखथऎटऔः؛

फ़ॖॻ৹ତमङग़থ४থ॑ૃखथऊैষढथऎटऔः؛
࿘ৈऔ৹ତमؚਃ৬भૡଆૃृؚৈആषभமඡपेॊౌംଆ
ૃभञीؚङঁথॻঝ੍॑इथষढथऎटऔः ؛

ঞং॑شਗડपखऩऋै৹ତ

અ ؠफ़ॖॻमؚঞং॑شਗડषखऩऋैৣप৹ତ
खؚਚਏभਜ਼઼दু॑घधَটॵॡُखऽघ؛
࿘ৈ৹ତঞংشधगਜ਼઼प৹ତघॊधऺऻधऩॉ
ऽघ ؛
⋈ग़থ४থ॑खथऎटऔः؛
 يҸӡӀӢӡभखऊञසً

⋉சঞংُ⋇َ॑شਜ਼઼पखथऎटऔः؛
⋊५টॵॺঝঞং॑شৈசَ  ُਜ਼઼पखथऎटऔः؛
⋋ॼॖইॡছॵॳঞং॑شषऑَোُਜ਼઼पखथऎटऔः؛
ॼॖইऋৈசदૡखऽघभदેؚীपିਔखथऎटऔः

ঞং॑شऑॊ

અॼ ؠॖইॡছॵॳঞংَ॑شোُਜ਼઼पघॊमؚ
ਃઈૡؚग़থ४থभૡਯ॑ऑथऊैॅढऎॉध
ऑथऎटऔः؛ग़থ४থभૡਯऋऊढञॉؚિ
ःेऎॼॖইॡছॵॳঞং॑شඝखञॉघॊधग़থ४
থऋ५ॺॵউघॊৃ়ऋँॉऽघ؛
⋌ষॡছॵॳঞংঁ॑شথॻঝधคपॊधਤखؚ॑
৫खऽघ ي ؛ষभखऊञ සً
⋍॑ીവघॊৃ়पमؚऽङॼॖইॡছॵॳঞং॑شకু
दৣऑॼؚॖইभૡ॑ૃऔचथऎटऔः؛
⋎ষलग़থ४থभૃ૪઼॑ষऩढथऎटऔः؛

ঞংৣ॑شऑॊ

 يૃभखऊञ සً
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 ൃ࿘भखऊञ
⋇भ১એಉदभൃ࿘पमؚ૾யप়ॎचथഓ২৹ତ
   ঞংشदಕڬڲعڬؚڬگعڬؚঽभگమप
  ಕ 

৹ତ૭ચदघ؛
घॊ১એभൊഓ২पૢगथ৭උखथऎटऔः؛ঽऊै
ಕषमഓ২৹ତঞংشभඝदರचऽघ؛
يඝभखऊञम  भमञैऌ සً 

 يઌम :07/ً
⋈એध১એधभपకढ़ॵॱشঘॽॵॺधంढ़ॵॱشঘॽॵॺभ༽ീী়॑ॎचॊपखथ
ऽढघएप࿘ढथৣऔः؛১એડभ࿘ৈऔमంढ़ॵॱشঘॽॵॺभంद৹ତखथऎटऔः؛





 ৸भञीؚਈੂमَ⋇ُਜ਼઼ऊै५ॱॺشखؚఢ೧भ৸॑નऊीञद੯प়ढञ
ச২पखथऎटऔः؛
 ॼॖইभૡরम৸ढ़ॵॱشঘॽॵॺડःढरःऽदॼॖইऋऌऽघभदؚബৌपൃಉ॑ढ़ॵ
ॱشঘॽॵॺपଌಉदቱॉোोऩःपखथऎटऔः؛
 क़ॕথॢਃଡ॑ઞढञ১એदभൃ࿘मؚᎉदभधૻसংছথ५ऋधॉपऎऎऩॉऽघ
भदঁؚথॻঝ॑खढऊॉध৳खथ॑खथऎटऔः؛



અؠ
  ൃभऋऎؚᄄ෬पग़থ४থऋ५ॺॵউघॊेअदँोयச২॑धघऊؚ࿘ৈऔ॑
ँऑॊऊؚ࿘ॉ॑खथऎटऔः؛
 ग़থ४থपൃؚभ୴ಉ॑ᇊऔचऩःदऎटऔः؛ऒोैभᇊखञ૭पਬౌखౌ಼भਉ
पऩॊৃ়ऋँॉऽघ؛



 ृ৬તप়ॎचञঁথॻঝਜ਼઼भ৹ତ            
ঁথॻঝभਜ਼઼मभ৬તृ૾யपૢगथৣप৹ତघॊ

ঁ থ ॻ ঝ હ ঝ ॺ

ऒधऋदऌऽघ؛


ഁीॊ

ঁথॻঝभৣ
ঁথॻঝહঝॺ॑ంपखथीؚৣभ৹ତؚໜౠभध

 ी ॊ

દऋऊा়अधऒौदؚకपखथഁीाঁথॻঝ॑ಕखथऎ
टऔः؛
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 ઈૡҩभखऊञ

 ाఋौखलઈဦ                      



মਃ॑ઈဦघॊৎमङग़থ४থ॑ૃखؚમ॥ॵॡَ॑൷ُ૾ଙपखथऎटऔः؛મो
पेॉؚऒऻोञમऋਬౌघॊതोऋँॉऽघ؛

 ऽञؚਏਰपমਃ॑ൊऐऩःदऎटऔः؛મऋोলघതोऋँॉऽघ؛

  

 ઈဦ৷भमଲષपૢगञ॑ઞ৷खथऎटऔः ؛ൗؚभ१ॖ६ؚ௱भથ૮ 
 ઈဦ৷भमᎉद৸ऩৃਚ॑৭लؚ࿌ൗৎपऌলऔऩःपग़থ४থ॑ૃीؚ१ॖॻঈ
ঞشय़॑ਬऌؚૃी॑खथऎटऔः؛
 ॼॖইҩᅂऋঈজॵ४धமඡखऩःਜ਼઼ऽदৈऔ॑৹ତखथऎटऔः؛ऽञؚჾਊघॊਃரम
ઃभহ॑ষढथऎटऔः⋇؛ॡছॵॳमَજُਜ਼઼ॹ⋈؛ইটॵॡَ॑োُਜ਼઼
 ੦पँढञຣऩঈজॵ४॑ॅॊःᐉଦڱڭق২ਰৣكदનৰपऊऐؚग़থ४থૡ॑ৣऑؚ
ाामَਤُदؚఋौघৎपमَਤُदசदॅढऎॉষढथऎटऔः؛
يजभؚச২ृ্॑इॊඝम૫दघभदؚষॎऩःदऎटऔःً؛
 মਃऋঈজॵ४धॺছॵॡभधभ॑௭इॊৎपमؚपੱभਜ਼઼ऋॎॉऽघभदؚ
ેীपିਔखथऎटऔः؛
 ઈဦৎमຣऩটشউಉदનৰपಕखथऎटऔः؛ऽञؚ৸ઈૡ॑ੱෳऐथऎटऔः؛


 ाৣौखभखऊञ
ҩষॡছॵॳमَোُਜ਼઼
ҩॼॖইॡছॵॳमَજُਜ਼઼

⋇ఢ೧प૫भऩःؚᎉऩৃਚ॑৭॒दऎटऔः؛
⋈੦पँढञঈজॵ४॑ॅॊःᐉଦڱڭق২ਰৣكदؚऽञؚ
ଲષप়ॎचञ்दؚનৰपऊऐथऎटऔः؛
⋉মਃभऋঈজॵ४भরఙपਜ਼઼घॊेअपखथऎटऔः؛
⋊ग़থ४থૡ॑ৣऑؚॡছॵॳमَજُपखथऎटऔः؛
⋋ाामَਤُदؚఋौघৎपमَਤُदசदॅढऎ
ॉষढथऎटऔः؛


અ ؟ঈজॵ४੦
    ঈজॵ४म੦पँढञેؚীऩਘ২भँॊुभ॑ઞ৷खथऎटऔः؛
ٴশऔॺؼছॵॡभৈऔभڱگਰँॊुभ؛
ؼ ்ٴমਃभ்पँढञुभ؛
ٴਘ২ؼমਃҨलभ৬भਮपેীञइॊुभ؛
ٴ५জॵউखऩःेअपએ૪৶ऋखथँॊुभ؛
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 ਡਫ਼؞ତ؞৹ତ
 ड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌି؞అ
 লৎؚমਃपड़ॖঝमିఅऔोथउॉऽच॒ੂ؛ीथমਃ॑ओઞ৷पऩॊपमؚङ
भᆽਚपभड़ॖঝ॑भटऐનৰपିఅखथऎटऔः؛
 ऩड़ॖঝઐఌमؚমਃ॑ଞपਈଐभ૾ଙदઞ৷घॊञीपชశਏदघ؛
 ିఅमखङणउऒऩढथऎटऔः؛২पିఅखेअधघॊधؚग़॔ऋ௷ऐङपିఅઠेॉघ
एपड़ॖঝऋ⌗ोলऽघି؛అઠऽदఅએऋऌथःॊऒध॑નੳखथऎटऔः؛
 ड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌି؞అ॑घॊৃ়पमؚङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ःथग़থ४থ॑
ਃઈૡखञपૃखؚমਃऋඡढथुऎऩःங২पഐइॊभَ॑৺  ীਰُୄढथ
ऊै॑ষढथऎटऔः؛
 ؼग़থ४থૃؚघएप॑ষअध ؼ
 ٮग़থ४থম৬मऊऩॉभৈആपऩढथउॉౌؚംभ૫ऋँॉऽघҥ
 ٮग़থ४থૃઉमपड़ॖঝऋऽटଋढथउॉؚਫનऩड़ॖঝऋંऔोऽच॒ҥ
 ड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌି؞అಉदିఅዟ॑ॉਗघؚङুฦಉभু॑৳૧घॊ॑णऐथ
ষढथऎटऔः؛ఢఈभષदু॑જॉؚຝംಉभऐऋ॑घॊ૫ऋँॉऽघ؛
ઐఌभఀఅमؚउકऽःभ্ਁુ੮৬भॉৠीपజःిજप૪৶॑खथऎटऔः

 ॵ३ঙথड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌ
 ٵਡਫ਼؞ଓஔି  ؼఅ॑డஹऎटऔः؛
⋇ॵ३ঙথॣش५ంડभਫ਼అዟ ਫ਼అઠ ॑ਗखؚਫ਼అዟऊ
ਫ਼అዟ

ैड़ॖঝऋपगाলथऌञैऻऺؚૠभॵ३ঙথड़ॖঝऋ
োढथःऽघ؛
⋈ड़ॖঝभलළो॑৯ଳਡਫ਼खؚड़ॖঝऋਂଌखथःॊৃ়
ିఅዟ

लළोऋऱनःৃ়पमؚଓஔऽञम৸ઐఌ ৣ੶ස खऽघ؛

 ٵઐ ఌؼ
⋉ड़ॖঝ॑ਭऐॊిਊऩઍஓ॑৷ਔखऽघ؛
⋊ॵ३ঙথॣش५కડએৣ ກৣ भॻঞথউছॢ ఀఅዟ
॑ॉਗखؚड़ॖঝ॑௷ऌॉऽघ؛
  અ  ৎपିఅዟुॉਗखथउऎधؚड़ॖঝऋ௷ऌॉ
ॻঞথউছॢ

ृघऎऩॉऽघ؛
⋋ॻঞথউছॢ॑નৰपॉહऐञؚॵ३ঙথड़ॖঝ ٬
॑  ⋭ ିఅखथऎटऔः؛
ઐఌभ৯
ੂڬڮ؟ৎ৯ڮؚ৯ਰఋڬڬڭ؟ৎ
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 ग़থ४থड़ॖঝभਡਫ਼؞ઐఌ
ٵਡਫ਼؞ଓஔؼ
ड़ॖঝ।ش४
ஔఅઠ

⋇ઈૡप يग़থ४থड़ॖঝभਡਫ਼ً॑અपग़থ४থड़
ॖঝभؚलළो॑৯ଳदਡਫ਼खؚૠदऩःৃ়ؚल
ළोऋऱनःৃ়पमؚଓஔऽञम৸ઐఌ੶ৣقසكखथ
ऎटऔः؛

    يઞ৷घॊड़ॖঝभସҩम  ग़থ४থड़ॖঝभਡਫ਼ සً
 ٴলৎؚभग़থ४থड़ॖঝऋଋढथःऽघ؛

ٵઐ ఌ        ؼ
⋈ड़ॖঝ॑ਭऐॊిਊऩઍஓ॑৷ਔखऽघ؛
⋉ঋঝॺढ़ং॑شॉਗखؚग़থ४থડৣपँॊॻঞথউছॢ



ॻঞথউছॢ

ൾఅዟ ॑ॉਗखؚॡছথॡॣش५भड़ॖঝ॑௷ॉऽघ؛
 અؠৎपஔఅዟुॉਗखथउऎधؚड़ॖঝऋ௷ऌॉ
   ृघऎऩॉऽघ؛
ਕഓീॉखञௐृش५ಉदड़ॖঝॻঞথऊैਭऽ
द॑ᇽएधমਃऋड़ॖঝदළोपऎऎऩॉऽघ؛


⋊ड़ॖঝൾলॻؚঞথউছॢ॑નৰपॉહऐथऎटऔः؛
⋋ يग़থ४থड़ॖঝभਡਫ਼ً॑અपभग़থ४থड़ॖঝ॑
ିఅखथऎटऔः؛
ઐఌभ৯



ੂ ؟ৎ৯ڮؚ৯ਰఋڱڮ؟ৎ





અؠ
 ࿌ൗग़থ४থपेढथॻঞথউছॢभਜ਼઼ऋ౮ऩॊৃ়ऋँॉऽघभदିਔखथऎटऔः؛

 ॻঞথউছॢऋग़থ४থपँॊৃ়
ঁথॻঝ॑ॖ५ॺಉद፼ॉऑॱؚॖখ॑ਗखथड़ॖঝभൾল॑ষढथऎटऔः ؛ঋঝॺढ़


ংشभॉਗखमਏँॉऽच॒  ؛
 ड़ॖঝઐఌमॉਗखञढ़ংॱؚشॖখॻؚঞথউছॢؚஔఅዟ॑નৰपહऐथऎटऔः؛

 ৈऽञमৈആৣद৴ਢশৎઞ৷घॊৃ়पमؚ੶৯ेॉଫीभઐఌ ৺ীभৎ
॑ཫষखथऎटऔः؛
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 ૭षभିఅ

 ৺ڬگৎपॠখॵॡ५पमॢজ५ق٬ؚ॑كजभभীपमਏपૢगथग़থ४থ
ड़ॖঝ  ॑ିఅखथऎटऔः્؛पॢؚজ५भିఅ॑ဵॊधဋෟਂଐपेॉभਉध
ऩॊതोुँॉऽघ ؛

 ॢজ५॔ॵউभؚग़॔௷ऌ৷উছॢऋँॊुभमᅖऒो॑ीथऊै॑৫खथऎटऔ
ः؛ीऩःधग़॔ऋऊ॒दअऽऎౄᔉदऌऽच॒؛ીവम੪ৢॉपഁહऐथउःथऎट
औः؛

 ॠখॵॡ५भॢজ५मؚশৎઞ৷खऽघध༄৲खমਟभਙચ॑ଷढथखऽःऽघ؛
 پফुखऎम  ৎप২मॢজ५॑৸ઐఌखथऎटऔः؛


ӉҶӐҺӎӢҴ়ҩһӢӘӒӢҳҼӁ
ҼӢӜӁ FF 


ষҩӉҶӐҼӛҳӅӠҶӘ

ҷҬӡҼӢഓ২৹ତӠҶӘ؞ӞӎӢҴ੍ਡ









சӠҶӘ

؞ҺӢҶӈӢ੍ਡ
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ӉҶӐӇӡӀҲӡҵҴӕ੍ਡ ӑӢӝӈҺӎӢҴ

 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ग़থ४থঢ়৴भ؞ਡਫ਼؞৹ତ                               


 ग़॔ॡজشॼشभ


ग़॔ॡজ؞شॼشজ॥ॖঝ५ॱॱشऋൃ⌶ಉद৯൵ऽॉ॑କऒखञऽऽ॑ਢऐॊधؚলৡਂ



ଌृમાऋऎऩॊयऊॉदऩऎؚൾफ़५ആ২ऋಊघॊऒधपेॉમषभਬౌౌ಼भ
ਉधुऩॉপ૫दघ؛ङपਡਫ਼खखथऎटऔः؛
ग़॔ॡজ॑شॼشਗखञऽऽग़থ४থ॑औचऩःदऎटऔः؛



 ०ृऺऒॉ॑ग़থ४থषลःाؚग़থ४থਂ৹ृ౮ଞ༂ራभਉधऩॉऽघ؛

ٹૄ

ढ़ড१य़ )-'0*


હঝॺ
ढ़ংش

ढ़ং॑شਗखؚ॥জृ०॑ਞ৲ஓડषোोऩःेअप
ିਔऎইज़شग़ঞওথॺधঌشঃشग़ঞওথॺ॑ॉল
खथऎटऔः؛

ইज़شग़ঞওথॺ

 ইज़شग़ঞওথॺमؚஜྩఅقऽञमরਙຸදكदຸཱི

ঌشঃشग़ঞওথॺ

ेऎॉؚᄩऔचथऎटऔः؛

 ঌشঃشग़ঞওথॺमऊैಓጃ૬ਞ॑ऌહऐॊऊؚ

ೄऎञञःथළो॑धखऽघ؛

 ॣش५भළो॑क़ग़५ಉदऴऌॉؚ੪भधउॉपੌ

ाહऐथऎटऔः؛













ग़॔ॡজشॼشभؚઐఌઃपणःथ




ઐఌ

ইज़شग़ঞওথॺ

ઈૡ

 ৎ

ঌشঃشग़ঞওথॺ

ઈૡ

 ৎ

અؠ
 ຸཱིৎؚইज़شग़ঞওথॺ॑ਘऎਬढढञॉु॒टॉखऩःदऎटऔः؛ग़ঞওথॺऋोઞ৷द
ऌऩऎऩॉऽघ ؛

 ॳজृ॥জभः୭दभઞ৷मᄄ෬पघॊेअपੱෳऐथऎटऔः؛
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ਡౌউছॢभਡਫ਼؞৹ତ
 উছॢঞথॳदਡౌউছॢ॑ਗखؚਗ਼ாী⯼पढ़شথऋહା
 खथःञैডॖখঈছ३दऒो॑ுखؚဒॉऋँोयऒो॑ሁ
 ऌढथऎटऔः؛
 রఙᄓஓपঅডঞؚऽञਗ਼ாীपራऋੳीैोञৃ়प
 मਡౌউছॢ॑ৗષधઐఌखथऎटऔः؛
ع ॑ ڷPP प৹ତखथऎटऔः؛
 ਡౌউছॢभਗ਼ா傝ګ


અؠഁीહऐৎमੂؚीুदೄऎबग॒दऊै फ़५ॣॵॺऋౠએपਊञॊऽद উছॢঞথ
ॳ॑ઞ৷खथऎटऔः؛
ੂीऊैউছॢঞথॳदഁीिधॿؚ४॑ንघऒधऋँॉऽघभदିਔखथऎटऔः؛
ٛਡౌউছॢ੦ ؼல සٜ



 મঃॖউभਡਫ਼


મঃॖউ

    ऎॎइॱং॥ृᅄౌदभరૃ


 મঃॖউऩनभ०ଲષमؚઞॎऩऎथु༄৲खऽघ؛
ഁीહऐংথॻधુपگফओधؚऽञमം॒टৎपमৗષधઐ
ఌखथऎटऔः؛
 ঃॖউథृഁीહऐংথॻऋ॒टॉؚം॒टॉखथःऩःऊଞ
पିਔखथऎटऔः؛


અ ؠঃॖউథभઐఌৎपؚঃॖউप॥জृॳজऋোैऩःेअपିਔखथऎटऔः؛



 મढ़ॵউभ
             



ইॕঝॱ
फ़५ॣॵॺ
ढ़ॵউ
ॼॵॺ

           ऎॎइॱং॥ृᅄౌदभరૃ

  ৎઞ৷ओधपમ॥ॵॡ॑खथऎटऔः؛
 म॥জृॳজभऩःၷऩৃਚदষढथऎटऔः؛
  ⋇મ॥ॵॡ॑ Ҧ൷ 2)) ҧਜ਼઼पखथऎटऔः؛
 ⋈મढ़ॵউ॑ਗखؚೲपञऽढथःॊຕق०ृಉكल
ইॕঝॱ॑ਬౌਙभःྩఅಉभྃදदຸཱིखؚग़॔॑ऌહऐथ

ᄩऔचथऎटऔः؛



फ़९জথृ३থॼಉभਬౌਙभৈःຸཱིఅम૫दघऊैઞ৷खऩःदऎटऔः؛
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ଲષমਃঢ়৴भਡਫ਼؞৹ତ                                

 ਡਫ਼ҩ৹ତमङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ऌؚग़থ४থ॑ૃखथষढथऎटऔः؛
 ඝঞংشऋਫखऎघॊऊનऊीथऎटऔःق؛ৎك
 ডॖখҩঋঝॺमੂಇलखऽघभदگعڮؚৎઈૡपગ৹ତखथऎटऔः؛
 ডॖখҩঋঝॺमራષदघ؛౮ଞऋँोयৗષधઐఌखथऎटऔः؛
ي१ॖ६म  ல සً
 মਃ॑खऊखथ౮ଞఠؚ౮ଞभથ૮॑৹सथऎटऔः؛
 ৹ତमؚॡছॵॳঞংشभَোَُ؞જُभનੳ॑ङষढथऎटऔः؛
 भঝॺॺॵॼ؞థपाؚऋऩःऊનੳखؚનৰपഁीહऐथऎटऔः؛
 ৹ତभञीपॉਗखञढ़ংشథमङ੪भधउॉपॉહऐथऎटऔः؛
 ॑ેীपሖഉऽचॊನؚਈੂभگعڮৎम૮৶ऩमऔऐथऎटऔः؛
 भুোोؚलऩਡਫ਼ुພोङपষढथऎटऔः ي؛ਡਫ਼ සً
 মਃ৸৬॑ৄखؚपड़ॖঝभोऋऩःऊਡਫ਼खथऎटऔः؛
    ुखड़ॖঝोऋનੳदऌञৃ়पमؚउେःऑभਲ਼षओৼऎटऔः؛
    ड़ॖঝोभ૾ଙदઞःਢऐॊध૫ऩयऊॉऊؚমਃभपुणऩऋॉऽघ؛




 ডॖখ؞ঋঝॺ৹ତ
⋇ষॡছॵॳডॖখ৹ତ

॑ڭઅपষॡছॵॳডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତ॑ख
थऎटऔः؛
šষॡছॵॳ॑োोथुऋऊऊॊधমਃऋૃघॊৃ়؛
      ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯽भ্षؼ
š ষॡছॵॳঞং॑شજढथुমਃऋૃखपऎःৃ়؛
      ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯼भ্षؼ
॔४ক५ॺॼॵॺ



টॵॡॼॵॺ

䠝㻌



䠞㻌
 



⋈ॼॖইॡছॵॳডॖখ৹ତ
  ॑અपॼॖইॡছॵॳডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତ॑
खथऎटऔः؛
ॼ ٸॖইॡছॵॳঞং॑شোोथुऋऊऊॊधॼॖইभ
   ૡऋૃघॊৃ়
       ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯽भ্षؼ
॔४ক५ॺॼॵॺ

টॵॡॼॵॺ

䠝㻌



䠞㻌
 

ॼ ٸॖইॡছॵॳঞং॑شજढथुॼॖইभૡऋૃखऩ
 ःৃ়؛

      ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯼भ্ष     ؼ
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
⋉ॼॖইঋঝॺ৹ତ 
 ৹ତमॼॖইॡছॵॳঞংَ॑شোُਜ਼઼दষःऽघ؛

2~3mm

 ঋঝॺऔइम৬धऩढथःऽघؚ৹ତमડदষःऽघ؛
 ग़থ४থડॼؚॖইડधुपঋঝॺधঋঝॺऔइधभ࿒ऋ
धुप fPP पऩॊेअ  ॑અपঋঝॺऔइभਜ਼઼॑
৹ତखथऎटऔः؛
ٴ৯धखथॼؚॖইॡছॵॳঞংشऋَજُਜ਼઼भৎؚঋঝॺ
 

औइऋঋঝॺ॑ೄऎऔइؚঋঝॺऋউشজभདྷऊैೄऎऌ
ऋॊங২धखऽघ؛




⋊சডॖখ৹ତ 
  ॑અपசডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତखथऎटऔः؛

ُⰍَٸਜ਼઼षभ३ইॺऋਂ৸दऋऊऊॊधசऋ௷ऐॊ
ৃ়ृَ⋈ُਜ਼઼दभঞংشभฉलऋপऌःৃ়؛
 ڷभ্ष ؼ
       ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ګ
॔४ক५ॺॼॵॺ

ُ⋈َٸਜ਼઼षभ३ইॺऋਂ৸दऋऊऊॊधசऋ௷ऐथ

টॵॡॼॵॺ

䠝㻌

䠞㻌
 

खऽअৃ়ृَⰍُਜ਼઼ऽदঞংشऋऊऩःৃ়؛

      ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯼भ্ष      ؼ


અؠ
َசඝُमङग़থ४থ॑औचथऊैষढथऎटऔः؛
ग़থ४থૃৎभசঞংشभ૮৶ऩඝमभਉधऩॉऽघ ؛
சঞংشऋَ⋈ُਜ਼઼भৎؚঞংشஉ੪दभฉलऋ fPP ங২पऩॊेअ৹ତखथऎटऔः؛


⋋টॱشজشਬऌডॖখ


   ॑અपটॱشজشਬऌডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତखؚ
৹ତमનৰपघॊऊનੳखथऎटऔः؛

 ٸഓ২৹ତঞং॑شಕਜ਼઼पखथुक़ॕথॢഓ২ऋणऎৃ়؛

॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯽্ष ؼ
॔४ক५ॺॼॵॺ

টॵॡॼॵॺ

䠝㻌

䠞㻌
 

 ٸഓ২৹ତঞং॑شಕਜ਼઼पघॊधಗ্पഓ২قખॊك
ऋणऎৃ়؛

         ॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑⯼भ্ष ؼ
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ॱॖখ૬ਞಓभ৹ତ
⯼

⯽

ॱॖখभ૬ਞಓؚ॑.JFPप৹ତखथऎटऔः؛૬ਞಓऋಉ

⯾

पऩढथःऩःधؚরঁথॻঝ॑ैोॊതोऋँॉऽघ؛
 ٴਗ௴ऊैਖ਼घॊ৯मంभৢॉदघ؛
   ؟ڶૌ     ਂ؟ڸଌ
   ి؟ڷਫ



மએ



 ॼॖইभਡਫ਼؞ઐఌ؞હऐ                  
       ৸भञीॼؚॖইभਡਫ਼॑ষढथऎटऔः؛


 মਃपमོਹऩॼॖইऋઞ৷औोथःऽघभदؚਡਫ਼؞ઐఌৎभॼॖইାभपमङଲષહ
രभَॼॖইઐఌੵُ॑ઞ৷खুؚฦಉ॑ઞःബৌपಞুदઉமॼॖইपඡैऩःदऎटऔ
ःॣ؛फ़॑घॊതोऋँॉऽघ؛
 ॼॖই॑ઐఌघॊपमङওشढ़شෞਫષधओऎटऔः؛ਗॼॖইभઞ৷म૫दँॊ
यऊॉदऩऎؚઞ৷पेॊ؞হपणःथु৳भৌਗधऩॉऽघ؛
 ৸भञीؚप  ᅚٌশ৳ଵभखऊञٍ॑અपમॱথॡलਞ৲ஓभમ॑௷
ःथऎटऔः؛મऋোढञऽऽমਃ॑ൊऐॊधમोؚड़شংشইটشभਉधऩॉ૫द
ँॊयऊॉदऩऎؚभग़থ४থऋधऩॊ૭ચਙऋँॉऽघ؛
 ऒभमङযदষःؚর࿘ऋৣखऩःेअঁথॻঝ॑खढऊॉध੍इऩऋै
ষढथऎटऔः؛
 भৎपલृभஉಉपॼॖইऋਊञॉॼؚॖইृॼॖইॹॕ५ॡभශऋॉृಳऋে
गथःऩःऊॼؚॖইृॼॖইॹॕ५ॡऋ༂ራखथःऩःऊؚ৫पਡਫ਼खथऎटऔः؛
 ॼॖইभ༂ራؚસोؚශऋॉؚಳಉ॑ଣ઼खञऽऽ॑ਢऐॊधؚরपॼॖইऋീख
थఄलলखؚপऩযମহ॑ഃऎਉृؚমਃभਉधऩॊৃ়ऋँॉऽघ؛
 ॼॖইभઐఌमङ৸ਯৎपৰखथऎटऔः؛ীऩઐఌमॼॖইभংছথ५ऋဩःؚஷ
েಉभਉधऩॉऽघ؛




 ॼॖইभઐఌमిજऩੵधତૼ॑उुठभ্ऋৰखथऎटऔः؛
 ฦॼॵॺु༂ራखऽघॼ؛ॖইभઐఌभपमฦॼॵॺुৎपઐఌघॊेअपखؚৠखथभ
ॼॵॺद৻৷खऩःदऎटऔः؛











 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
 

ॼॖইभਡਫ਼؞ઐఌ



⋇ग़থ४থ॑ૃखؚभञीਡౌউছॢभय़কॵউ॑ਗखथऎ

ॼॖইभਜ਼ৼम൩ःप  ২
ഁહঝॺ ওॵॡ కॿ४






टऔः؛
⋈ुअযभযपমਃभঁথॻঝ॑खৣऑथुैःؚ࿘ী
॑ऑथর৳खथुैढथऎटऔः؛
⋉ॼॖইभસोؚශऋॉؚ༂ራ॑ਡਫ਼खथऎटऔः؛
⋊ॼॖইഁહঝॺؚฦॼॵॺभહऐ૾ଙ॑ਡਫ਼खथऎटऔ

ः؛
ٛഁહॺঝॡम  ॼॖইभહऐ্සٜ

ৣپभप౮ଞऩ૾ଙपऩढथःञैॼؚॖইभంక॑োो౹इथઞ৷घॊऊؚઐఌखथऎटऔः؛
ంॿ४

ৗ  ષ


కॿ४

ంకোो౹इ 
༿ራ

ઐ          ఌ
ಳ

ශऋॉ


અؠ

 ᄩखञଅृෛ॑அ॒टৃਚदभઞ৷मॼॖইभ༂ራऋଫःञीؚᄄ෬पਡਫ਼खथऎटऔःҥ
 ीभॼॖই॑उେःीຘऌুؚ੪पउऊोथउऎऒध॑उတीःञखऽघ؛
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ










ഁહॺঝॡ 0 ঝॺ 

1ҩP

NJҩFP 





 ॼॖইभહऐऊञ

ॼॖইঈছॣॵॺ

ॼॖইॿॵॡफ़ॻش

ॼॖই

ഁહॺঝॡ 0 ॼॵॺ
1ҩP
NJҩFP 



ॼॖইभહऐम੶ৣؚभਡपିਔखथৰखथऎटऔः




 ঝॺॺॵॼ؞मॼؚॖইઐఌभ২पઐఌखथऎटऔः؛
 కढ़ॵॱشঘॽॵॺभॼॖইमంૡؚంढ़ॵॱشঘॽॵॺमకૡखऽघ؛ऒभञीؚకढ़ॵ
㸬㸬㸬
ॱشঘॽॵॺभॼॖই॑ಕखथःॊڮڭۂฦॼॵॺमૡपेॊा॑ଆૃघॊञीपంॿ४
㸬㸬㸬
ऋؚంढ़ॵॱشঘॽॵॺपमకॿ४ ऋઞ৷औोथःऽघ؛
 ્पॼॖইॿॵॡफ़ॻشહदभାभ ൃ⌶भৎಉ ؚऽञमॼॖইॿॵॡफ़ॻشઐఌभ
पमିਔखथऎटऔः؛
 ॼॖইॿॵॡफ़॑ॻشॉਗखञमؚ੪भधउॉपॼॖইभਜ਼ৼ॑  ২ङैखथॉહऐथ
ऎटऔः؛७ॵॺਜ਼઼॑ୀइॊधॼॖইऋૡরप௱खॼؚॖইभീؚಳऐؚஷಉभਉ
धऩॉऽघ؛
 ॑અपంక  মङणॼॖই॑७ॵॺखथऎटऔः؛
 ॼॖই७ॵॺमঝॺ॑ॺॵॼ؞੪भৢॉपનৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 শ৳ଵभखऊञ                        

 শ৳ଵभ
મॱথॡृय़কঈঞॱपમ॑ଋखञऽऽশ৳ଵघॊधؚગृলৡৣಉؚ
ॺছঈঝभਉधऩॉऽघ؛




 મ॑௷ऎৎम௯ৢखभଐःৃਚदؚऎॎइॱং॥ृᅄౌಉभౌਞपमેীିਔख௷ؚःञ
મभඞःपमેীपିਔखथऎटऔः؛
 મॱথॡभफ़९জথ॑௷ऎৎؚऽञमমਃपढ़ং॑شऊऐॊৎपमग़থ४থधঐইছऋે
ীपഐइथःॊभ॑નੳखथऊैपखथऎटऔः؛

 মਃ॑ڬگਰઞ৷खऩःधऌमؚમସपेॊਂଐؚऽञमઈૡਂ৹पऩैऩःेअप
મॱথॡलਞ৲ஓभમ॑௷ऌढथऎटऔः؛
મ॥ॵॡ

⋇મॱথॡभમ



મढ़ॵউ॑ਗखؚਭऐಉ॑ਊथथऊैમ॥ॵॡ  

൷

॑ Ҧ৫ҧ ਜ਼઼पखथ௷ऌढथऎटऔः ؛

৫

⋈ਞ৲ஓभમ
ইটॺشഁહঝॺ॑ೄऎीؚમ௷ऌ     ش
५ेॉൾলऔोञમ॑ਭऐಉ॑ਊथथ௷ऌढथ

મढ़ॵউ 

ऎटऔः؛ൾলमইটॺشഁહঝॺ॑खढऊॉ
धഁीथৣऔः؛મऋोলघधহभਉपऩॉ
ऽघ؛

ইটॺش
ഁહঝॺ


⋉৸भञीؚમभൾলमમ॥ॵॡ॑ङ൷ीथ    
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টॵॡডॖখभ৹ତ؛

ஷऋপऌः؛

ॼॖইभংছথ५ऋபः؛
ॼॖইभം؛
ॼॖইॿॵॡफ़ॻشषभൃभᇊ؛ം؛
ॼॖইກऋශऋढथःॊ؛
ঋঝॺभ؛
ৗ೮भॼॖইऋखथःॊ؛

ॼॖই॑ఊਫघॊ ؛৸ॼॖই 
ৗखःॼॖইधઐఌघॊऊؚఊਫघॊ؛
ॼॖইॿॵॡफ़॑ॻشؚઐఌघॊ؛
ॼॖইກ॑ઐఌघॊ؛
ৗखःঋঝॺपઐఌघॊ؛
ৗ೮भॼॖইमऔचऩः؛

ग़থ४থૡऋः؛
ச২ऋசः؛
ॼॖইभૡກఢॉपൃऋᇊྼؚमඕऌणः

ग़থ४থૡ॑ऑॊ؛
ச২॑धघ؛

࿘ॉॉऋপऌः؛

थःॊ؛

ॼॖই॑ऌोःपघॊ؛

ൃऋশः؛
࿘ৈऔऋः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎखथؚ࿘ॉ॑घॊ؛
࿘ৈऔ॑ৈऎघॊ؛

ॱॖখऋ५জॵউघॊ؛

ॼॖইलॼॖইढ़ংشषभ౮भᇊ؛
፳ৃऋໞൠदँॊ؛

ॼॖইलॼॖইढ़ংش॑घॊ؛
፳ৃऋऎऽद॑রघॊ؛

ంડॼॖইऋૡखऩः؛

ষআথभ؛

ষআথ॑োोढ़ংشজথॢदಕघॊ؛

४ঙॖথॺढ़ংشभ؛

ढ़ংشজথॢഈधமඡखथःॊ؛

ढ़ংشজথॢभഈमདྷડषखथउऎ؛

ढ़ংشজথॢभજ؛

ෞਫષਰਗभଉসद৻৷खञ؛

ෞਫ ५ॸথঞ५ ॑ઞ৷घॊ؛

ିఅዟऋরఄलলखञ؛

ॵ३ঙথड़ॖঝभোोघऍ ؛ಓૌಊ 

ਫૠभड़ॖঝपघॊ؛

ంకभॼॖইऋ௱घॊ؛

ॼॖইभહऐୀः؛

ంకभॼॖইभਜ਼ৼ॑ڬڵपघॊ؛

ঁথॻঝऋం্पैोॊ؛

 ५ঃॖॡ पഓ২ऋ૮ःऊ৵औः؛
১એડभ࿘ॉऋপऌघऍॊ؛

पખ১એ্पഓ২॑णऐॊ؛
फ़ॖॻ॑ৈऎघॊ؛

پॎऊैऩःৃ়पमؚउେःऑःञटःञਲ਼पओৼऎटऔः؛

