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げíÇÜ¿ÜçÜ¡ Ü¡Öí äëó¿Ü¢ñÖó　 ¡¿óñÖöí GКЧг CORTROL ÜöÜßëí¢íñö ó½　 Ü¡Öí, ÖÜ½ñë ~¡ëíÖí, Öí£çíÖóñ ç▲ôóï¿óöñ¿áÖÜÇÜ äÜÖ¡öí, í 
öí¡¢ñ Öí£çíÖóñ çóÑñÜïöñÖ▲ó ÖÜ½ñë çóÑñÜóïöÜôÖó¡í. 
 

╁おかぇょおう くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう  

╁っさたくはは こぇくっかぬ しけょっさあうす ゃおかぇょおう, おけすけさにっ こけいゃけかはのす ぉにしすさけ こっさっおかのつぇすぬしは きっあょせ けしくけゃくにきう そせくおちうはきう 
こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは. 

╁ゃっさたせ しこさぇゃぇ: ゅかぇゃくけっ きっくの 

Эすけす さぇいょっか しけょっさあうす けしくけゃくにっ こせくおすに きっくの こさうかけあっくうは. 

╊っゃけっ きっくの  

╁ ねすけき さぇいょっかっ けすけぉさぇあぇのすしは さっしせさしに こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ: きぇおっすに, おぇくぇかに, おぇさすに う くぇしすさけっくくにっ しっさゃっさに. 

╂かぇゃくけっ けおくけ  

╂かぇゃくけっ けおくけ けすけぉさぇあぇっす しけょっさあうきけっ, こさっょけしすぇゃかはっきけっ しっさゃっさけき, おけすけさけっ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけえ ゃおかぇょおう  
‶けょさけぉくせの うくそけさきぇちうの けぉけ ゃしった こぇくっかはた, おくけこおぇた う ょさせゅうた ねかっきっくすぇた せこさぇゃかっくうは Ganz CORTROL Client しき. ゃ 
さぇいょっかっ «Эかっきっくすに うくすっさそっえしぇ» ねすけゅけ ょけおせきっくすぇ. 

だß£Üë óÖöñëâñúïí  

と¿óñÖö GКЧг CORTROL - ~öÜ ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ú óÖöñëâñúï Ñ¿　 äëÜï½Üöëí ¢óçÜÇÜ ó £íäóïíÖÖÜÇÜ ¡ÜÖöñÖöí äÜÑ¡¿0ôñÖÖ▲ê ïñëçñëÜç CBC 
AMERICAS, Corp. だÖ öí¡¢ñ ç¡¿0ôíñö ëíïüóëñÖÖ▲ñ âÜÖ¡îóó, öí¡óñ ¡í¡ ~¡ïäÜëö çóÑñÜ ó ïÖó½¡Üç, ½ÜÖóöÜëóÖÇ äëñÑÜäëñ¢ÑñÖóú, PTГ ó 
îóâëÜçÜñ Üäëíç¿ñÖóñ PTГ. 

 

ぜ▲ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½ ¡ÜÖñôÖ▲½ äÜ¡Üäíöñ¿　½ ó ÜäñëíöÜëí½ ïóïöñ½ CCTV Ü£Öí¡Ü½óöáï　 ï ~öó½ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜ½, Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ äÜÖ　öá 
óÖöñëâñúï äëó¿Ü¢ñÖó　 ó ëí£ëíßÜöíöá Öñ¡ÜöÜë▲ñ ¿óôÖ▲ñ ïöëíöñÇóó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　. 



[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

Э┊┄┋┄┌┑┚ ┇┌┑┄┏┓┄┈┐〞 

╁ ねすけき さぇいょっかっ ぉけかっっ こけょさけぉくけ さぇししきぇすさうゃぇのすしは ねかっきっくすに うくすっさそっえしぇ おかうっくすぇ Ganz CORTROL 

ゑñëêÖóú äëíç▲ú ÜÇÜ¿ - ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 Ü¡ÖÜ½   

╇い ねすけえ こぇくっかう けおくけ こさうかけあっくうは おかうっくすぇ Ganz CORTROL きけあっす ぉにすぬ:
� けすおさにすけ ゃ こけかくけねおさぇくくけき さっあうきっ 
� しゃёさくせすけ ゃ こぇくっかぬ いぇょぇつ  

� さぇいゃёさくせすけ / ゃけししすぇくけゃかっくけ ょけ さぇいきっさぇ こけ せきけかつぇくうの 

� いぇおさにすけ 
╃かは ゃたけょぇ ゃ こけかくけねおさぇくくにえ さっあうき すぇおあっ きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ おかぇゃうてせ F11; ょかは ゃにたけょぇ うい 
こけかくけねおさぇくくけゅけ さっあうきぇ くせあくけ くぇあぇすぬ おかぇゃうてせEscape うかう F11 くぇ おかぇゃうぇすせさっ  

╁おかぇょおう くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう 

╁っさたくはは こぇくっかぬ しけょっさあうす ゃおかぇょおう, おけすけさにっ こけいゃけかはのす ぉにしすさけ こっさっおかのつぇすぬしは きっあょせ けしくけゃくにきう そせくおちうはきう 
こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは. ╁ いぇゃうしうきけしすう けす ゃっさしうう う おけくそうゅせさぇちうう こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは きけゅせす ぉにすぬ 
ょけしすせこくに しかっょせのとうっ ゃおかぇょおう: 

� Live:  [っあうき さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう: ゃうょっけこけすけおう ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう 

� Playback: ╁けしこさけういゃっょっくうっ: こさけしきけすさ いぇこうしぇくくけゅけ ゃうょっけこけすけおぇ 
� Sequence: ‶けしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ: さぇしてうさっくくにえ ぇくぇかうい いぇこうしぇくくにた ゃうょっけこけすけおけゃ 
� Smart Search: ╇くすっかかっおすせぇかぬくにえ こけうしお: ぉにしすさけっ けぉくぇさせあっくうっ うしおけきけえ しちっくに し こけきけとぬの こけうしおぇ ょゃうあっくうは 

� Alerts: ¨こけゃっとっくうは: ゅっくっさうさせっきにっ けこけゃっとっくうは う うくそけさきぇちうけくくにっ しけけぉとっくうは 

� Library: ╀うぉかうけすっおぇ: ねおしこけさすうさけゃぇくくにっ ゃうょっけおかうこに う しくうきおう 

� Video Wall*: ╁うょっけしすっくぇ*: おけくそうゅせさぇちうは くぇしすさけっお ういけぉさぇあっくうは ゃうょっけしすっくに  

� LPR**: うししかっょけゃぇくうっ さっいせかぬすぇすけゃ さぇしこけいくぇゃぇくうは こかぇしすうく かうちっくいうう 

� FR**: うししかっょけゃぇくうっ さっいせかぬすぇすけゃ さぇしこけいくぇゃぇくうは かうち 

*ゑ¡¿íÑ¡í äÜ　ç¿　ñöï　 öÜ¿á¡Ü äëó Öí¿óôóó ïÜñÑóÖñÖó　 ï ïñëçñëÜ½ GКЧг CORTROL GloЛКl, ç ï¿Üôíñ, ñï¿ó ç ¡ÜÖâóÇÜëíîóó GКЧг 
CORTROL GloЛКl ñïöá çóÑñÜïöñÖ▲, ó óïäÜ¿á£Üñ½í　 ÜôñöÖí　 £íäóïá äÜ¿á£Üçíöñ¿　 ó½ññö ÑÜïöíöÜôÖ▲ñ äëóçó¿ñÇóó, Öí£ÖíôñÖÖ▲ñ 
ôñëñ£ GКЧг CORTROL CoЧsolО. 

**ゑ¡¿íÑ¡í äÜ　ç¿　ñöï　 öÜ¿á¡Ü ç öÜ½ ï¿Üôíñ, ñï¿ó ïÜÜöçñöïöçÜ0àí　 çÖñüÖ　　 ï¿Ü¢ßí äÜÑÑñë¢óçíñöï　 ¿óîñÖ£óñú GКЧг 
CORTROL, ï¿Ü¢ßí ß▲¿í ÖíïöëÜñÖí ï äÜ½Üàá0 ¡ÜÖïÜ¿ó GКЧг CORTROLCoЧsolО, ó óïäÜ¿á£Üñ½í　 ÜôñöÖí　 £íäóïá äÜ¿á£Üçíöñ¿　 
ó½ññö ÑÜïöíöÜôÖ▲ñ äëóçó¿ñÇóó. 

╁っさたくはは こぇくっかぬ - しけっょうくっくうは し しっさゃっさけき

╉くけこおぇ «]けっょうくっくうっ» けすおさにゃぇっす けおくけ くぇしすさけえおう こけょおかのつっくうは お しっさゃっさせ, ぇ すぇおあっ けすけぉさぇあぇっす おけかうつっしすゃけ 
くぇしすさけっくくにた ゃ くぇしすけはとうえ きけきっくす しっさゃっさけゃ. 

╁ゃっさたせ しこさぇゃぇ: ゅかぇゃくけっ きっくの 
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Эすけす さぇいょっか しけょっさあうす けしくけゃくにっ こせくおすに きっくの こさうかけあっくうは.

� File (《ぇえか)  

� Выход: закрыть приложение Ganz CORTROL Client 

� Edit ([っょぇおすうさけゃぇすぬ) 
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� ′астройки: настройки приложения  
� ¨тображение команд: быстрые клавиши  

� View (╁うょ) さっあうきに さぇぉけすに 

� Всегда сверху  

� [ежим эксклюзивности 

� Заблокированное приложение 
� Help (こけきけとぬ)  

 

¨ программе: Ganz CORTROL Client 
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╊っゃけっ きっくの - さっしせさしに 

╁ ねすけき さぇいょっかっ けすけぉさぇあぇのすしは さっしせさしに こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ: きぇおっすに, おぇくぇかに う おぇさすに, いぇゅさせあぇっきにっ し 
くぇしすさけっくくにた しっさゃっさけゃ. ╄しかう ょかは ちっかっゃけゅけ しっさゃっさぇ くぇしすさけっくぇ ゃういせぇかぬくぇは ゅさせここうさけゃおぇ, さっしせさしに ぉせょせす 
けさゅぇくういけゃぇくに ゃ さぇしてうさはっきにっ しこうしおう. 

‶ぇくっかぬ きけあくけ しけしすにおけゃぇすぬ ゃかっゃけ, くぇあぇゃ くぇ しすさっかおう <<ゃ ゃっさたくっえ つぇしすう こぇくっかう, う ゃっさくせすぬ けぉさぇすくけ, くぇあぇゃ 
しすさっかおう>>; けすょっかぬくにっ しこうしおう さっしせさしけゃ すぇおあっ きけゅせす ぉにすぬ しゃっさくせすに う ゃけししすぇくけゃかっくに とっかつおけき こけ くぇいゃぇくうの 
こけょさぇいょっかぇ. ‶けかっ «‶けうしお» ゃ ゃっさたくっえ つぇしすう こぇくっかう こけいゃけかはっす そうかぬすさけゃぇすぬ さっしせさしに くぇ けしくけゃっ ゃゃっょっくくけゅけ 
すっおしすぇ. 

� ‶けうしお: ゅかけぉぇかぬくにえ こけうしお さっしせさしけゃ 
� ╋ぇおっすに 

� ╋ぇおっすに, てぇぉかけくに きぇおっすけゃ う こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう きぇおっすけゃ 
� ╊けおぇかぬくにっ さっしせさしに: たさぇくはすしは くぇ おけきこぬのすっさっ おかうっくすぇ Ganz CORTROL  

� [っしせさしに しっさゃっさぇ: いぇゅさせあっくけ し こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ  
� ╉ぇくぇかに: ょかは しっさゃっさけゃ うかう しきってぇくくにっ, っしかう けこちうは «¨ぉなっょうくうすぬ さっしせさしに» ゃおかのつっくぇ ゃ 
しゃけえしすゃぇた こけょおかのつっくうは しっさゃっさぇ 

� ╉ぇさすに * 

� ‶けかぬいけゃぇすっかぬしおうっ おくけこおう * 

* ′っおけすけさにっ さっしせさしに きけゅせす ぉにすぬ くっょけしすせこくに ょかは けこさっょっかっくくにた ゃっさしうえ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは. 

╂かぇゃくけっ けおくけ 

╁ ゅかぇゃくけき けおくっ けすけぉさぇあぇっすしは おけくすっくす, こさっょけしすぇゃかはっきにえ しっさゃっさけき, おけすけさにえ いぇゃうしうす けす ゃにぉさぇくくけえ ゃおかぇょおう. 
‶けょさけぉくにっ しゃっょっくうは け おぇあょけき さっあうきっ しき. ゃ しけけすゃっすしすゃせのとうた さぇいょっかぇた ねすけゅけ ょけおせきっくすぇ. 
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ゾ ┎┏┍┃┒┉┑┄  
╇くそけさきぇちうの け すっおせとっき こさけゅさぇききくけき けぉっしこっつっくうう きけあくけ こさけしきけすさっすぬ くぇ かけおぇかぬくけき おけきこぬのすっさっ 
しかっょせのとうき けぉさぇいけき: ゃ おかうっくすっ Ganz CORTROL こっさっえょうすっ ゃ ゅかぇゃくけっ きっくの, くぇあきうすっ «]こさぇゃおぇ» う ゃにぉっさうすっ «¨ 
こさけゅさぇききっ». 
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ゾ│┏〞┌┇┖┄┌┇┞ ┊┇┕┄┌┆┇┇  

¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ こけしおけかぬおせ こさうかけあっくうっ Ganz CORTROL Client はゃかはっすしは せくうそうちうさけゃぇくくにき 
うくすっさそっえしけき ょかは ゃしった ゃにこせしおけゃ Ganz CORTROL, くっおけすけさにっ そせくおちうう, けこうしぇくくにっ ょぇかっっ, きけゅせす ぉにすぬ 
くっょけしすせこくに ょかは くっおけすけさにた ゃっさしうえ Ganz CORTROL. 

 

╉けゅょぇ おかうっくす Ganz CORTROL こけょおかのつっく お しっさゃっさせ, おけすけさにえ さぇぉけすぇっす しけ しゃけぉけょくけえ かうちっくいうっえ, こさうきっくはのすしは 
しかっょせのとうっ けゅさぇくうつっくうは: 

� きぇおしうきぇかぬくけっ さぇいさってっくうっ ゃうょっけこけすけおぇ - Full HD (1080p) 

� おぇあょけっ こさうかけあっくうっ Ganz CORTROL Client きけあっす ぉにすぬ こけょおかのつっくけ お けょくけきせ ぉっしこかぇすくけきせ しっさゃっさせ けょくけゃさっきっくくけ 
� おぇあょにえ ぉっしこかぇすくにえ しっさゃっさ きけあっす うきっすぬ くっ ぉけかっっ けょくけゅけ けょくけゃさっきっくくけゅけ しけっょうくっくうは し おかうっくすけき Ganz CORTROL 

� くっおけすけさにっ すうこに さっしせさしけゃ ぉせょせす くっょけしすせこくに (くぇこさうきっさ, ゃうょっけ しすっくに, おぇさすに, こけかぬいけゃぇすっかぬしおうっ おくけこおう)  



[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

ダ┍┃┉┊┝┖┄┌┇┞ ┉ ┐┄┏━┄┏┒  
╁っさしうは こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは Ganz CORTROL Server ょけこせしおぇっす きぇおしうきせき 1 (けょくけ) けょくけゃさっきっくくけっ 
こけょおかのつっくうっ お しっさゃっさせ;  
おかうっくす Ganz CORTROL きけあっす すぇおあっ けょくけゃさっきっくくけ こけょおかのつぇすぬしは お けょくけきせ しっさゃっさせ Ganz CORTROL Server. 

‶さうかけあっくうっ Ganz CORTROL Client こけ せきけかつぇくうの しけょっさあうす かけおぇかぬくけっ しけっょうくっくうっ し しっさゃっさけき. ╄しかう ゃに 
たけすうすっ こけょおかのつうすぬしは お せょぇかっくくけきせ しっさゃっさせ, ゃにこけかくうすっ しかっょせのとうっ ょっえしすゃうは. 

╁にぉっさうすっ さぇいょっか «]けっょうくっくうっ» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう, つすけぉに けすおさにすぬ ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ. 

′ぇあきうすっ おくけこおせ «〉ょぇかうすぬ» ゃ こさぇゃけき ゃっさたくっき せゅかせ, つすけぉに せょぇかうすぬ しせとっしすゃせのとっっ (こけ せきけかつぇくうの ねすけ 
かけおぇかぬくけっ) こけょおかのつっくうっ お しっさゃっさせ. ′ぇあきうすっ おくけこおせ «+ ╃けぉぇゃうすぬ しっさゃっさ», つすけぉに しけいょぇすぬ くけゃけっ 
こけょおかのつっくうっ お しっさゃっさせ う いぇこけかくうすっ こぇさぇきっすさに こけょおかのつっくうは. 

©2017. CBC AMERICAS, Corp. В┐┄ ┎┏〞━〞 ┆〞┘┇┘┄┌┚. 
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ぞíïöëÜú¡í だäóïíÖóñ げÖíчñÖóñ äÜ 
Ü½Ü¿чíÖó0 

げíÇÜ¿ÜçÜ¡ ïñëçñëí だäëñÑñ¿　ñ½Üñ äÜ¿á£Üçíöñ¿ñ½ ó½　 ïñëçñëí 
 

でñëçñë #N 

IP-íÑëñï ïñëçñëí ずÜ¡í¿áÖ▲ú / ごÖöñëÖñö-IP-íÑëñï ó¿ó ó½　 êÜïöí îñ¿ñçÜÇÜ ïñëçñëí ずÜ¡í¿áÖ▲ú êÜïö 

ぢÜëö ïñëçñëí  
TCP-äÜëö Ñ¿　 ÜÑí¿ñÖÖÜÇÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 
 60554

ご½　 äÜ¿á£Üçíöñ¿　 ご½　 ÜôñöÖÜú £íäóïó äÜ¿á£Üçíöñ¿　 Ñ¿　 ÜÑí¿ñÖÖÜÇÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó　 
 

んÑ½óÖóïöëíöÜë 

ぢÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óú äíëÜ¿á 
ぢíëÜ¿á Ñ¿　 äëñÑÜïöíç¿ñÖÖÜÇÜ äëÜâó¿　 äÜ¿á£Üçíöñ¿　 
 Д äÜïöÜú ]

づñ¢ó½ ½ÖÜÇÜíÑëñïÖÜú 
äñëñÑíôó 

ぢëóÖ　öóñ ½ÖÜÇÜíÑëñïÖ▲ê äÜöÜ¡Üç ï îñ¿ñçÜÇÜ ïñëçñëí 
 

だö¡¿0ôñÖÜ
だßéñÑóÖóöá ëñïÜëï▲ ぞñ ÜöÜßëí¢íöá óïêÜÑÖ▲ú ïñëçñë Ñ¿　 ÑÜïöÜäí ¡ ëñïÜëïí½; äñëñïöíÖÜç¡í 

ëñïÜëïÜç ïñëçñëí (Ñ¿　 Öñï¡Ü¿á¡óê ïñëçñëÜç)
だö¡¿0ôñÖÜ 

■ T. 』すけぉに ゃに きけゅかう うしこけかぬいけゃぇすぬ きくけゅけぇょさっしくにえ さっあうき, けく ょけかあっく ぉにすぬ ゃおかのつっく くぇ しすけさけくっ しっさゃっさぇ 
つっさっい GanzCORTROLConsole. ╉さけきっ すけゅけ, きくけゅけぇょさっしくにえ すさぇそうお ょけかあっく ぉにすぬ さぇいさってっく くぇ ゃしっき しっすっゃけき 
けぉけさせょけゃぇくうう くぇ こせすう けす ゃぇてっゅけ しっさゃっさぇ お おかうっくすせ GanzCORTROL. 

‶けしかっ けおけくつぇくうは, くぇあきうすっ おくけこおせ «]けたさぇくうすぬ». ]けいょぇくくけっ しけっょうくっくうっ し しっさゃっさけき こけはゃうすしは ゃ しこうしおっ ねかっきっくすけゃ, 
う おかうっくす Ganz CORTROLこけこにすぇっすしは くっきっょかっくくけ せしすぇくけゃうすぬ しけっょうくっくうっ. 

ゑ äëóçñÑñÖÖÜú Öó¢ñ öíß¿óîñ ïÜÑñë¢íöï　 ïçñÑñÖó　 Ü ÑÜïöÜäÖ▲ê äíëí½ñöëíê 



ヂ┒┉┍━┍┃┐┑━┍ ┎┍┊┛┆┍━〞┑┄┊┞ Ganz 
CORTROL 

╁にぉっさうすっ しっさゃっさ, とっかおくせゃ くぇ くっゅけ ゃ しこうしおっ ねかっきっくすけゃ う くぇあきうすっ «‶けょおかのつうすぬしは», つすけぉに (こけゃすけさくけ) せしすぇくけゃうすぬ 
しけっょうくっくうっ し ゃにぉさぇくくにき しっさゃっさけき. [っしせさしに しっさゃっさぇ ぉせょせす ぇゃすけきぇすうつっしおう けすけぉさぇあぇすぬしは くぇ かっゃけえ こぇくっかう. 

 
′ぇあきうすっ «¨すおかのつうすぬしは» ゃ ねすけき あっ ょうぇかけゅけゃけき けおくっ, つすけぉに ゃにえすう うい ゃにぉさぇくくけゅけ しっさゃっさぇ.  

©2017. CBC AMERICAS, Corp. В┐┄ ┎┏〞━〞 ┆〞┘┇┘┄┌┚. 
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[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

ゼ〞┐┑┏┍┈┉┇ ┎┏┇┊┍┅┄┌┇┞ 

′ぇしすさけえおう こさうかけあっくうは ょけしすせこくに つっさっい ゅかぇゃくけっ きっくの, こせすёき くぇあぇすうは おくけこけお «‶さぇゃおぇ» ->«′ぇしすさけえおう», う けくう 
けたゃぇすにゃぇのす ゃしっ くぇしすさぇうゃぇっきにっ こぇさぇきっすさに ゅさぇそうつっしおけゅけ うくすっさそっえしぇ こさけゅさぇききに. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ 
こぇさぇきっすさに いょっしぬ けこさっょっかっくに ょかは ゃしっゅけ こさうかけあっくうは う くっ きけゅせす ぉにすぬ せしすぇくけゃかっくに けすょっかぬくけ ょかは ねおいっきこかはさけゃ 
こさうかけあっくうえ う / うかう けすょっかぬくにた きぇおっすけゃ, おぇくぇかけゃ う す. ょ. 

¨ぉとうっ 

╁ こさうゃっょっくくけえ くうあっ すぇぉかうちっ しけょっさあうすしは こけょさけぉくけっ けこうしぇくうっ おぇあょけえ くぇしすさけえおう.

′ぇしすさけえおぇ  ¨こうしぇくうっ  ╆くぇつっくうっ こけ 
せきけかつぇくうの 

でÜêëíÖ　öá óïêÜÑÖÜñ ïÜÜöÖÜüñÖóñ ïöÜëÜÖ 
 

でÜêëíÖ　öá óïêÜÑÖ▲ñ äëÜäÜëîóó ó£Üßëí¢ñÖó　; ¡ÜÇÑí ç¡¿0ôёÖ 
ëñ¢ó½ OFF, ó£Üßëí¢ñÖóñ ßÜÑñö ëíïö　ÖÜöÜ, ôöÜß▲ £íäÜ¿Öóöá 
Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí 

だö¡¿0ôñÖÜ 

づñ¢ó½ ~¡ï¡¿0£óçÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 
 

だäëñÑñ¿　ñö, äëó½ñÖ　ñöï　 ¿ó ëñ¢ó½ ~¡ï¡¿0£óçÖÜÇÜ 
óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Ñ¿　 çïñê ½ÜÖóöÜëÜç ó¿ó öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 Üö¡ë▲ö▲ê ç 
ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ~¡£ñ½ä¿　ëÜç äëó¿Ü¢ñÖó　; ëñ¢ó½ «ゑïñ 
½ÜÖóöÜë▲» äëóÖÜÑóöñ¿áÖÜ £íäÜ¿Ö　ñö çïñ ~¡ëíÖ▲ ÑÜôñëÖó½ó 
~¡£ñ½ä¿　ëí½ó äëó¿Ü¢ñÖó　 GКЧг CORTROL ClТОЧtäëó ç¡¿0ôñÖóó 
ëñ¢ó½í ~¡ï¡¿0£óçÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　; ëñ¢ó½ ТÜ¿á¡Ü Üт¡р▲т▲е 
~¡раÖ▲ ßÜÑñö äÜ-äëñ¢Öñ½Ü Üßñïäñôóçíöá ÑÜïöÜä ¡ âÜÖÜçÜ½Ü 
äëó¿Ü¢ñÖó0 / ÑÜïöÜä ¡ Oで ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ôñëñ£ ~¡ëíÖ▲, Öí 
¡ÜöÜë▲ê Öñ £íäÜàñÖ ¡¿óñÖö GКЧг CORTROL 

どÜ¿á¡Ü 
Üö¡ë▲ö▲ñ 
~¡ëíÖ▲ 

ぢíëÜ¿á ç ëñ¢ó½ñ ~¡ï¡¿0£óçÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ぢÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óú äíëÜ¿á Ñ¿　 ëí£ß¿Ü¡óëÜç¡ó ~¡ï¡¿0£óçÖ▲ê ó 
£íß¿Ü¡óëÜçíÖÖ▲ê ëñ¢ó½Üç äëó¿Ü¢ñÖóú 

ДÜöïÜöïöçÜñö] 

づñ¢ó½ £íäÜï¡í äëó¿Ü¢ñÖó　 
 

ぢÜ£çÜ¿　ñö £íäÜï¡íöá äëó¿Ü¢ñÖóñ ç Ü¡í£íÖÖÜ½ ëñ¢ó½ñ 
(£íß¿Ü¡óëÜçíÖÜ / óï¡¿0ôñÖÜ / Üßí / Öñö); ëñÇÜ¿　ëÖ▲ú = Öñö 
ïäñîóí¿áÖÜÇÜ ëñ¢ó½í 

ëñÇÜ¿　ëÖ▲ú 

がñúïöçó　 äëó ßñ£Ññúïöçóó óÖöñëí¡öóçÖÜÇÜ 
äÜ¿á£Üçíöñ¿　 

ぢñëñÜäëñÑñ¿　ñö ó¿ó ëí£ëñüíñö ~¡ëíÖÖÜ0 £íïöíç¡Ü Oで 
 

でóïöñ½Ö▲ñ 
ÖíïöëÜú¡ó 

©2017. CBC AMERICAS, Corp. В┐┄ ┎┏〞━〞 ┆〞┘┇┘┄┌┚. 
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[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

′ぇかけあっくうっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ 

╁に きけあっすっ くぇいくぇつうすぬ けすょっかぬくにっ くぇしすさけえおう ょかは おぇあょけゅけ ねかっきっくすぇ くぇかけあっくうは. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ 
くっいぇゃうしうきけ けす こぇさぇきっすさけゃ こさうかけあっくうは くっおけすけさにっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは くっ けすけぉさぇあぇのすしは, っしかう 
しけけすゃっすしすゃせのとっっ ょっえしすゃうっ くっょけしすせこくけ ょかは ちっかっゃけゅけ せしすさけえしすゃぇ, くぇこさうきっさ, ねかっきっくす せこさぇゃかっくうは きゅくけゃっくくにき 
ゃけしこさけういゃっょっくうっき くっ けすけぉさぇあぇっすしは, っしかう くっす ぇさたうゃぇ. ╃けしすせこくに しかっょせのとうっ けこちうう: 

� Always ON: ╁しっゅょぇ ╁╉╊: ゃしっゅょぇ こけおぇいにゃぇすぬ ねかっきっくす くぇかけあっくうは 

� ON if selected: � ╁╉╊, っしかう ゃにぉさぇくけ: けすけぉさぇあぇすぬ すけかぬおけ ねかっきっくす, おけゅょぇ ゃにぉさぇくけ けおくけ こさけしきけすさぇ 
� Always OFF: くうおけゅょぇ くっ けすけぉさぇあぇすぬ ねかっきっくす 

╃かは ゃぇてっゅけ せょけぉしすゃぇ ゃういせぇかぬくにっ ねかっきっくすに くぇかけあっくうは こさけしきぇすさうゃぇのすしは ゃ かっゃけえ つぇしすう おぇあょけえ くぇしすさけえおう. 

©2017. CBC AMERICAS, Corp. В┐┄ ┎┏〞━〞 ┆〞┘┇┘┄┌┚. 
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ぞíïöëÜú¡í だäóïíÖóñ げÖíчñÖóñ äÜ 
Ü½Ü¿чíÖó0 

だßàí　 Э¿ñ½ñÖö▲, ÜöÜßëí¢íñ½▲ñ ç çñëêÖñ½ ¿ñçÜ½ ÜÇ¿Ü:  げíÇÜ¿ÜçÜ¡ (Öí£çíÖóñ ÜïöëÜúïöçí ó¿ó ëñïÜëïí)  げí¡ë▲öá (~¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　, äÜ£çÜ¿　0àóú £í¡ë▲öá 
öñ¡Üàóú äÜöÜ¡ ó ÜïçÜßÜÑóöá Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí)  ゐ¿Ü¡óëÜç¡í (~¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　, äÜ£çÜ¿　0àóú 
£íß¿Ü¡óëÜçíöá äÜöÜ¡ ç öñ¡Üàñ½ Ü¡Öñ äëÜï½Üöëí, ôöÜ 
Ññ¿íñö ñÇÜ ÖñÜ　£çó½▲½ Ñ¿　 çïä¿▲çí0àóê Ü¡ÜÖ)  ぢÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óñ ¡ÖÜä¡ó 

 

ゑïñÇÑí ゑとず 

 
ぢÜ¡í£íöá ïöíöÜï 
 

がíÖÖ▲ñ ÜöÜßëí¢í0öï　 ç Öó¢Öñ½ ¿ñçÜ½ ÜÇ¿Ü Ü¡Öí äëÜï½Üöëí:  げíäóïá Öí Ñóï¡ (ïöíöÜï £íäóïó)  だßÖíëÜ¢ñÖóñ Ñçó¢ñÖó　 (Öí¿óôóñ Ñçó¢ñÖó　)  づí£ëñüñÖóñ çóÑñÜ (ëí£½ñë ó£Üßëí¢ñÖó　)  で¢íöóñ çóÑñÜ (äÜöÜ¡Üç▲ú çóÑñÜ¡ÜÑñ¡)  ゑóÑñÜ FPS (ï¡ÜëÜïöá äñëñÑíôó ¡íÑëÜç)  ゐóöëñúö çóÑñÜ (¡Ü¿óôñïöçÜ ÑíÖÖ▲ê, ßóö ç ïñ¡ÜÖÑÜ) 
 

 
 

ゑとず, ñï¿ó ç▲ßëíÖÜ 

Э¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 ~¡ëíÖÜ½ Э¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　, ÜöÜßëí¢íñ½▲ñ ç Öó¢Öñ½ äëíçÜ½ ÜÇ¿Ü Ü¡Öí 
äëÜï½Üöëí:  ぜÇÖÜçñÖÖÜñ çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ (ëñ¢ó½ äñëñ¡¿0ôñÖó　)  ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á PTГ (PTГ ó äëñÑÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ 

Üäëíç¿ñÖó　 ç ëñ¢ó½ñ ゑとず / ゑЫとず)   ばäëíç¿ñÖóñ PTГ (çóëöÜí¿áÖí　 ïâñëí PTГ) 
 ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á DТРТtКlPTГToРРlО (DPTГ ゑとず/ゑЫとず) 
 ぴóâëÜç▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 PTГ (Öí¿Ü¢ñÖóñ 

îóâëÜçÜÇÜ ½íïüöíßóëÜçíÖó　)  ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á ïñö¡ó ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　 (ゑとず / 
ゑЫとず ïñö¡ó MD)  ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á ëñ¢ó½í ç¿Ü¢ñÖÖ▲ê äÜöÜ¡Üç ÑíÖÖ▲ê 
(äñëñ¡¿0ôñÖóñ ÜöÜßëí¢íñ½ÜÇÜ äÜöÜ¡í: ÜïÖÜçÖÜú / ïÜß / 
íçöÜ½íöóôñï¡óú)  ぢÜÑÑñë¢óçíöá ïÜÜöÖÜüñÖóñ ïöÜëÜÖ (íçöÜ / £í¿óç¡í / 
ÜëóÇóÖí¿)  Э¡ïäÜëöóëÜçíöá ïÖó½Ü¡ (ïÜêëíÖóöá ¡íÑë ç ßóß¿óÜöñ¡Ü)  がÜßíç¿ñÖóñ £í¡¿íÑ¡ó äÜ¿á£Üçíöñ¿　 (ïÜ£ÑíÖóñ £í¡¿íÑ¡ó ó 
ÑÜßíç¿ñÖóñ ññ çÜ çëñ½ñÖÖÜ0 ü¡í¿Ü)  OutputAuНТoToРРlО (Üäëíç¿ñÖóñ £çÜ¡Ü½ Öí ç▲êÜÑñ)  IЧputAuНТoToРРlО (çêÜÑÖÜñ íÜÑóÜ ゑとず / ゑЫとず)  ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á äíÖñ¿ó ÜçñÑÜ½¿ñÖóú (ON / OFF)  ぢíÖñ¿á ÜçñÑÜ½¿ñÖóú (Öí¿óôóñ äíÖñ¿ó) 

 

ゑとず, ñï¿ó ç▲ßëíÖÜ, 
¡ëÜ½ñ ~¿ñ½ñÖöÜç 
Üäëíç¿ñÖó　 PTГ 

Э¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 PTГ Э¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 äíÖÜëí½óëÜçíÖóñ½, Öí¡¿ÜÖÜ½ ó £Ü½Ü½:  ばäëíç¿ñÖóñ PTГ (ç¡¿0ôñÖóñ / ç▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó PTГ 
Öñ£íçóïó½Ü Üö Öí¿óôó　 HUD)  PTГHUD (çóëöÜí¿áÖí　 ïâñëí PTГ)  ぢÜ¿£ÜÖÜ¡ ÑóíâëíÇ½▲ (ÑóíâëíÇ½í Üö¡ë▲öí / £í¡ë▲öí)  ぢÜ¿£ÜÖÜ¡ âÜ¡ÜïóëÜç¡ó (ëÜôÖí　 âÜ¡ÜïóëÜç¡í)  ぢÜ¿£ÜÖÜ¡ ½íïüöíßóëÜçíÖó　 (Üçñ¿óôñÖóñ / Ü½ñÖáüñÖóñ 
½íïüöíßí)  ぢíÖñ¿á PTГ (Ü¿ÜôüñÖÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 PTГ: 
äëñïñö▲, öÜë▲) 

 

ゑとず, ñï¿ó ç▲ßëíÖÜ 

だßÖíëÜ¢ñÖóñ Ñçó¢ñÖó　 ぢÜ¡í£íöá Öí¿Ü¢ñÖóñ ïñö¡ó Ññöñ¡öÜëí Ñçó¢ñÖó　 
 

ゑïñÇÑí ゑЫとず 



[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

ぎï¿ó ç▲ ÜïöíÖÜçóöñ £ÖíôñÖóñ ゑïñÇÑí ゑЫとずÑ¿　 äíëí½ñöëí PTГ CoЧtrol, çí½ ÖñÜßêÜÑó½Ü óïäÜ¿á£Üçíöá ~¿ñ½ñÖö 
Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ äñëñ¡¿0ôíöñ¿　 PTГ, ôöÜß▲ ç¡¿0ôóöá âÜÖ¡îó0 PTГ ç ëñ¢ó½ñ äëÜï½Üöëí ç ëñí¿áÖÜ½ çëñ½ñÖó. 
ぎï¿ó ç▲ öí¡¢ñ Üö¡¿0ôóöñ äÜÖ¡ö äñëñ¡¿0ôñÖó　 PTГ, Ü äÜ¿á£Üçíöñ¿　 Öñ ßÜÑñö ÑÜïöÜäí ¡ PTГ ó£ Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí. 

ゐóß¿óÜöñ¡í

 
¨こさっょっかうすっ きっしすけこけかけあっくうっ こけ せきけかつぇくうの ょかは しくうきおけゃ う ねおしこけさすうさせっきけゅけ ゃうょっけ ょかは しけたさぇくっくうは. ╇したけょくけっ 
きっしすけこけかけあっくうっ こけ せきけかつぇくうの 
 C:\Users\<Windows_user>\Documents\Ganz CORTROL Client 
 
Эおしこけさす きけきっくすぇかぬくにた しくうきおけゃ  

〉しすぇくけゃうすっ しゃけえしすゃぇ そぇえかぇ ょかは ねおしこけさすうさけゃぇくくにた しくうきおけゃ. ╁ こさうゃっょっくくけえ くうあっ すぇぉかうちっ しけょっさあうすしは こけょさけぉくけっ 
けこうしぇくうっ おぇあょけえ くぇしすさけえおう.

ぞíïöëÜú¡í 
 

だäóïíÖóñ 
 

げÖíчñÖóñ äÜ 
Ü½Ü¿чíÖó0 

ご½　 âíú¿í ïÖó½¡í 
 

ご½　 âíú¿í Ñ¿　 ~¡ïäÜëöóëÜçíÖÖ▲ê ïÖó½¡Üç JPEG; $ (ぢñëñ½ñÖÖ▲ñ) óïäÜ¿á£Ü0öï　 
Ñ¿　 íçöÜ½íöóôñï¡óê çëñ½ñÖÖ▲ê ½ñöÜ¡ 
 

ぞíßÜë 
äñëñ½ñÖÖ▲ê 
 

とíôñïöçÜ JPEG 
 

とíôñïöçÜ ó£Üßëí¢ñÖó　, Üö 1 ÑÜ 100% 
 

60 

ゑïñÇÑí óïäÜ¿á£Üçíöá 
äíëí½ñöë▲ ~¡ïäÜëöí ïÖó½¡Üç 
 

ぎï¿ó ç▲ßëíÖ äíëí½ñöë «ゑ¡¿0ôñÖÜ», Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç▲üñ ÖíïöëÜú¡ó ßÜÑÜö 
óïäÜ¿á£Üçíöáï　 Ñ¿　 çïñê ïÖó½¡Üç, ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ Ü äÜ¿á£Üçíöñ¿　 ßÜÑÜö 
£íäëíüóçíöá óê ¡í¢Ñ▲ú ëí£ 

ゑ¡¿0ôñÖÜ 
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[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

Эおしこけさす ゃうょっけ 

〉しすぇくけゃうすっ しゃけえしすゃぇ そぇえかぇ ょかは ねおしこけさすうさけゃぇくくにた ゃうょっけおかうこけゃ. ╁ こさうゃっょっくくけえ くうあっ すぇぉかうちっ しけょっさあうすしは こけょさけぉくけっ 
けこうしぇくうっ おぇあょけえ くぇしすさけえおう.
ぞíïöëÜú¡í 
 

だäóïíÖóñ 
 

げÖíчñÖóñ äÜ 
Ü½Ü¿чíÖó0 

ぞí£çíÖóñ çóÑñÜâíú¿í 
 

ご½　 âíú¿í Ñ¿　 ~¡ïäÜëöóëÜñ½ÜÇÜ çóÑñÜ; $ (ぢñëñ½ñÖÖ▲ñ) óïäÜ¿á£Ü0öï　 
Ñ¿　 íçöÜ½íöóôñï¡óê çëñ½ñÖÖ▲ê üöí½äÜç 

ぞíßÜë äñëñ½ñÖÖ▲ê 
 

どóä çóÑñÜç▲êÜÑí ゑ▲ßÜë ½ñ¢ÑÜ AVI, MP4 ó ïñëóñú ¡íÑëÜç. AVI 

で¢íöóñçóÑñÜ 
 

でÜêëíÖ　úöñ ï¢íöóñ ÜëóÇóÖí¿í ó¿ó óïäÜ¿á£Üúöñ Üß▲ôÖÜ0 ïóïöñ½Ü ï¢íöó　 
ÑíÖÖ▲êJPEG. が¿　 ïñëóó ¡íÑëÜç ÑÜïöÜäÖÜ öÜ¿á¡Ü Üß▲ôÖÜñ ï¢íöóñ, í Ñ¿　 
MP4 - ½Ü¢ÖÜ ç▲ßëíöá öÜ¿á¡Ü ÜëóÇóÖí¿áÖÜñ ï¢íöóñ. 
 

だëóÇóÖí¿ 
 

づí£ëñüñÖóñ 
 

ゑ▲ßÜë ½ñ¢ÑÜ äÜ¿Ö▲½ ó ôñöçñëöÖ▲½ ÜëóÇóÖí¿áÖ▲½ ëí£ëñüñÖóñ½, ñï¿ó 
óïäÜ¿á£Üñöï　 Üß▲ôÖÜñ ï¢íöóñ 

ぢÜ¿ÖÜñ 

でÜßöóöë▲ 
 

ゑ¡¿0ôóöá ¢ñïö¡óñ ÜßéñÑóÖёÖÖ▲ñ (AVI, ïñëó　 ¡íÑëÜç) ó¿ó ½　Ç¡óñ (MP4) 
ïÜßöóöë▲ Ñ¿　 ~¡ïäÜëöóëÜñ½ÜÇÜ çóÑñÜ 

だö¡¿0ôñÖÜ 

ゑïñÇÑí óïäÜ¿á£Üçíöá äíëí½ñöë▲ 
~¡ïäÜëöí íëêóçí 
 

ぎï¿ó ç▲ßëíÖ äíëí½ñöë «ゑ¡¿0ôñÖÜ», Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç▲üñ ÖíïöëÜú¡ó ßÜÑÜö 
óïäÜ¿á£Üçíöáï　 Ñ¿　 çïñê ïÖó½¡Üç, ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ Ü äÜ¿á£Üçíöñ¿　 
ßÜÑÜö £íäëíüóçíöá óê ¡í¢Ñ▲ú ëí£ 

ゑ¡¿0ôñÖÜ 
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[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

ヂ〞┆┃┄┊ LiveView  

‶っさっえょうすっ くぇ ゃおかぇょおせ «Live» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう, つすけぉに こっさっおかのつうすぬしは くぇ こさはきけえ ゃうょっけきけくうすけさうくゅ (ゃ さっぇかぬくけき 
ゃさっきっくう). 

′ぇ かっゃけえ こぇくっかう けすけぉさぇあぇのすしは さっしせさしに こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ: てぇぉかけくに きぇおっすけゃ, きぇおっすに, おぇくぇかに, おぇさすに う 
こけかぬいけゃぇすっかぬしおうっ おくけこおう, いぇゅさせあっくくにっ し くぇしすさけっくくにた しっさゃっさけゃ. 

� ‶けうしお: ゅかけぉぇかぬくにえ こけうしお さっしせさしけゃ 
� ╋ぇおっすに う けぉさぇいちに きぇおっすけゃ  

� ╊けおぇかぬくにっ さっしせさしに: たさぇくはすしは くぇ おけきこぬのすっさっ GanzCORTROL Client 

� [っしせさしに しっさゃっさぇ: いぇゅさせあっくけ し こけょおかのつっくくけゅけ しっさゃっさぇ (-けゃ) 

� ╉ぇくぇかに: ょかは しっさゃっさぇ うかう しきってぇくくにっ, っしかう けこちうは «¨ぉなっょうくうすぬ さっしせさしに» ゃおかのつっくぇ ゃ しゃけえしすゃぇた 
こけょおかのつっくうは お しっさゃっさせ 

� ╉ぇさすに * 

� ‶けかぬいけゃぇすっかぬしおうっ おくけこおう * 

* ′っおけすけさにっ さっしせさしに きけゅせす ぉにすぬ くっょけしすせこくに ょかは けこさっょっかっくくにた ゃっさしうえ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは. 

╁ いぇゃうしうきけしすう けす すうこぇ さっしせさしぇ ゃに きけあっすっ とっかおくせすぬ う / うかう こっさっすぇとうすぬ ねかっきっくすに. ‶けょさけぉくにっ しゃっょっくうは けぉ
うしこけかぬいけゃぇくうう う せこさぇゃかっくうう おぇあょにき うい ねすうた さっしせさしけゃ しき. ゃ しけけすゃっすしすゃせのとうた さぇいょっかぇた くぇしすけはとっゅけ させおけゃけょしすゃぇ.

╁ きっくの «╋ぇおっすに» しかっゃぇ ゃにぉっさうすっ くせあくにえ てぇぉかけく きぇおっすぇ う こっさっすぇとうすっ っゅけ ゃ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ. ╆ぇすっき 
こっさっすぇとうすっ おぇくぇかに し くせあくけゅけ しっさゃっさぇ ゃ こせしすにっ しかけすに, うしこけかぬいせは さぇいょっか きっくの «╉ぇくぇかに» しかっゃぇ. ╁に きけあっすっ 
しけたさぇくうすぬ すっおせとうえ きぇおっす, うしこけかぬいせは おくけこおせ «]けたさぇくうすぬ きぇおっす» ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ; けく しすぇくっす ょけしすせこくにき ゃ 
しこうしおっ きぇおっすけゃ しかっゃぇ こけょ うきっくっき ちっかっゃけゅけ しっさゃっさぇ. [はょけき し くうき っしすぬ おくけこおぇ, おけすけさぇは きけあっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは ょかは 
ぇゃすけきぇすうつっしおけゅけ けぉくぇさせあっくうは ねおさぇくけゃ, つすけ けしけぉっくくけ こけかっいくけ ゃ しうしすっきぇた し くっしおけかぬおうきう きけくうすけさぇきう. 

【ぇぉかけくに きぇおっすけゃ きけゅせす ぉにすぬ ゃにぉさぇくに かうぉけ うい かけおぇかぬくにた てぇぉかけくけゃ こけ せきけかつぇくうの, かうぉけ うい てぇぉかけくけゃ きぇおっすぇ 
しっさゃっさぇ. ‶けしかっょくうっ きけゅせす ぉにすぬ しけいょぇくに くぇ せおぇいぇくくけき しっさゃっさっ し こけきけとぬの こさうかけあっくうは せこさぇゃかっくうは Ganz
CORTROL Console. 
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[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

ご½　 ¡í½ñë▲ ÜöÜßëí¢íñöï　 ç çñëêÖñ½ ¿ñçÜ½ ÜÇ¿Ü ¡í¢ÑÜÇÜ ¡íÖí¿í; öñ¡Üàññ çëñ½　 ÜïöëÜúïöçí äÜ　çóöï　 ç çñëêÖñ½ äëíçÜ½ 
ÜÇ¿Ü. 
ぞí¢½óöñ ¿0ßÜñ ó£Üßëí¢ñÖóñ ç ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó, ôöÜß▲ ÜöÜßëí£óöá ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ äíëí½ñöë▲ Ñ¿　 ¡íÖí¿í ó 
ß▲ïöë▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　. ぢíëí½ñöë▲ Öí¿Ü¢ñÖó　 ½Ü¢ÖÜ ó£½ñÖóöá ï äÜ½Üàá0 ÖíïöëÜñ¡ äëó¿Ü¢ñÖó　. ぢÜ 
Ü½Ü¿ôíÖó0 ~öÜ: 

� ゑñëêÖóú ¿ñç▲ú: Üßàóñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 çóÑÜçÜÇÜ ~¡ëíÖí  
� Б - £í¡ë▲öá äÜöÜ¡ ç ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó ó ïçÜßÜÑÖÜ0 Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí- ÑÜïöÜäÖÜ ï ç▲ßÜëÜ½ ó¿ó 

ßñ£ ç▲ßÜëí Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí 
� ïöíöÜï ß¿Ü¡óëÜç¡ó Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí: ëí£ß¿Ü¡óëÜçíÖí (äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0) ó¿ó £íß¿Ü¡óëÜçíÖí; づí£ß¿Ü¡óëÜçíÖí 

Ü£Öíôíñö, ôöÜ Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí ½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 çïä¿▲çí0àóê Ü¡ÜÖ ¡íëö▲ / ¡í½ñë▲ 
� Öí£çíÖóñ ¡í½ñë▲  
� äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡í　 ¡ÖÜä¡í, ñï¿ó Öí£ÖíôñÖí 

� ゑñëêÖóú äëíç▲ú: öñ¡Üàññ çëñ½　 Öí ïñëçñëñ, ï ¡ÜöÜëÜÇÜ Üöäëíç¿　ñöï　 ÜïöëÜúïöçÜ 
� ぞó¢Öóú ¿ñç▲ú: Ññöí¿ó äÜöÜ¡í 

� ïöíöÜï £íäóïó: Б = Öñ £íäóï▲çíñöï　, ¢ñ¿öí　 ïöëñ¿¡í = £íäóïá 
� ïöíöÜï Ññöñ¡öÜëí Ñçó¢ñÖó　: Ñçó¢ñöï　 = Ñçó¢ñÖóñ äëóïÜöïöçÜñö, ïöÜóö ÖñäÜÑçó¢ÖÜ = Ñçó¢ñÖóñ Öñ ÜßÖíëÜ¢ñÖÜ
� çóÑñÜ¡ÜÑñ¡ ç äÜöÜ¡ñ 
� ëí£ëñüñÖóñ ó£Üßëí¢ñÖó　, ïÜ¡ëíàñÖÖÜñ 
� ôíïöÜöí ¡íÑëÜç ç äÜöÜ¡ñ, FPS 
� ßóöëñúö äÜöÜ¡í, とßíúö / ï ó¿ó ぜßíúö / ï 

� ぞó¢Öóú äëíç▲ú: ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　; ç¡¿0ôñÖÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ ç▲Ññ¿ñÖ▲ ¢ñ¿ö▲½ îçñöÜ½ 
� ½ÇÖÜçñÖÖÜñ çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ (ÖñÑÜïöÜäÖÜ, ñï¿ó Öñö £íäóïñú) 
� PTГ äñëñ¡¿0ôíöñ¿á: PTГ HUD  Öó¢Ö　　 äíÖñ¿á ゑとず/ ゑЫとず 
� äñëñ¡¿0ôíöñ¿á DPTГ  
� ïñö¡í Ñçó¢ñÖó　 ゑとず / ゑЫとず  
� çêÜÑÖÜñ íÜÑóÜ ゑとず/ゑЫとず (ñï¿ó ç¡¿0ôñÖÜ ó äÜÑÑñë¢óçíñöï　 óÖöñÇëíîóñú ¡í½ñë▲ / äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ 
ÜßñïäñôñÖó　) 
� КuНТo OUT: Öí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ ½ó¡ëÜâÜÖ, ôöÜß▲ ÇÜçÜëóöá (Üäëíç¿ñÖóñ ÑÜïöÜäÖÜ öÜ¿á¡Ü ç 
öÜ½ ï¿Üôíñ, ñï¿ó âÜÖ¡îó　 äÜÑÑñë¢óçíñöï　 óÖöñÇëíîóñú ¡í½ñë▲ / äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　) 
� ç¿Ü¢ñÖÖ▲ú äÜöÜ¡ ÑíÖÖ▲ê: íçöÜ / ÜïÖÜçÖÜú / äÜÑäÜöÜ¡  
� ïÜÜöÖÜüñÖóñ ïöÜëÜÖ (íçöÜ / ëíïö　ÖÜöá, ôöÜß▲ £íäÜ¿Öóöá Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí / ÜëóÇóÖí¿) 
� äñëñ¡¿0ôíöñ¿á äíÖñ¿ó ÜçñÑÜ½¿ñÖóú 
� ~¡ïäÜëö ½Ü½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ïÖó½¡í ç ßóß¿óÜöñ¡Ü 

� ゑÖó£Ü: ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　  PTГ 
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[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL

� ‶さっょゃぇさうすっかぬくにっ せしすぇくけゃおう 

� ╋ぇさてさせすに 

� HUD (Heads Up Display) ╁╉╊/╁Ы╉╊� 

ぴñÖöë:  ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは PTZ HUD  

� ]すさっかおう こけゃけさけすぇ う くぇおかけくぇ 
� ‶けかいせくけお きぇしてすぇぉうさけゃぇくうは 

� ‶けかいせくけお ょうぇそさぇゅきに 

� ‶けかいせくけお そけおせしうさけゃおう 

╁ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ しっおちうう こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう しけょっさあぇすしは ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ょかは くぇしすさけえおう 
くっしおけかぬおうた きけくうすけさけゃ う ゃうょっけしすっく. 
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ゼ〞┊┍┅┄┌┇┄ ┍─┊〞┐┑┇ ┎┏┍┐┋┍┑┏〞 

╉ぇあょけっ ゃうょっけ, けすけぉさぇあぇっきけっ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう, こけきっとぇっすしは ゃ «しかけす», つぇしすぬ きぇおっすぇ, くぇいにゃぇっきけえ 
けぉかぇしすぬの こさけしきけすさぇ. ╁ ょけこけかくっくうっ お しぇきけきせ ういけぉさぇあっくうの, けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ しけょっさあうす こけょさけぉくせの 
うくそけさきぇちうの け ゃうょっけこけすけおっ, ぇ すぇおあっ くっしおけかぬおけ ぉにしすさにた ねかっきっくすけゃ せこさぇゃかっくうは. Эすう ねかっきっくすに こっさっおさにゃぇのす 
ゃうょっけこけすけお, つすけ けいくぇつぇっす, つすけ そぇおすうつっしおけっ ゃうょっけ くっ しけょっさあうす うた, う けくう しせとっしすゃせのす すけかぬおけ おぇお つぇしすぬ うかう 
ゅさぇそうつっしおうえ うくすっさそっえし こけかぬいけゃぇすっかは ょかは せかせつてっくうは ゃいぇうきけょっえしすゃうは し こけかぬいけゃぇすっかっき. 

LiveView 

╁ さっあうきっ LiveView(«あうゃけゅけ» こさけしきけすさぇ) ょけしすせこくに しかっょせのとうっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき: 
� ╁っさたくうえ かっゃにえ: けぉとうっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ゃうょけゃけゅけ ねおさぇくぇ 

� X - いぇおさにすぬ こけすけお ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう う しゃけぉけょくせの けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ- ょけしすせこくけ し 
ゃにぉけさけき うかう ぉっい ゃにぉけさぇ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ 
� しすぇすせし ぉかけおうさけゃおう けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ: さぇいぉかけおうさけゃぇくぇ (こけ せきけかつぇくうの) うかう いぇぉかけおうさけゃぇくぇ;
[ぇいぉかけおうさけゃぇくぇ けいくぇつぇっす, つすけ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ ょかは ゃしこかにゃぇのとうた けおけく
おぇさすに / おぇきっさに 

� くぇいゃぇくうっ おぇきっさに 
� こけかぬいけゃぇすっかぬしおぇは おくけこおぇ, っしかう くぇいくぇつっくぇ 

� ╁っさたくうえ こさぇゃにえ: すっおせとっっ ゃさっきは くぇ しっさゃっさっ, し おけすけさけゅけ けすこさぇゃかはっすしは せしすさけえしすゃけ 
� ′うあくうえ かっゃにえ: ょっすぇかう こけすけおぇ 

� しすぇすせし いぇこうしう: X = くっ いぇこうしにゃぇっすしは, あっかすぇは しすさっかおぇ = いぇこうしぬ 
� しすぇすせし ょっすっおすけさぇ ょゃうあっくうは: ょゃうあっすしは = ょゃうあっくうっ こさうしせすしすゃせっす, しすけうす くっこけょゃうあくけ = ょゃうあっくうっ くっ 
けぉくぇさせあっくけ 
� ゃうょっけおけょっお ゃ こけすけおっ 
� さぇいさってっくうっ ういけぉさぇあっくうは, しけおさぇとっくくけっ 
� つぇしすけすぇ おぇょさけゃ ゃ こけすけおっ, FPS 
� ぉうすさっえす こけすけおぇ, ╉ぉぇえす / し うかう ╋ぉぇえす / し 

� ′うあくうえ こさぇゃにえ: ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは; ゃおかのつっくくにっ ねかっきっくすに ゃにょっかっくに あっかすにき ちゃっすけき 
� きゅくけゃっくくけっ ゃけしこさけういゃっょっくうっ (くっょけしすせこくけ, っしかう くっす いぇこうしっえ) 
� こっさっおかのつぇすっかぬ PTZ: PTZ HUD う くうあくはは こぇくっかぬ ╁╉╊/ ╁Ы╉╊ 
� こっさっおかのつぇすっかぬ DPTZ 
� しっすおぇ ょゃうあっくうは ╁╉╊ / ╁Ы╉╊ 
� ゃたけょくけっ ぇせょうけ ╁╉╊ / ╁Ы╉╊ (っしかう ゃおかのつっくけ う こけょょっさあうゃぇっすしは うくすっゅさぇちうっえ おぇきっさに /
こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは) 
� ぇせょうけ ╁Ы》¨╃: くぇあきうすっ う せょっさあうゃぇえすっ きうおさけそけく, つすけぉに ゅけゃけさうすぬ (せこさぇゃかっくうっ ょけしすせこくけ すけかぬおけ ゃ
すけき しかせつぇっ, っしかう そせくおちうは こけょょっさあうゃぇっすしは うくすっゅさぇちうっえ おぇきっさに / こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは) 

� しけけすくけてっくうっ しすけさけく (ぇゃすけ / さぇしすはくせすぬ, つすけぉに いぇこけかくうすぬ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ / けさうゅうくぇか) 

� こっさっおかのつぇすっかぬ こぇくっかう せゃっょけきかっくうえ 

� ねおしこけさす きけきっくすぇかぬくけゅけ しくうきおぇ ゃ ぉうぉかうけすっおせ 
� ╁くういせ: ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは PTZ 
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� ‶さっょせしすぇくけゃおう 

� ╋ぇさてさせすに 

� HUD (Heads Up Display) ╁╉╊ / ╁Ы╉╊ 

  『っくすさ: ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは PTZ HUD 

� ]すさっかおう こけゃけさけすぇ う くぇおかけくぇ 
� ‶けかいせくけお きぇしてすぇぉうさけゃぇくうは 

� ‶けかいせくけお ょうぇそさぇゅきに 

� ‶けかいせくけお そけおせしうさけゃおう 

LiveView うきっっす しけぉしすゃっくくせの こぇくっかぬ せゃっょけきかっくうえ ょかは おぇあょけゅけ おぇくぇかぇ, おけすけさせの きけあくけ ゃおかのつぇすぬ う ゃにおかのつぇすぬ, 
うしこけかぬいせは こっさっおかのつぇすっかぬ こぇくっかう せゃっょけきかっくうえ ゃ くうあくっき こさぇゃけき せゅかせ おぇあょけえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ. ¨く 
しけょっさあうす こけしかっょくうっ こけすけおけゃにっ けてうぉおう, くぇこさうきっさ, しゃはいぇくくにっ し PTZ-けてうぉおぇきう, おけすけさにっ こさけういけてかう し 
きけきっくすぇ けすおさにすうは おぇくぇかぇ ょかは こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう. 

′ぇぉけさ せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき きけあっす ゃぇさぬうさけゃぇすぬしは ゃ いぇゃうしうきけしすう けす ゃけいきけあくけしすっえ せしすさけえしすゃぇ う 
くぇしすさけっお. ′ぇこさうきっさ: 

� っしかう ぇさたうゃ くっ いぇこうしぇく ょかは ちっかっゃけゅけ こけすけおぇ, きゅくけゃっくくけっ ゃけしこさけういゃっょっくうっ くっ ぉせょっす ょけしすせこくけ 
� ょかは くっ-PTZ おぇきっさ PTZ-こっさっおかのつぇすっかぬ ぉせょっす けすしせすしすゃけゃぇすぬ 
� こっさっおかのつぇすっかぬ ゃかけあっくくけゅけ こけすけおぇ ょぇくくにた くっ ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬしは, っしかう せしすさけえしすゃけ うきっっす  
       すけかぬおけ けょうく こけすけお 
�  ぇせょうけゃにたけょ くっ ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬしは, っしかう ねすぇ そせくおちうは くっ こけょょっさあうゃぇっすしは おぇきっさけえ うかう くっ 
さっぇかういけゃぇくぇ くぇ しすけさけくっ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは う す. ょ. 

Эかっきっくすに くぇかけあっくうは きけゅせす ぉにすぬ ういきっくっくに ゃ くぇしすさけえおぇた こさうかけあっくうは, おけすけさにっ ょけしすせこくに つっさっい ゅかぇゃくけっ 
きっくの, こせすёき くぇあぇすうは おくけこけお ‶さぇゃおぇ -> ′ぇしすさけえおう. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ こぇさぇきっすさに くぇかけあっくうは 
けこさっょっかっくに ょかは ゃしっゅけ こさうかけあっくうは う くっ きけゅせす ぉにすぬ せしすぇくけゃかっくに けすょっかぬくけ ょかは ねおいっきこかはさけゃ こさうかけあっくうえ 
(けおけく) う / うかう けすょっかぬくにた せしすさけえしすゃ. 
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╋ゅくけゃっくくけっ ゃけしこさけういゃっょっくうっ  

Эかっきっくすに くぇかけあっくうは ゃ さっあうきっ きゅくけゃっくくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは けすかうつぇのすしは けす ねかっきっくすけゃ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ 
ゃさっきっくう. 

╁ さっあうきっ きゅくけゃっくくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは ょけしすせこくに しかっょせのとうっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき:
� ╁っさたくうえ かっゃにえ: 

� X - いぇおさにすぬ こさはきせの すさぇくしかはちうの う けしゃけぉけょうすぬ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ 
� しすぇすせし ぉかけおうさけゃおう けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ: さぇいぉかけおうさけゃぇくぇ (こけ せきけかつぇくうの) うかう いぇぉかけおうさけゃぇくぇ; 
[ぇいぉかけおうさけゃぇくぇ けいくぇつぇっす, つすけ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ ょかは ゃしこかにゃぇのとうた けおけく 
おぇさすに / おぇきっさに う すぇおうき けぉさぇいけき きけあっす ぉにすぬ ゃ かのぉけえ きけきっくす いぇきっくっくぇ ょさせゅけえ おぇきっさけえ 

� くぇいゃぇくうっ おぇきっさに 

� 『っくすさ: ゃけしこさけういゃっょっくうっ / こぇせいぇ 
� くぇあきうすっ, つすけぉに こさけしきけすさっすぬ 
� こっさっすぇとうすっ ゃ ちっくすさ しすさけおう, つすけぉに こさうけしすぇくけゃうすぬ 
� こっさっすぇとうすっ ゃこさぇゃけ, つすけぉに こっさっきけすぇすぬ ゃこっさっょ 

� こっさっすぇとうすっ ゃかっゃけ ょかは ぉにしすさけえ こっさっきけすおう くぇいぇょ 

� こさっおさぇとっくうっ こっさっすぇしおうゃぇくうは ょかは こさけょけかあっくうは くけさきぇかぬくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは  

� ╁くういせ しこさぇゃぇ: ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは 

� こっさっえすう お けこさっょっかっくくけきせ ゃさっきっくう (しけつっすぇくうっ おかぇゃうて: ‶さけぉっか) 

� しけいょぇすぬ いぇおかぇょおせ し すっおせとっえ けすきっすおけえ ゃさっきっくう 

� しょっかぇすぬ しくうきけお 

� ぇゃすけきぇすうつっしおう ねおしこけさすうさけゃぇすぬ いぇゅさせあっくくにっ ゃうょっけきぇすっさうぇかに 
� ╁くういせ: ゃさっきっくくぇは ておぇかぇ 

� うしこけかぬいせえすっ しすさっかおう <>, つすけぉに けすさっゅせかうさけゃぇすぬ いぇゅさせあっくくにっ ゅさぇくうちに ゃさっきっくう しなっきおう 
(おけすけさにっ, こけ せきけかつぇくうの, はゃかはのすしは こけしかっょくうきう こはすぬの きうくせすぇきう) 

� こっさっすぇとうすっ ゃこさぇゃけ, つすけぉに こっさっきっしすうすぬしは ゃこっさёょ ゃけ ゃさっきっくう 
� こっさっすぇとうすっ ゃかっゃけ, つすけぉに こっさっきっしすうすぬしは くぇいぇょ ゃけ ゃさっきっくう 

� ゃっさすうおぇかぬくぇは あっかすぇは かうくうは せおぇいにゃぇっす すっおせとうえ きけきっくす ゃけしこさけういゃっょっくうは, こっさっすぇとうすっ っё ゃ 
かのぉけき きっしすっ うかう くぇあきうすっ ょかは ょゃうあっくうは ゃょけかぬ ゃさっきっくくけえ ておぇかに 
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‶さけゃけょくうお こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすっえ 

‶けしかっ すけゅけ, おぇお ゃに ゃにぉさぇかう そさぇゅきっくす うかう くぇぉけさ そさぇゅきっくすけゃ, ねかっきっくすに くぇかけあっくうは ゃ くうあくっき こさぇゃけき せゅかせ 
ゃにぉけさぇ こさっょかぇゅぇのす しかっょせのとうっ ゃけいきけあくにっ ょっえしすゃうは: 

� ╉くけこおぇ «╊せこぇ»: しけいょぇえすっ くけゃせの こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ うい ゃにぉさぇくくにた そさぇゅきっくすけゃ; うしこけかぬいせえすっ 
ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは History<> くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう, つすけぉに ゃっさくせすぬしは くぇいぇょ 

� ╉くけこおぇ «╁けしこさけういゃっょっくうっ»: ゃけしこさけういゃっょっくうっ ゃにぉさぇくくけえ ゃうょっけいぇこうしう ゃ さっあうきっ ぇさたうゃうさけゃぇくうは 
� ╉くけこおぇ «╁うょっけ»: ねおしこけさす ゃうょっけ し ゃにぉさぇくくけゅけ ゃさっきっくくけゅけ ょうぇこぇいけくぇ (ょけこけかくうすっかぬくけっ けおくけ 

«〉しすぇくけゃうすぬ ゃさっきっくくけっ けおくけ» くっ けすけぉさぇあぇっすしは) 

╀けかっっ こけょさけぉくにっ けこうしぇくうは せこさぇゃかっくうは う けこっさぇちうえ ょかは こさけゃけょくうおぇ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすっえ きけあくけ くぇえすう いょっしぬ.  
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ゑ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ äÜöÜ¡ó ÑíÖÖ▲ê 
ゑ¿Ü¢ñÖÖ▲ú äÜöÜ¡ ÑíÖÖ▲ê - ~öÜ çóÑñÜ ï ßÜ¿ññ Öó£¡ó½ ëí£ëñüñÖóñ½, óïäÜ¿á£Üñ½Üñ Ñ¿　 ïÜ¡ëíàñÖó　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñïÜëïÜç ぢと GКЧг 
CORTROL ClТОЧt(îñÖöëí¿áÖÜÇÜ äëÜîñïïÜëí, ïñöó) Ñ¿　 ÜöÜßëí¢ñÖó　 ç ëñí¿áÖÜ½ çëñ½ñÖó. ぞíäëó½ñë, ÜïÖÜçÖÜú äÜöÜ¡ Ñ¿　 £íäóïó ½Ü¢ñö 
ß▲öá ÜïöíÖÜç¿ñÖ ç Ñóíäí£ÜÖñ 1920б1080 ïÜ ï¡ÜëÜïöá0 30 ¡íÑëÜç ç ïñ¡ÜÖÑÜ, í ç¿Ü¢ñÖÖ▲ú äÜöÜ¡ ÑíÖÖ▲ê (ïÜßäÜöÜ¡) - ÑÜ 640б480 ïÜ 
ï¡ÜëÜïöá0 15 ¡íÑëÜç ç ïñ¡ÜÖÑÜ, ôöÜ Üßñïäñôóö £Öíôóöñ¿áÖÜ ßÜ¿ññ Öó£¡Ü0 ÖíÇëÜ£¡Ü Öí ぢと GКЧг CORTROL ClТОЧt Ñ¿　 ÜöÜßëí¢ñÖó　 
çóÑñÜäÜöÜ¡í. ЭöÜ äÜ£çÜ¿　ñö äÜ¿Üôíöá ç▲ïÜ¡Ü¡íôñïöçñÖÖ▲ñ £íäóïó ç ïÜôñöíÖóó ï çÜ£½Ü¢ÖÜïöá0 äëÜï½Üöëí ½ÖÜÇóê çóÑñÜäÜöÜ¡Üç Öí 
Öó£¡ÜäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜ½ ぢと ¡¿óñÖöí GКЧг CORTROLï ÜÇëíÖóôñÖÖÜú äëÜäÜï¡ÖÜú ïäÜïÜßÖÜïöá0 ¡Ü½äá0öñëÖÜú ïñöó. 
だßí äÜöÜ¡í ÑÜïöÜäÖ▲ Ñ¿　 äëÜï½Üöëí ç ëñí¿áÖÜ½ çëñ½ñÖó ó Ñ¿　 £íäóïó (äÜï¿ñÑÖóú ¡ÜÖâóÇÜëóëÜñöï　 ôñëñ£ GКЧг CORTROL CoЧsolО). 
ゑ▲ßÜë äÜöÜ¡í ç ëñí¿áÖÜ½ çëñ½ñÖó äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 ÖíïöëÜñÖ Öí んçöÜ, ôöÜ Ü£Öíôíñö íçöÜ½íöóôñï¡Üñ äñëñ¡¿0ôñÖóñ ½ñ¢ÑÜ äÜöÜ¡í½ó ï 
ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡ó½ / Öó£¡ó½ ëí£ëñüñÖóñ½ ç £íçóïó½Üïöó Üö ëí£½ñëí ó£Üßëí¢ñÖó　, ôöÜß▲ ï~¡ÜÖÜ½óöá ëñïÜëï▲ ïñöó ó îñÖöëí¿áÖÜÇÜ 
äëÜîñïïÜëí. ぞíäëó½ñë, ¡¿óñÖö GКЧг CORTROL ½Ü¢ñö äÜ¡í£▲çíöá äÜöÜ¡ ï ç▲ïÜ¡ó½ ëí£ëñüñÖóñ½, ñï¿ó ç▲ äëÜï½íöëóçíñöñ ÜÑÖÜ ¡í½ñëÜ 
£í ëí£, ÖÜ, ñï¿ó ç▲ äñëñúÑñöñ ç ëñ¢ó½ äëÜï½Üöëí 4б4, ¡¿óñÖö GКЧг CORTROL íçöÜ½íöóôñï¡ó äñëñ¡¿0ôóö çïñ ¡í½ñë▲ Öí ç¿Ü¢ñÖÖ▲ñ 
äÜöÜ¡ó ÑíÖÖ▲ê, ñï¿ó ÜÖó ÑÜïöÜäÖ▲. 
ぢëó¿Ü¢ñÖóñ GКЧг CORTROL ClТОЧt ó½ññö ï¿ñÑÜ0àÜ0 çó£Üí¿áÖÜ0 óÖÑó¡íîó0 Ñ¿　 ïÜßäÜöÜ¡Üç ç ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó ç ¡íôñïöçñ 
~¿ñ½ñÖöí Öí¿Ü¢ñÖó　 Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí (çÖó£Ü ïäëíçí): 

┿ゃすけきぇすうつっしおうえ ゃにぉけさ きっあょせ ゃにしけおうき う くういおうき さぇいさってっくうっき 

╁にしけおけおぇつっしすゃっくくけっ ういけぉさぇあっくうっ

╇いけぉさぇあっくうっ くういおけゅけ おぇつっしすゃぇ (しせぉこけすけお)

╄しかう しせぉこけすけお くっょけしすせこっく, うくょうおぇすけさ くぇかけあっくうは けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ こさぇおすうつっしおう くっ けすけぉさぇあぇっすしは ょかは ちっかっゃけゅけ 
おぇくぇかぇ. ]せぉこけすけおう ょけかあくに ぇおすうゃうさけゃぇすぬしは くぇ おぇきっさっ つっさっい ゃっぉ-ぉさぇせいっさ, ぇ ょかは くっおけすけさにた せしすさけえしすゃ - すぇおあっ ゃ 
しゃけえしすゃぇた こけすけおぇ ゃ Ganz CORTROL Console. ‶けあぇかせえしすぇ, こさけゃっさぬすっ さぇぉけすけしこけしけぉくけしすぬ おぇきっさに, つすけぉに せぉっょうすぬしは, 
つすけ しせぉこけすけお きけあっす けぉさぇぉぇすにゃぇすぬしは おぇきっさけえ ゃきっしすっ し ょさせゅうきう そせくおちうはきう, ゃおかのつっくくにきう くぇ おぇきっさっ: くっおけすけさにっ 
せしすさけえしすゃぇ しすさっきはすしは しくういうすぬ けぉとっっ おけかうつっしすゃけ おぇょさけゃ ゃ しっおせくょせ こさう ゃおかのつっくくけき ゃすけさけき こけすけおっ. 
╀けかぬてうくしすゃけ おぇきっさ けぉっしこっつうゃぇのす ゃすけさけえ こけすけお, こけしおけかぬおせ ういけぉさぇあっくうっ こっさゃけゅけ こけすけおぇ きぇしてすぇぉうさせっすしは, つすけぉに 
しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ くういおけきせ さぇいさってっくうの; けょくぇおけ くっおけすけさにっ せしすさけえしすゃぇ けぉさっいぇのす ちっくすさ ういけぉさぇあっくうは し ゃにしけおうき 
さぇいさってっくうっき, つすけぉに けくけ しけけすゃっすしすゃけゃぇかけ きぇかけえ さぇきおっ, う こけねすけきせ ういけぉさぇあっくうっ しせぉこけすけおぇ ゃにゅかはょうす すぇお, おぇお ぉせょすけ 
けくけ ぉにかけ せゃっかうつっくけ. ‶けきくうすっ けぉ ねすけき, おけゅょぇ ゃに うしこけかぬいせっすっ しせぉこけすけお ょかは こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう う 
けしけぉっくくけ ょかは ぇくぇかういぇ こさけゅさぇききくけゅけ けぉっしこっつっくうは ょっすっおすけさぇ ょゃうあっくうは. 

╄しかう う けしくけゃくけえ こけすけお, う しせぉこけすけお しおけくそうゅせさうさけゃぇくに ょかは いぇこうしう, ちっかっゃけえ おぇくぇか ぉせょっす さぇしてうさはっきにき こさう 
ゃけしこさけういゃっょっくうう  
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К〞┌〞┊┚ 

╁しっ おぇくぇかに こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ こっさっつうしかっくに ゃ さぇいょっかっ «╉ぇくぇかに» ゃ さぇいょっかっ «[っしせさしに» しかっゃぇ. ╄しかう こさう 
こけょおかのつっくうう お しっさゃっさせ ゃおかのつっくぇ けこちうは «¨ぉなっょうくうすぬ さっしせさしに», ゃしっ さっしせさしに ぉせょせす けすけぉさぇあぇすぬしは ゃきっしすっ ぉっい 
ゅさせここうさけゃおう くぇ しっさゃっさっ. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ おぇくぇかに けすけぉさぇあぇのすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し こさうゃうかっゅうはきう 
いぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにた こけかぬいけゃぇすっかっえ. 

╉ぇくぇかに いぇゅさせあぇのすしは し ゃういせぇかぬくにきう ゅさせここぇきう, っしかう すぇおけゃにっ うきっのすしは; ゃ こさけすうゃくけき しかせつぇっ けくう こさけしすけ 
こっさっつうしかはのすしは こけょ しけけすゃっすしすゃせのとうき うきっくっき しっさゃっさぇ. ╇しこけかぬいせえすっ おくけこおせ «‶けうしお», くぇたけょはとせのしは くぇょ 
しこうしおけき おぇくぇかけゃ, つすけぉに ぉにしすさけ くぇえすう けこさっょっかっくくにえ おぇくぇか. 

╃ゃぇあょに とっかおくうすっ うかう こっさっすぇとうすっ くせあくにっ おぇくぇかに くぇ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ ゃ ゅかぇゃくけき けおくっ こさけしきけすさぇ / 
ゃけしこさけういゃっょっくうは, つすけぉに こさけしきけすさっすぬ しけょっさあうきけっ こけすけおぇ. ╃かは ゃすけさうつくにた ねおさぇくけゃ うしこけかぬいせえすっ すけかぬおけ きっすけょ 
こっさっすぇしおうゃぇくうは. 

‶さう ょゃけえくけき とっかつおっ くぇ おぇくぇかに ゃ さっあうきっ こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう / ゃけしこさけういゃっょっくうは, けくう いぇこけかくはのす 
ゃうょけゃにっ ねおさぇくに しかっょせのとうき けぉさぇいけき: 

� しくぇつぇかぇ, ゃしっ こせしすにっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ いぇこけかくっくに - しゃっさたせ ゃくうい う しかっゃぇ くぇこさぇゃけ; 
� いぇすっき, こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ いぇこけかくっくうは くぇつうくぇっすしは し しぇきけゅけ こっさゃけゅけ けおくぇ こさけしきけすさぇ. 

』すけぉに せょぇかうすぬ かのぉけえ おぇくぇか うい さっあうきぇ こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう, くぇあきうすっ おくけこおせ せこさぇゃかっくうは 
くぇかけあっくうっき X さはょけき し くぇいゃぇくうっき おぇきっさに ゃ ゃっさたくっき かっゃけき せゅかせ ゃうょけゃけゅけ ねおさぇくぇ. 
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А┒┃┇┍ 

╇しこけかぬいせは こさうかけあっくうっ Ganz CORTROL Client, ゃに きけあっすっ しかせてぇすぬ ぇせょうけこけすけおう し おぇきっさ, ゃけしこさけういゃけょうすぬ 
いぇこうしぇくくにえ いゃせお, ぇ すぇおあっ さぇいゅけゃぇさうゃぇすぬ し おぇきっさぇきう. ╆ぇこうしぇくくにっ ぇせょうけこけすけおう すぇおあっ ょけしすせこくに こさう ねおしこけさすっ 
いぇこうしっえ. 

╃ゃせたこけかけしくけっ ぇせょうけ すぇおあっ こけょょっさあうゃぇっすしは ょかは こさうかけあっくうは Ganz CORTROL Mobile; けぉさぇすうすっしぬ お させおけゃけょしすゃせ 
こけかぬいけゃぇすっかは きけぉうかぬくけゅけ こさうかけあっくうは. 

〉ぉっょうすっしぬ, つすけ ょうくぇきうおう う きうおさけそけく くぇ ゃぇてっえ さぇぉけつっえ しすぇくちうう こさぇゃうかぬくけ せしすぇくけゃかっくに う 
さぇぉけすけしこけしけぉくに, つすけぉに うきっすぬ ゃけいきけあくけしすぬ うしこけかぬいけゃぇすぬ ぇせょうけそせくおちうう ゃ Ganz CORTROL Client. 

』すけぉに ぇせょうけ こけすけお ぉにか ょけしすせこっく ゃ おかうっくすっ Ganz CORTROL, しせとっしすゃせっす くっしおけかぬおけ せしかけゃうえ: 

� せしすさけえしすゃけ, うい おけすけさけゅけ うしたけょうす ゃぇて ゃにぉさぇくくにえ おぇくぇか, ょけかあくけ ぉにすぬ しこけしけぉくけ けすこさぇゃかはすぬ / 
こさうくうきぇすぬ ぇせょうけ, う ねすぇ そせくおちうは ょけかあくぇ ぉにすぬ ゃおかのつっくぇ う せしすぇくけゃかっくぇ ゃ おけょっおっ G.711 つっさっい 
ゃっぉ-うくすっさそっえし せしすさけえしすゃぇ. 

� せしすさけえしすゃけ, し おけすけさけゅけ うしたけょうす ゃぇて ゃにぉさぇくくにえ おぇくぇか, ょけかあくけ うきっすぬ いゃせおけゃせの こけょょっさあおせ, 
さっぇかういけゃぇくくせの ゃ Ganz CORTROL; こけあぇかせえしすぇ, しゃはあうすっしぬ し CBC AMERICAS, Corp., っしかう せ ゃぇし っしすぬ 
しけきくっくうは くぇ ねすけす しつёす. 

� そせくおちうは «┿せょうけ» ょけかあくぇ ぉにすぬ ぇおすうゃうさけゃぇくぇ ょかは ちっかっゃけゅけ おぇくぇかぇ つっさっい Ganz CORTROLConsole, 
こさけゃっさぬすっ くぇしすさけえおう つっさっい Ganz CORTROL Consoleゃ しけけすゃっすしすゃうう し さぇいょっかけき «┿せょうけ» ゃ させおけゃけょしすゃっ 
こけかぬいけゃぇすっかは こけ ぇょきうくうしすさうさけゃぇくうのGanz CORTROL. 

╀っい ねすけゅけ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ぇせょうけゃたけょぇ / ぇせょうけゃにたけょぇ くっ ぉせょせす ょけしすせこくに ょかは ゃにぉさぇくくけゅけ おぇくぇかぇ. 

‶さはきぇは すさぇくしかはちうは 

‶け せきけかつぇくうの ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ぇせょうけゃたけょぇ う ぇせょうけゃにたけょぇ ょかは さっあうきぇ こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう 
しすぇくけゃはすしは ょけしすせこくにきう, おけゅょぇ ゃに ゃにぉうさぇっすっ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ, くぇあうきぇは くぇ くっё. ╁に きけあっすっ ういきっくうすぬ ねすけ 
こさっょこけつすっくうっ つっさっい ゅかぇゃくけっ きっくの おかうっくすぇ Ganz CORTROL, こっさっえょは ゃ きっくの «‶さぇゃおぇ» -> «′ぇしすさけえおう»: ゃに 
くぇえょっすっ しゃはいぇくくにっ くぇしすさけえおう ゃ さぇいょっかっ «〉こさぇゃかっくうっ ねおさぇくけき» くぇ ゃおかぇょおっ «′ぇかけあっくうは けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ». 
╃けしすせこくに しかっょせのとうっ ゃぇさうぇくすに けすけぉさぇあっくうは: ゃしっゅょぇ こけおぇいにゃぇすぬ せこさぇゃかっくうっ くぇかけあっくうっき, こけおぇいにゃぇすぬ すけかぬおけ ゃ 
すけき しかせつぇっ, っしかう ゃにぉさぇくぇ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ う けすおかのつっく おけくすさけかぬ くぇかけあっくうは. 
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‶け せきけかつぇくうの, ぇせょうけ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう ゃにおかのつっくけ; つすけぉに こさけしかせてぇすぬ ゃたけょはとっっ ぇせょうけ, とっかおくうすっ こけ 
ねかっきっくすせ せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうは ょうくぇきうおぇ, つすけぉに けく しすぇか あっかすにき: っしかう ぇせょうけそせくおちうは ぉにかぇ ゃおかのつっくぇ くぇ しすけさけくっ 
せしすさけえしすゃぇ う ゃGanz CORTROLConsole, ゃに ょけかあくに しかにてぇすぬ いゃせお, うょせとうえ けす ちっかっゃけゅけ せしすさけえしすゃぇ. 
 

』すけぉに けすこさぇゃうすぬ ぇせょうけ けぉさぇすくけ ゃ おぇきっさせ, くぇあきうすっ う せょっさあうゃぇえすっ さっゅせかはすけさ くぇかけあっくうは きうおさけそけくぇ (けく すぇおあっ 
しすぇくっす あっかすにき, こけおぇいにゃぇは, つすけ けぉさぇすくにえ いゃせお ぇおすうゃっく), つすけぉに ゅけゃけさうすぬ, おけゅょぇ いぇおけくつうすっ ゅけゃけさうすぬ, けすこせしすうすっ 
せこさぇゃかっくうっ. 

╁けしこさけういゃっょっくうっ 

╄しかう くぇ おぇくぇかっ ゃおかのつっくぇ ゃたけょはとぇは いぇこうしぬ いゃせおぇ, けくぇ ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬしは ゃ さっあうきっ ゃけしこさけういゃっょっくうは ぇさたうゃぇ. ′ぇ 
ゃさっきっくくけえ ておぇかっ いぇこうしぇくくにえ いゃせお けぉけいくぇつぇっすしは しうくっえ かうくうっえ, おけすけさぇは くっきくけゅけ てうさっ, つっき ぉっかぇは かうくうは 
(ゃうょっけこけすけお) う ゅけかせぉぇは かうくうは (ょゃうあっくうっ). 

‶け せきけかつぇくうの いゃせお けすおかのつっく; つすけぉに ゃおかのつうすぬ っゅけ, ゃにぉっさうすっ くせあくにえ おぇくぇか, こさけしすけ とっかおくせゃ こけ ういけぉさぇあっくうの 
(けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ), ぇ いぇすっき うしこけかぬいせえすっ さっゅせかはすけさ くぇかけあっくうは ょうくぇきうおぇ, つすけぉに ゃおかのつうすぬ いゃせお. ¨ぉさぇすうすっ 
ゃくうきぇくうっ, つすけ せこさぇゃかっくうっ くぇかけあっくうっき ぉせょっす ょけしすせこくけ すけかぬおけ ゃ すけき しかせつぇっ, っしかう ょかは ゃにぉさぇくくけゅけ おぇくぇかぇ いぇこうしぇく 
おぇおけえ-かうぉけ いゃせお. ╆ぇすっき くぇつくうすっ ゃけしこさけういゃっょっくうっ いぇこうしっえ, おぇお けぉにつくけ, ょかは ゃけしこさけういゃっょっくうは おぇお ゃうょっけ-, すぇお う 
ぇせょうけこけすけおけゃ. ╇しこけかぬいせえすっ いゃせおけゃけえ きうおてっさ ょかは Windows ょかは さっゅせかうさけゃおう ゅさけきおけしすう いゃせおぇ. 
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PTZ 
が¿　 ¡í½ñë, äÜÑÑñë¢óçí0àóê PTГ, ïëñÑïöçí Üäëíç¿ñÖó　 äíÖÜëí½Üú, Öí¡¿ÜÖÜ½ ó £Ü½Ü½ ÑÜïöÜäÖ▲ ¡í¡ ç ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ 
çëñ½ñÖó, öí¡ ó ç ëñ¢ó½ñ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　. だßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ôöÜ ÑÜïöÜäÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜÇÜö £íçóïñöá Üö 
ç▲ßëíÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó ó âí¡öóôñï¡óê çÜ£½Ü¢ÖÜïöñú ¡í½ñë▲. 

とÜÇÑí ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Üöäëíç¿　0öï　 Ñçí ó¿ó ßÜ¿ññ ¡Ü½íÖÑÖ▲ê £íäëÜïí PTГ (¿óßÜ ó£ Ññúïöçó　, ¿óßÜ ó£ äë　½ÜÇÜ 
äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡ÜÇÜ ççÜÑí), äíëí½ñöë äëóÜëóöñöí PTГ óïäÜ¿á£Üñöï　 Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖó　 öÜÇÜ, ¡öÜ äñëç▲½ äÜ¿Üôíñö ÑÜïöÜä. 
とÜÇÑí ~öÜ äëÜóïêÜÑóö, £íäëÜï ï ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡ó½ äëóÜëóöñöÜ½ ç▲äÜ¿Ö　ñöï　, öÜÇÑí ¡í¡ £íäëÜï ï ßÜ¿ññ Öó£¡ó½ äëóÜëóöñöÜ½ 
£íÑñë¢óçíñöï　 Öí Ññï　öá ïñ¡ÜÖÑ. ぎï¿ó äÜ äëÜüñïöçóó Ññï　öó ïñ¡ÜÖÑ Ññúïöçóñ ï ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡ó½ äëóÜëóöñöÜ½ çïñ ñàñ 
äëÜÑÜ¿¢íñöï　, Ññúïöçóñ ï ßÜ¿ññ Öó£¡ó½ äëóÜëóöñöÜ½ ¿óüíñöï　 ÑÜïöÜäí ¡ PTГ ñàñ Öí Ññï　öá ïñ¡ÜÖÑ ó öí¡ Ñí¿ññ. 

ぎï¿ó Ü ÑçÜê äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú ó¿ó Ññúïöçóú ï ÜÑÖó½ ó öñ½ ¢ñ ÜëÜçÖñ½ äëóÜëóöñöí PTГ çÜ£Öó¡íñö ¡ÜÖâ¿ó¡ö ÑÜïöÜäí, ÜÖó Üßí 
äÜ¿Üôíö ÑÜïöÜä ¡ PTГ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ, í äÜë　ÑÜ¡ ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ê PTГ ¡Ü½íÖÑ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 öñ½, ¡í¡í　 ó£ ¡Ü½íÖÑ ÑÜïöóÇíñö 
ÜïöëÜúïöçí äñëçÜú. 

ぢÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 äëóÜëóöñö PTГ ÜöÑíёöï　 Ñ¿　 çïñê äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú, ç¡¿0ôí　 çïöëÜñÖÖ▲ñ ó ó½äÜëöóëÜçíÖÖ▲ñ, í öí¡¢ñ Ñ¿　 
çïñê Ññúïöçóú ëíçñÖ ä　öó (ïëñÑÖóú äëóÜëóöñö). ゑ▲ ½Ü¢ñöñ Öí£Öíôóöá ¿0ßÜ½Ü äÜ¿á£Üçíöñ¿0 / Ññúïöçó0 ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡óú 
äëóÜëóöñö PTГ (Üö üñïöó ÑÜ Ññï　öó) ó¿ó ßÜ¿ññ Öó£¡óú äëóÜëóöñö (Üö ôñö▲ëñê ÑÜ ÖÜ¿　) äÜöñ½ ëñÑí¡öóëÜçíÖó　 ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ïçÜúïöç äÜ¿á£Üçíöñ¿　 / Ññúïöçó　 ç GКЧг CORTROLCoЧsolО. ぎÑóÖïöçñÖÖ▲½ óï¡¿0ôñÖóñ½ 　ç¿　0öï　 ½íëüëÜö▲ PTГ, 
¡ÜöÜë▲ñ äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 ó½ñ0ö ïí½▲ú Öó£¡óú äëóÜëóöñö (ëíçÖ▲ú ÖÜ¿0), ôöÜ Ü£Öíôíñö, ôöÜ ¿0ßÜú äÜ¿á£Üçíöñ¿á ó¿ó 
Ññúïöçóñ ½Ü¢ñö äñëñêçíö▲çíöá Üäëíç¿ñÖóñ PTГ; ½íëüëÜö äëÜÑÜ¿¢óöï　 äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ßÜÑñö £íÑñúïöçÜçíÖÜ Üäëíç¿ñÖóñ 
PTГ Üö äÜ¿á£Üçíöñ¿　 / Ññúïöçó　 ï ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡ó½ äëóÜëóöñöÜ½. 

ばäëíç¿ñÖóñ PTГ ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 ï äÜ½Üàá0 ~¿ñ½ñÖöÜç Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖó　½ó HUD ó¿ó Üäëíç¿ñÖó　 ç ïöó¿ñ 
«öÜô¡í-¡-PTГ» ßñ£ ~¿ñ½ñÖöÜç Öí¿Ü¢ñÖó　; ÜÖó íçöÜ½íöóôñï¡ó í¡öóçóëÜ0öï　, ñï¿ó ¡í½ñëí ó½ññö âÜÖ¡îóó PTГ. 

� ぎï¿ó HUD ç¡¿0ôñÖ, óïäÜ¿á£Üúöñ çóëöÜí¿áÖÜ0 ïâñëÜ PTГ Ñ¿　 Üäëíç¿ñÖó　 Ñçó¢ñÖóñ½ ¡í½ñë▲: Öí¢½óöñ ó 
ÜÑñë¢óçíúöñ, ôöÜß▲ äñëñ½ñïöóöá ¡í½ñëÜ ççñëê / çÖó£, ç¿ñçÜ / çäëíçÜ ó¿ó äÜ ÑóíÇÜÖí¿ó; äÜ¿£ÜÖ¡ó äÜ£çÜ¿　0ö 
ëñÇÜ¿óëÜçíöá ÑóíâëíÇ½Ü ó âÜ¡ÜïóëÜç¡Ü ¡í½ñë▲, í öí¡¢ñ Üçñ¿óôóçíöá ½íïüöíß IN / OUT. 

� ぎï¿ó HUD Öñ ç¡¿0ôñÖ, àñ¿¡Öóöñ ç ¿0ßÜ½ ½ñïöñ ó£Üßëí¢ñÖó　, ôöÜß▲ äñëñ½ñïöóöá ¡í½ñëÜ ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ 
Ü¡í£íÖÖÜú öÜô¡ó ç ¡íôñïöçñ ÖÜçÜÇÜ îñÖöëí ó£Üßëí¢ñÖó　. 

がÜïöÜäÖ▲ ï¿ñÑÜ0àóñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　: 
� でöëñ¿¡ó äÜçÜëÜöí ó Öí¡¿ÜÖí 
� ぢÜ¿£ÜÖÜ¡ ½íïüöíßóëÜçíÖó　 
� ぢÜ¿£ÜÖÜ¡ ÑóíâëíÇ½▲ 
� ぢÜ¿£ÜÖÜ¡ âÜ¡ÜïóëÜç¡ó 
� んçöÜ½íöóôñï¡óú âÜ¡Üï / ÑóíâëíÇ½í ((¡ÖÜä¡í 3 Öí Öó¢Öñ½ ¡ÜÖîñ äÜ¿£ÜÖ¡í) 
� ぢëñÑÜïöíÖÜç¡ó ó ½íëüëÜö▲ 
� HUD (HОКНs Up DТsplКв) ゑとず / ゑЫとず 

ぢëó äñëñïöíÖÜç¡ñ PTГ-¡í½ñë▲ Üßëíöóöñ çÖó½íÖóñ Öí öÜ, ôöÜ Öñ¡ÜöÜë▲ñ ¡í½ñë▲ ½ÜÇÜö ó½ñöá £íÑñë¢¡Ü Üöçñöí ó£-£í 
ßÜ¿áüÜú £íÇëÜ£¡ó ÜïöëÜúïöçí, âó£óôñï¡ÜÇÜ ëíïïöÜ　Öó　, £íÑñë¢ñ¡ ç ïñöó ó ö. Ñ. ぢÜ½Öóöñ Üß ~öÜú £íÑñë¢¡ñ äëó 
óïäÜ¿á£ÜçíÖóó PTГ ó, ñï¿ó ÖñÜßêÜÑó½Ü, ëíÖáüñ ÜöäÜïöóöñ çóëöÜí¿áÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 ïâñëÜú PTГ. 

©2017. CBC AMERICAS, Corp. ゑïñ äëíçí £íщóщñÖ▲.
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ごïäÜ¿á£Üúöñ Öó¢Öññ ½ñÖ0 Öí¿Ü¢ñÖó　 Ñ¿　 äëñÑÜïöíÖÜç¡ó, ½íëüëÜöÜç ó äñëñ¡¿0ôñÖó　 HUD ゑとず/ ゑЫとず.
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‶さっょゃぇさうすっかぬくにっ せしすぇくけゃおう 
′ぇあきうすっ «‶さっょせしすぇくけゃおう» こけょ おぇさすうくおけえ, つすけぉに こさけしきけすさっすぬ しこうしけお ょけしすせこくにた こさっょせしすぇくけゃけお; ゃにぉっさうすっ 
かのぉせの, つすけぉに おぇきっさぇ こっさってかぇ ゃ ゃにぉさぇくくせの こさっょゃぇさうすっかぬくけ けこさっょっかっくくせの こけいうちうの. 』すけぉに しけたさぇくうすぬ 
こさっょせしすぇくけゃおせ, けすさっゅせかうさせえすっ こけかけあっくうっ おぇきっさに し こけきけとぬの ねかっきっくすけゃ せこさぇゃかっくうは PTZ, いぇすっき くぇあきうすっ 
«‶さっょせしすぇくけゃおう» う ゃにぉっさうすっ «]けたさぇくうすぬ こさっょせしすぇくけゃおせ». ╁ゃっょうすっ こけくはすくけっ うきは ょかは ゃぇてっえ こさっょせしすぇくけゃおう う 
ゃにぉっさうすっ こさっょせしすぇくけゃおせ, おけすけさぇは ぉせょっす こっさっけこさっょっかっくぇ うい しせとっしすゃせのとっゅけ しこうしおぇ こさっょせしすぇくけゃけお, いぇすっき 
くぇあきうすっ «]けたさぇくうすぬ». 
 
¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ こさっょせしすぇくけゃおう PTZ くっ きけゅせす ぉにすぬ けすおさにすけ せょぇかっくに: つすけぉに せょぇかうすぬ しすぇさせの いぇこうしぬ, 
こさけしすけ いぇきっくうすっ っっ くぇ くけゃせの. 

       ╋ぇさてさせすに 
       ′っしおけかぬおけ こさっょせしすぇくけゃけお PTZ きけゅせす ぉにすぬ けぉなっょうくっくに ょかは しけいょぇくうは こさっょせしすぇくけゃかっくくけゅけ きぇさてさせすぇ - しっさうう 
こけかけあっくうえ ょかは PTZ-おぇきっさに, おけすけさにっ ぉせょせす こさけたけょうすぬ こけ くっしおけかぬおけ さぇい. ╉ぇあょけえ こさっょせしすぇくけゃおっ ゃ きぇさてさせすっ 
きけあっす ぉにすぬ くぇいくぇつっく しけぉしすゃっくくにえ こっさうけょ こさけょけかあうすっかぬくけしすう. 
       ′ぇあきうすっ «╋ぇさてさせすに» こけょ さうしせくおけき う ゃにぉっさうすっ «]けいょぇすぬ きぇさてさせす», つすけぉに しけいょぇすぬ くけゃせの 
こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ. ‶さっあょっ つっき しすさけうすぬ きぇさてさせす, せぉっょうすっしぬ, つすけ ゃに しけいょぇかう ゃしっ こさっょせしすぇくけゃおう, おけすけさにっ 
ぉせょせす うしこけかぬいけゃぇすぬしは ゃ ちっかっゃけき きぇさてさせすっ. 

ぜíëüëÜö▲ ïÜêëíÖ　0öï　 ¿Ü¡í¿áÖÜ ó Öñ ïóÖêëÜÖó£óëÜ0öï　 ½ñ¢ÑÜ ëí£¿óôÖ▲½ó ÜïöíÖÜç¡í½ó ¡¿óñÖöí GКЧг CORTROL. 
ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëó Öí¿óôóó Öñï¡Ü¿á¡óê ïÜñÑóÖñÖóú ¡¿óñÖöí GКЧг CORTROLç▲ Öñ ïÜ£Ñíñöñ ¡ÜÖâ¿ó¡öÜ0àóñ ½íëüëÜö▲. 

╃けぉぇゃかはえすっ う せょぇかはえすっ こさっょせしすぇくけゃおう, ょゃぇあょに とっかおくせゃ くぇ くうた; くけゃにっ ょけぉぇゃかっくくにっ こさっょせしすぇくけゃおう こけはゃはすしは ゃ 
おけくちっ しこうしおぇ こさっょゃぇさうすっかぬくにた くぇしすさけっお きぇさてさせすぇ. ╁に すぇおあっ きけあっすっ うしこけかぬいけゃぇすぬ こけかっ «‶けうしおぇ», つすけぉに 
ぉにしすさけ くぇえすう くせあくせの こさっょせしすぇくけゃおせ, ぇ いくぇつけお «╉けさいうくに» ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ こけいゃけかはっす せょぇかうすぬ 
ゃにぉさぇくくせの こさっょせしすぇくけゃおせ うい ちっかっゃけゅけ きぇさてさせすぇ. 
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ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü äëñÑçíëóöñ¿áÖÜú ÖíïöëÜú¡ó ½íëüëÜöí, ôöÜß▲ ó£½ñÖóöá çëñ½　 ñё £íÑñë¢¡ó. ぢÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 ¡í¢Ñí　 
äëñÑÜïöíÖÜç¡í ó½ññö äíÜ£Ü ç ä　öá ïñ¡ÜÖÑ, ó ç▲ ½Ü¢ñöñ ó£½ñÖóöá ññ Öí ¿0ßÜú äñëóÜÑ çëñ½ñÖó, ¡ÜöÜë▲ú ç▲ êÜöóöñ, ôöÜß▲ ¡í½ñëí 
äëÜÑÜ¿¢í¿í äëÜï½íöëóçíöá ~öÜ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ0 äÜ£óîó0. げíöñ½ ÜäëñÑñ¿óöñ £íÇÜ¿ÜçÜ¡ îñ¿ñçÜÇÜ ½íëüëÜöí ó ç¡¿0ôóöñ 
íçöÜ½íöóôñï¡óú £íäÜï¡, ñï¿ó ~öÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü; ñï¿ó ç▲ ç▲ßñëñöñ íçöÜ£íäÜï¡, äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá ßÜÑñö £íäÜàñÖí ïëí£Ü äÜï¿ñ 
äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ¡ ïñëçñëÜ. 
とÜÇÑí ç▲ £í¡ÜÖôóöñ, Öí¢½óöñ «でÜêëíÖóöá», ôöÜß▲ ÑÜßíçóöá ïçÜú ÖÜç▲ú ½íëüëÜö ç ïäóïÜ¡ ÑÜïöÜäÖ▲ê ½íëüëÜöÜç. 

』すけぉに くぇつぇすぬ きぇさてさせす, くぇあきうすっ «╋ぇさてさせすに» う こさけしすけ ゃにぉっさうすっ くせあくけっ うい しこうしおぇ; つすけぉに けしすぇくけゃうすぬ っゅけ, 
くぇあきうすっ «¨すおかのつうすぬ きぇさてさせす». ╉ぇあょぇは けこちうは きぇさてさせすぇ - «[っょぇおすうさけゃぇすぬ» う «〉ょぇかうすぬ» - ょけしすせこくぇ つっさっい 
おくけこおせ さはょけき し くぇいゃぇくうっき きぇさてさせすぇ. 

©2017. CBC AMERICAS, Corp. В┐┄ ┎┏〞━〞 ┆〞┘┇┘┄┌┚. 
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Ц┇┓┏┍━┍┄ PTZ ┇ Dewarp 
 
Цうそさけゃけっ PTZ 
『うそさけゃけっ こぇくけさぇきくけっ きぇしてすぇぉうさけゃぇくうっ (DPTZ) きけあっす ぉにすぬ ゃおかのつっくけ おぇお ょかは PTZ-おぇきっさ, すぇお う ょかは 
くっ-PTZ-おぇきっさ. Эすぇ そせくおちうは けぉっしこっつうゃぇっす せゃっかうつっくうっ ういけぉさぇあっくうは こせすっき けぉさっいおう う せゃっかうつっくうは おぇさすうくおう. 
》けすは ねすけ ゃ けしくけゃくけき こけかっいくけ ょかは せしすさけえしすゃ ぉっい ゃけいきけあくけしすう けこすうつっしおけゅけ きぇしてすぇぉうさけゃぇくうは, っしかう ゃに くっ たけすうすっ 
こさっょけしすぇゃかはすぬ ょけしすせこ お せこさぇゃかっくうの PTZ くっおけすけさにき こけかぬいけゃぇすっかはき, すけゅょぇ DPTZ きけあくけ すぇおあっ うしこけかぬいけゃぇすぬ ょかは 
せしすさけえしすゃ PTZ. 
』すけぉに ゃおかのつうすぬ DPTZ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう, ゃにぉっさうすっ ちっかっゃけっ けおくけ こさけしきけすさぇ う ゃおかのつうすっ ちうそさけゃけっ 
せゃっかうつっくうっ, くぇあぇゃ おくけこおせ こっさっおかのつっくうは DPTZ くぇ こぇくっかう せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうは ゃ くうあくっき こさぇゃけき せゅかせ. ╁に 
すぇおあっ きけあっすっ ゃおかのつうすぬ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは DPTZ, おけすけさにっ ぉせょせす ゃうょくに こけ せきけかつぇくうの つっさっい ゅかぇゃくけっ きっくの 
GanzCORTROL Client[っょぇおすうさけゃぇすぬ->′ぇしすさけえおう ->ゃおかぇょおぇViewportOverlays. 

‶けはゃうすしは こけかいせくけお きぇしてすぇぉうさけゃぇくうは くぇかけあっくうは, つすけ こけいゃけかうす ゃぇき せゃっかうつうすぬ ういけぉさぇあっくうっ. ′ぇあきうすっ う 
こっさっすぇとうすっ こけかいせくけお ╁╁╄[》/╁′╇╆, つすけぉに せゃっかうつうすぬ / せきっくぬてうすぬ きぇしてすぇぉ; おぇお すけかぬおけ ゃに せゃっかうつうかう きぇしてすぇぉ 
ういけぉさぇあっくうは, くぇあきうすっ う せょっさあうゃぇえすっ かのぉせの すけつおせ くぇ ういけぉさぇあっくうう かっゃけえ おくけこおけえ きにてう ょかは こっさっきっとっくうは ゃかっゃけ 
/ ゃこさぇゃけ. 

Dewarp (おけきこっくしぇちうは けこすうつっしおけゅけ うしおぇあっくうは) 

╃かは おぇきっさ し そけすけけぉなっおすうゃぇきう «さにぉうえ ゅかぇい» う «Panomorph» さっあうき «dewarp» ゃおかのつっく, おけゅょぇ ちうそさけゃぇは 
PTZ-おぇきっさぇ ゃおかのつっくぇ. Эすぇ そせくおちうは きけあっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは おぇお ゃ さっあうきっ こさけしきけすさぇ «ゃあうゃせの», すぇお う ゃ さっあうきっ 
ゃけしこさけういゃっょっくうは; つすけぉに うしこけかぬいけゃぇすぬ っё, とっかおくうすっ こっさっおかのつぇすっかぬ くぇかけあっくうは DPTゃ こさぇゃけき くうあくっき せゅかせ けおくぇ 
こさけしきけすさぇ. 
‶け せきけかつぇくうの さっゅうけくぇかぬくにえ さっあうき «dewarp» ゃおかのつっく: つぇしすぬ ういけぉさぇあっくうは けすけぉさぇあぇっすしは ゃ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ, う 
おぇきっさぇ しすぇくけゃうすしは ゃうさすせぇかぬくけえ PTZ-おぇきっさけえ, おけすけさせの きけあくけ きぇしてすぇぉうさけゃぇすぬ う こっさっきっとぇすぬ こけ ゃしっきせ せゅかせ けぉいけさぇ, 
おけすけさにえ こけいゃけかはっす おぇきっさぇ «さにぉうえ ゅかぇい». ′ぇあきうすっ かっゃせの おくけこおせ きにてう う こっさっすぇとうすっ ょかは こぇくけさぇきうさけゃぇくうは / 
くぇおかけくぇ ゃ しけけすゃっすしすゃせのとっき くぇこさぇゃかっくうう; うしこけかぬいせえすっ こけかいせくけお きぇしてすぇぉうさけゃぇくうは ょかは せゃっかうつっくうは う せきっくぬてっくうは 
きぇしてすぇぉぇ. 
╁に きけあっすっ こけきっしすうすぬ けょうく おぇくぇか ゃ くっしおけかぬおけ けぉかぇしすっえ こさけしきけすさぇ くぇ ゃぇてっき きぇおっすっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ, ゃおかのつうすぬ 
DPTZ ょかは ゃしった うい くうた, ぇ いぇすっき うしこけかぬいけゃぇすぬ DPTZ ょかは けすけぉさぇあっくうは さぇいかうつくにた けぉかぇしすっえ ういけぉさぇあっくうは し «dewarp». 
]けいょぇくくぇは したっきぇ きけあっす ぉにすぬ しけたさぇくっくぇ, おぇお けぉにつくけ, つっさっい きっくの «]けたさぇくうすぬ きぇおっす» ゃ ゃっさたくっき かっゃけき せゅかせ: 
こけいうちうう DPTZ ぉせょせす こけょょっさあうゃぇすぬしは こさう いぇゅさせいおっ きぇおっすぇ ゃ かのぉけっ ゃさっきは. 
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╄しかう ゃぇき くせあくぇ ぉけかぬてぇは つぇしすぬ ういけぉさぇあっくうは, おけすけさけっ ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬしは ゃ けょくけき けおくっ こさけしきけすさぇ, ゃに きけあっすっ 
こっさっおかのつうすぬしは くぇ こぇくけさぇきくにえ ゃうょ くぇ 180 ゅさぇょせしけゃ うかう くぇ 360 ゅさぇょせしけゃ, うしこけかぬいせは さぇしおさにゃぇのとっっしは きっくの, 
おけすけさけっ けすけぉさぇあぇっすしは ゃ くうあくっえ つぇしすう けおくぇ こさけしきけすさぇ, おけゅょぇ DPTZ ゃおかのつっく. 

╄しかう こけしかっ ゃおかのつっくうは ゃけいきけあくけしすう ちうそさけゃけゅけ PTZ せ ゃぇし くっす ういけぉさぇあっくうは ゃ さっあうきっ «dewarp», ねすけ 
けいくぇつぇっす, つすけ さっあうき «dewarp» くっ くぇしすさけっく ょかは ちっかっゃけゅけ せしすさけえしすゃぇ. ╃かは ねすけゅけ こっさっえょうすっ ゃ Ganz 
CORTROL Console う くぇしすさけえすっ こぇさぇきっすさに «dewarp» ゃ しゃけえしすゃぇた おぇくぇかぇ. 
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ズ│┌┍━┄┌┌┍┄ ━┍┐┎┏┍┇┆━┄┃┄┌┇┄ 
ごÖöñëí¡öóçÖ▲ú ëñ¢ó½ äëÜï½Üöëí ç ëñí¿áÖÜ½ çëñ½ñÖó Ñíñö çí½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëÜï½íöëóçíöá íëêóç äë　½Ü ç öÜ½ ¢ñ Ü¡Öñ 
äëÜï½Üöëí, Öñ äñëñ¡¿0ôí　ïá ç ëñ¢ó½ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　. ЭöÜ äÜ£çÜ¿　ñö äëÜï½íöëóçíöá äÜï¿ñÑÖóñ ÜöïÖ　ö▲ñ çóÑñÜ½íöñëóí¿▲ Ñ¿　 
ç▲ßëíÖÖ▲ê ¡íÖí¿Üç, äëó ~öÜ½ Ñ¿　 ÑëÜÇóê ÜïöëÜúïöç ÜöÜßëí¢íñöï　 ¢óçÜñ ó£Üßëí¢ñÖóñ. ぢÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 çóÑñÜ½íöñëóí¿ £íÇëÜ¢íñöï　 
ç öñôñÖóñ ä　öó ½óÖÜö; óïäÜ¿á£Üúöñ <> ¡í¡ ïëñÑïöçí Üäëíç¿ñÖó　 çëñ½ñÖÖÜú ÇëíÖóîñú, ôöÜß▲ ó£½ñÖóöá çëñ½ñÖÖÜú Ñóíäí£ÜÖ, 
àñ¿¡ÖÜç ó äñëñöíàóç ½▲ü¡Ü çäëíçÜ (Üçñ¿óôñÖóñ) ó ç¿ñçÜ (Ü½ñÖáüñÖóñ) ïöëñ¿Ü¡ <>. だßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ôöÜ ~öÜö ëñ¢ó½ 
ÑÜïöÜäñÖ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ¡íÖí¿Üç, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê ç¡¿0ôñÖí £íäóïá. 
ぶöÜß▲ ç¡¿0ôóöá ½ÇÖÜçñÖÖÜñ çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ ç íëêóçñ, óïäÜ¿á£Üúöñ ~¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖó　 ¡ÖÜä¡ó «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ» 
ç Öó¢Öñ½ äëíçÜ½ ÜÇ¿Ü. とíÖí¿ íçöÜ½íöóôñï¡ó äñëñ¡¿0ôóöï　 ç ëñ¢ó½ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　, äÜ£çÜ¿　　 çí½ ç▲ßóëíöá çëñ½ñÖÖ▲ñ ½ñö¡ó, 
ïÜ£Ñíçíöá £í¡¿íÑ¡ó ó Ññ¿íöá ïÖó½¡ó. ぶöÜß▲ ç▲úöó ó£ ëñ¢ó½í ½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　, óïäÜ¿á£Üúöñ ¡ÖÜä¡Ü Б ç Öó¢Öñú 
äëíçÜú ôíïöó äíÖñ¿ó Üäëíç¿ñÖó　. 
[っあうき きゅくけゃっくくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは きけあっす ぉにすぬ ゃおかのつっく ょかは けょくけえ, くっしおけかぬおうた うかう ゃしった けぉかぇしすっえ 
こさけしきけすさぇ ゃ すっおせとっき きぇおっすっ: ゃに きけあっすっ こっさっおかのつぇすぬしは きっあょせ さっあうきぇきう こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう う ゃ 
さっあうきっ きゅくけゃっくくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは ぉっい おぇおうた-かうぉけ けゅさぇくうつっくうえ. 
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╁ さっあうきっ きゅくけゃっくくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは ょけしすせこくに しかっょせのとうっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき: 
• ╁っさたくうえ かっゃにえ: 

• X - いぇおさにすぬ こけすけお う けしゃけぉけょうすぬ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ 
• ]すぇすせし いぇぉかけおうさけゃぇくくけえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ: さぇいぉかけおうさけゃぇくぇ (こけ せきけかつぇくうの) うかう 
いぇぉかけおうさけゃぇくぇ; さぇいぉかけおうさけゃぇくぇ けいくぇつぇっす, つすけ けおくけ こさけしきけすさぇ きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ ょかは 
ゃしこかにすうは おぇさすに / ゃしこかにゃぇのとうた けおけく おぇきっさに う こけねすけきせ きけあっす ぉにすぬ いぇきっくっくぇ ょさせゅけえ 
おぇきっさけえ ゃ かのぉけえ きけきっくす 

• くぇいゃぇくうっ おぇきっさに 

• 『っくすさ: ゃけしこさけういゃっょっくうっ / こぇせいぇ 
• くぇあきうすっ, つすけぉに こけしきけすさっすぬ 
• こっさっすぇとうすっ ゃ ちっくすさ しすさけおう, つすけぉに こさうけしすぇくけゃうすぬ 
• こっさっすぇとうすっ ゃこさぇゃけ ょかは ぉにしすさけえ こっさっきけすおう ゃこっさっょ 

• こっさっすぇとうすっ ゃかっゃけ ょかは ぉにしすさけえ こっさっきけすおう くぇいぇょ 

• こさっおさぇすうすぬ こっさっすぇしおうゃぇくうは, つすけぉに こさけょけかあうすぬ くけさきぇかぬくけっ ゃけしこさけういゃっょっくうっ うかう けしすぇゃうすぬ こぇせいせ
ゃ こけかけあっくうう ╁╉╊ 

• ╁くういせ しこさぇゃぇ: ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは 

• こっさっえすう お けこさっょっかっくくけきせ ゃさっきっくう (しけつっすぇくうっ おかぇゃうて: ‶さけぉっか) 

• しけいょぇすぬ いぇおかぇょおせ し すっおせとっえ きっすおけえ ゃさっきっくう 

• しょっかぇすぬ しくうきけお 

• ぇゃすけきぇすうつっしおう ねおしこけさすうさけゃぇすぬ いぇゅさせあっくくにっ ゃうょっけきぇすっさうぇかに  

• ╁くういせ: ゃさっきっくくぇは ておぇかぇ 
• うしこけかぬいせえすっ しすさっかおう <>, つすけぉに けすさっゅせかうさけゃぇすぬ いぇゅさせあっくくにっ ゅさぇくうちに ゃさっきっくう しなっきおう 

(おけすけさにっ, こけ せきけかつぇくうの, はゃかはのすしは こけしかっょくうきう こはすぬの きうくせすぇきう) 
• こっさっすぇとうすっ ゃこさぇゃけ, つすけぉに こっさっきっしすうすぬしは ゃこっさёょ ゃけ ゃさっきっくう  
• こっさっすぇとうすっ ゃかっゃけ, つすけぉに こっさっきっしすうすぬしは くぇいぇょ ゃけ ゃさっきっくう 

• ゃっさすうおぇかぬくぇは あっかすぇは かうくうは せおぇいにゃぇっす すっおせとうえ きけきっくす ゃけしこさけういゃっょっくうは, こっさっすぇとうすっ っё 
ゃ かのぉけき きっしすっ うかう くぇあきうすっ ょかは ょゃうあっくうは ゃょけかぬ ゃさっきっくくけえ ておぇかに. 
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ズ〞┉┄┑┚ 

╋ぇおっす こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ こさっょゃぇさうすっかぬくけ しゅっくっさうさけゃぇくくせの おけくそうゅせさぇちうの けぉかぇしすっえ こさけしきけすさぇ し おぇくぇかぇきう, 
こさっょくぇいくぇつっくくにきう ょかは こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう う ゃけしこさけういゃっょっくうは ぇさたうゃぇ. ╋ぇおっすに しけいょぇのすしは こせすっき 
いぇこけかくっくうは てぇぉかけくぇ きぇおっすぇ ゃうょっけおぇくぇかぇきう. ]せとっしすゃせっす ょゃっ けしくけゃくにっ ゅさせここに きぇおっすけゃ: かけおぇかぬくにっ う けぉとうっ. 
╊けおぇかぬくにっ きぇおっすに しけいょぇのすしは う たさぇくはすしは かけおぇかぬくけ くぇ すけき あっ おけきこぬのすっさっ, ゅょっ せしすぇくけゃかっく おかうっくす Ganz 
CORTROL; けくう くっょけしすせこくに ょかは ょさせゅうた せしすさけえしすゃ, こけょおかのつっくくにた お すけきせ あっ しっさゃっさせ. 
¨ぉとうっ しっさゃっさくにっ きぇおっすに たさぇくはすしは くぇ おぇあょけき しっさゃっさっ う ょけしすせこくに ょかは ゃしった こけかぬいけゃぇすっかっえ, こけょおかのつっくくにた お 
すけきせ あっ しっさゃっさせ し ょさせゅうた おかうっくすしおうた おけきこぬのすっさけゃ. ╄しかう かうちっくいうは けゅさぇくうつうゃぇっす おけかうつっしすゃけ こけょおかのつっくうえ 
おかうっくすぇ いくぇつっくうっき 1, きぇおっすに きけゅせす こけ-こさっあくっきせ うしこけかぬいけゃぇすぬしは ょかは しけゃきっしすくけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは 
くっしけゃきっしすくにた おかうっくすしおうた こけょおかのつっくうえ し さぇいくにた おけきこぬのすっさけゃ. 

【ぇぉかけく きぇおっすぇ こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ しっすおけこけょけぉくにえ てぇぉかけく けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ ぉっい こさうゃはいおう お くっきせ おぇくぇかけゃ. 
]せとっしすゃせっす くぇぉけさ てぇぉかけくけゃ きぇおっすけゃ こけ せきけかつぇくうの, たさぇくはとうたしは かけおぇかぬくけ こさう おぇあょけえ せしすぇくけゃおっ おかうっくすぇ Ganz 
CORTROL; おさけきっ すけゅけ, こけかぬいけゃぇすっかぬしおうっ くぇしすさぇうゃぇっきにっ てぇぉかけくに きけゅせす ぉにすぬ しけいょぇくに し こけきけとぬの Ganz 
CORTROL Console. 【ぇぉかけく きぇおっすぇ し おぇくぇかぇきう, こさっょくぇいくぇつっくくにきう ょかは けぉかぇしすっえ こさけしきけすさぇ, きけあっす ぉにすぬ 
しけたさぇくっく ゃ ゃうょっ きぇおっすぇ. 
‶っさっすぇとうすっ くせあくにえ てぇぉかけく きぇおっすぇ うい きっくの «[っしせさしに» しかっゃぇ - かうぉけ うい かけおぇかぬくにた てぇぉかけくけゃ こけ せきけかつぇくうの, 
かうぉけ うい こさっょゃぇさうすっかぬくけ くぇしすさけっくくにた てぇぉかけくけゃ きぇおっすぇ, ょけしすせこくにた くぇ こけょおかのつっくくけき しっさゃっさっ. 【ぇぉかけく ぉせょっす 
こせしすにき; こっさっすぇとうすっ おぇくぇかに うい しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ さぇいょっかぇ きっくの しかっゃぇ ゃ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ きぇおっすぇ, つすけぉに 
いぇこけかくうすぬ しっすおせ おぇきっさぇきう. ]けょっさあうきけっ おぇくぇかけゃ ぉせょっす いぇゅさせあっくけ ぇゃすけきぇすうつっしおう, っしかう けくけ ぉせょっす ょけしすせこくけ. 
】っかおくうすっ おくけこおせ きっくの きぇおっすぇ B-B ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ - つせすぬ ゃにてっ きぇおっすぇ - う ゃにぉっさうすっ «]けたさぇくうすぬ きぇおっす», 
つすけぉに しけたさぇくうすぬ おけくそうゅせさぇちうの おぇくぇかぇ ゃ おぇつっしすゃっ くけゃけえ かけおぇかぬくけえ うかう けぉとっえ きぇおっすくけえ いぇこうしう うかう 
こっさっいぇこうしぇすぬ かのぉせの うい しせとっしすゃせのとうた 
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でÜàñïöçÜ0ö ï¿ñÑÜ0àóñ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ äíëí½ñöë▲: 
• ゑ▲ßñëóöñ «でÜêëíÖóöá äëñÑÜïöíÖÜç¡ó», ñï¿ó ç▲ êÜöóöñ ïÜêëíÖóöá äÜï¿ñÑÖ00 í¡öóçóëÜçíÖÖÜ0 äëñÑÜïöíÖÜç¡Ü Ñ¿　 

¡í½ñë▲, äÜÑÑñë¢óçí0àÜ0 PTГ, ç½ñïöñ ï ½í¡ñöÜ½. ぎï¿ó ç▲ ïÑñ¿íñöñ ~öÜ, äëñÑÜïöíÖÜç¡í, ¡ÜöÜëí　 óïäÜ¿á£Üçí¿íïá Ñ¿　 
PTГ-¡í½ñë▲, ßÜÑñö £íäÜ½óÖíöáï　 ó £íÇëÜ¢íöáï　 ç½ñïöñ ï ½í¡ñöÜ½, óÇÖÜëóëÜ　 ¿0ß▲ñ ó£½ñÖñÖó　 äÜ¿Ü¢ñÖó　 PTГ, 
¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó ïÑñ¿íÖ▲ ¿0ß▲½ ÑëÜÇó½ äÜ¿á£Üçíöñ¿ñ½ / Ññúïöçóñ½. 
 

• ぶöÜß▲ ïÑñ¿íöá çÖÜçá ïÜ£ÑíÖÖ▲ú ½í¡ñö ÑÜïöÜäÖ▲½ Ñ¿　 ¿0ßÜÇÜ äÜ¿á£Üçíöñ¿　, äÜÑ¡¿0ôñÖÖÜÇÜ ¡ öÜ½Ü ¢ñ ïñëçñëÜ, 
ç¡¿0ôóöñ Üäîó0 «だßàóñ» ç ïçÜúïöçíê ½í¡ñöí ó ç▲ßñëóöñ ÖÜ¢Ö▲ñ äíëí½ñöë▲: îñ¿ñçÜú ïñëçñë ó ÇëÜääÜ ½í¡ñöÜç. 
ぢÜ¿á£Üçíöñ¿ó, Ü ¡ÜöÜë▲ê ñïöá ëí£ëñüñÖóñ Öí äëÜï½Üöë Ñ¿　 îñ¿ñçÜú ÇëÜää▲ ½í¡ñöÜç, ï½ÜÇÜö çóÑñöá ó óïäÜ¿á£Üçíöá çíü 
½í¡ñö; äÜ¿á£Üçíöñ¿ó ï äëíçí½ó んÑ½óÖóïöëíöÜëí ßÜÑÜö ó½ñöá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äñëñ£íäóïíöá çíü ½í¡ñö ï öñ½ ¢ñ ó½ñÖñ½. 
 

ぞ づ づ ß
が¿　 ïÜàñïöçÜçíÖó　 Öí îñ¿ñçÜ½ ïñëçñëñ ÖñÜßêÜÑó½Ü ó½ñöá êÜö　 ß▲ ÜÑÖÜ ÇëÜääÜ ½í¡ñöÜç, ôöÜß▲ ç▲ ½ÜÇ¿ó ïÜ£Ñíçíöá Üßàóñ 
½í¡ñö▲. とëÜ½ñ öÜÇÜ, Ü öñ¡ÜàñÇÜ äÜ¿á£Üçíöñ¿　 ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá ëí£ëñüñÖó　 Ñ¿　 íÑ½óÖóïöëóëÜçíÖó　 îñ¿ñçÜú ÇëÜää▲ ½í¡ñöí 
. 
ぶöÜß▲ ÑÜßíçóöá ÇëÜää▲ ½í¡ñöÜç, çÜúÑóöñ Öí îñ¿ñçÜú ïñëçñë ôñëñ£ GКЧг CORTROL CoЧsolО äÜÑ ÜôñöÖÜú £íäóïá0 
íÑ½óÖóïöëíöÜëí ó äñëñúÑóöñ ç ëí£Ññ¿ «ぜí¡ñö▲»; äÜÑëÜßÖÜïöó ï½. ç ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ äÜ¿á£Üçíöñ¿　 äÜ íÑ½óÖóïöëóëÜçíÖó0 
ïñëçñëí. だßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ôöÜ çïöëÜñÖÖ▲ê ÇëÜää ½í¡ñöÜç Öñö. 
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′ぇさはょせ し きぇおっすぇきう, しけたさぇくはのすしは う いぇゅさせあぇのすしは ょかは おぇあょけえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ, おぇお ょかは かけおぇかぬくにた, すぇお う ょかは 
けぉとうた きぇおっすけゃ, しかっょせのとうっ こぇさぇきっすさに: 

• こけいうちうは おぇくぇかぇ / おぇさすに ゃ てぇぉかけくっ きぇおっすぇ 
• ちうそさけゃけっ こけかけあっくうっ PTZ 

• しけけすくけてっくうっ しすけさけく ういけぉさぇあっくうは 

• こぇくっかぬ せゃっょけきかっくうえ 

• こさっょせしすぇくけゃおぇ PTZ (っしかう ゃおかのつっくぇ こさう しけたさぇくっくうう PTZ) 

╋っくの きぇおっすぇ すぇおあっ こけいゃけかはっす けすこさぇゃうすぬ けすけぉさぇあぇっきにえ ゃ ょぇくくにえ きけきっくす きぇおっす くぇ かのぉけえ うい こさっょゃぇさうすっかぬくけ 
しおけくそうゅせさうさけゃぇくくにた おけきこけくっくすけゃ ゃうょっけしすっく. ′ぇあきうすっ おくけこおせ B-B ゃ きっくの きぇおっすぇ ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ う 

ゃにぉっさうすっ «╁おか. ねおさぇく», ぇ いぇすっき ゃにぉっさうすっ くせあくにえ くけきっさ ゃうょっけしすっくに う くけきっさ ちっかっゃけゅけ ねおさぇくぇ. 
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′ぇあきうすっ おくけこおせ «[ぇいゃっさくせすぬ» さはょけき し かのぉにき きぇおっすけき ゃ しこうしおっ, つすけぉに けすおさにすぬ きっくの きぇおっすぇ. ¨すしのょぇ ゃに きけあっすっ:
• せょぇかうすぬ ちっかっゃけえ きぇおっす, うかう 

• けすこさぇゃうすぬ ちっかっゃけえ きぇおっす くぇ ゃうょっけしすっくせ. 
¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ しけいょぇくくにっ きぇおっすに くっ さっょぇおすうさせのすしは: っしかう ゃに たけすうすっ ういきっくうすぬ しけょっさあうきけっ きぇおっすぇ, 
いぇゅさせいうすっ すっおせとっっ しけょっさあうきけっ きぇおっすぇ, こっさっすぇとうゃ っゅけ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう, ゃくっしうすっ くっけぉたけょうきにっ 
ういきっくっくうは, ぇ いぇすっき こっさっいぇこうてうすっ しせとっしすゃせのとうえ きぇおっす, しけたさぇくうゃ すっおせとうえ きぇおっす こけょ すっき あっ うきっくっき. 
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ダ┍┐┊┄┃┍━〞┑┄┊┛┌┍┐┑┇ ┋〞┉┄┑┍━  

′っしおけかぬおけ きぇおっすけゃ きけゅせす ぉにすぬ しけいょぇくに う しけたさぇくっくに ゃ ゃうょっ ょうくぇきうつっしおうた こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすっえ, すけ っしすぬ «しかぇえょ-てけせ 
きぇおっすけゃ». 

Чтобы создать последовательность, нажмите кнопку рядом с «‶оследовательностями макета» в 
проводнике ресурсов слева. 
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ぢÜ　çóöï　 Ñóí¿ÜÇÜçÜñ Ü¡ÖÜ «でÜ£Ñíöá äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá». がçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ Öí ½í¡ñö▲ ó¿ó äñëñöíàóöñ óê, ôöÜß▲ ÑÜßíçóöá / 
ÜÑí¿óöá ½í¡ñö▲ ç / ó£ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó. が¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ½í¡ñöí çëñ½　 äíÜ£▲ ½Ü¢ñö ß▲öá Ü¡í£íÖÜ ÜöÑñ¿áÖÜ; ゑ▲ ½Ü¢ñöñ ÑÜßíçóöá 
¡í¢Ñ▲ú ½í¡ñö ÜÑóÖ ó¿ó Öñï¡Ü¿á¡Ü ëí£, ôöÜß▲ ÜÖ äÜ　çó¿ï　 ç äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó. ぎï¿ó ÖñÜßêÜÑó½Ü, óïäÜ¿á£Üúöñ äÜ¿ñ äÜóï¡í ç 
çñëêÖñ½ ¿ñçÜ½ ÜÇ¿Ü, ôöÜß▲ Öíúöó ½í¡ñö äÜ Öí£çíÖó0. 
 
ゑçñÑóöñ ó½　 Ñ¿　 ÖÜçÜú äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó ó Öí¢½óöñ «でÜêëíÖóöá». ぢÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá äÜ　çóöï　 ç äëÜçÜÑÖó¡ñ ëñïÜëïÜç ç 
ëí£Ññ¿ñ «LКвoutsОquОЧМОs»; äñëñöíàóöñ ñё ç Üß¿íïöá ÜïÖÜçÖÜÇÜ çóÑí ó¿ó Ñçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ äÜ Öí£çíÖó0, ôöÜß▲ í¡öóçóëÜçíöá ñё. 
ぢÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá £íöñ½ ÖíôÖñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó; ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïö　½ó äÜ　ç　öï　 ÖíÑ Ü¡Öí½ó äëÜï½Üöëí, 
ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö äñëñ¡¿0ôíöáï　 ½ñ¢ÑÜ ½í¡ñöí½ó çëÜôÖÜ0 ó çÜïäëÜó£çÜÑóöá / äëóÜïöíÖíç¿óçíöá; ¡ëÜ½ñ öÜÇÜ, Öí äíÖñ¿ó öí¡¢ñ ßÜÑñö 
äÜ¡í£íÖÜ Üïöíçüññï　 çëñ½　 Ñ¿　 ½í¡ñöí, ¡ÜöÜë▲ú ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ÜöÜßëí¢íñöï　. 
 
 
 
 

 
 
 
′ぇあきうすっ くぇ しすさっかおう                              ょかは くっきっょかっくくけゅけ こっさったけょぇ お こさっょにょせとっきせ / しかっょせのとっきせ きぇおっすせ; 
╇しこけかぬいせえすっ おくけこおせ こぇせいに ょかは こさっおさぇとっくうは ゃけしこさけういゃっょっくうは. 
 

 

』すけぉに けすさっょぇおすうさけゃぇすぬ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ, くぇあきうすっ おくけこおせ さはょけき し くぇいゃぇくうっき こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう ゃ 
こさけゃけょくうおっ さっしせさしけゃ う ゃにぉっさうすっ «[っょぇおすうさけゃぇすぬ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ»; つすけぉに せょぇかうすぬ っё うい おけくそうゅせさぇちうう 
おかうっくすぇ Ganz CORTROL, ゃにぉっさうすっ «〉ょぇかうすぬ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ». ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ: っしかう ゃに せょぇかうすっ うかう 
ういきっくうすっ しけょっさあうきけっ すっおせとっえ ゃけしこさけういゃけょうきけえ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう, ねすけ くっ こけゃかうはっす くぇ すっおせとっっ しかぇえょ-てけせ 
きぇおっすぇ; つすけぉに いぇこせしすうすぬ けぉくけゃかっくくせの ゃっさしうの こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう, こさけしすけ いぇこせしすうすっ っっ いぇくけゃけ. 
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ゼ〞┊┍┅┄┌┇┄ ┃━┇┅┄┌┇┞ 

′ぇあきうすっ くぇ くせあくせの けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ う うしこけかぬいせえすっ いくぇつけお せこさぇゃかっくうは ょゃうあっくうっき ゃ くうあくっき こさぇゃけき せゅかせ, 
つすけぉに ゃおかのつうすぬ うかう ゃにおかのつうすぬ くぇかけあっくうっ しっすおう. Эすけ ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ, すけかぬおけ っしかう ょかは ゃにぉさぇくくけゅけ おぇくぇかぇ 
ゃおかのつっくけ けぉくぇさせあっくうっ ょゃうあっくうは. 
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К〞┏┑┚ 

とíëö▲, ÖíïöëÜñÖÖ▲ñ ï äÜ½Üàá0 GКЧг CORTROL CoЧsolО, ½Ü¢ÖÜ äëÜï½Üöëñöá ç ¡¿óñÖöñ GКЧг CORTROL: äëÜïöÜ äñëñöíàóöñ
óê ó£ ïäóï¡í ëñïÜëïÜç ï¿ñçí ç ¿0ßÜñ Ü¡ÖÜ äëÜï½Üöëí ó¿ó óïäÜ¿á£Üúöñ äñëñöíï¡óçíÖóñ, ôöÜß▲ £íÇëÜ£óöá óê ç Ç¿íçÖÜ½ Ü¡Öñ
äëó¿Ü¢ñÖó　 ç ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó ó¿ó ç ëñ¢ó½ñ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　. とíëö▲ £íäÜ¿Ö　0ö Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí öÜôÖÜ öí¡ ¢ñ,
¡í¡ ¡íÖí¿▲, ÖÜ, ç Üö¿óôóñ Üö ¡íÖí¿Üç, ÜÖó Öñ ó½ñ0ö ~¿ñ½ñÖöÜç Üäëíç¿ñÖó　 çóÑñÜ½íöñëóí¿í½ó ó Öí¿Ü¢ñÖóñ½. だÑÖí ¡íëöí 
½Ü¢ñö ß▲öá Üö¡ë▲öí ç ÜÑÖÜú Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí ó¿ó çÜ ½ÖÜÇóê ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ. 

とíëö▲ çÖÜöëó Üß¿íïöñú äëÜï½Üöëí ½ÜÇÜö ß▲öá Üçñ¿óôñÖ▲ ç îóâëÜçÜ½ Üçñ¿óôñÖóó IN ó OUT ï äÜ½Üàá0 ¡Ü¿ñïó¡í ½▲üó ó
äñëñ½ñàñÖ▲ ï äÜ½Üàá0 ¿ñçÜú ¡ÖÜä¡ó ½▲üó (Öí¢½óöñ ó äñëñöíàóöñ, ôöÜß▲ äñëñ½ñïöóöá). がçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ çÖÜöëó ¿0ßÜú Üß¿íïöó 
äëÜï½Üöëí ï ¡íëöÜú, ôöÜß▲ äñëñ¡¿0ôóöáï　 ç ëñ¢ó½ ÜÑóÖÜôÖÜú ¡í½ñë▲, £íöñ½ Öí¢½óöñ ñàñ ëí£, ôöÜß▲ çñëÖÜöáï　 ¡ çóÑÜ ½í¡ñöí. 

╁しっ おぇきっさに, こけおぇいぇくくにっ くぇ おぇさすっ, きけゅせす ぉにすぬ いぇゅさせあっくに ゃ おかうっくす Ganz CORTROL こさけしすにき ょゃけえくにき とっかつおけき. 
』すけぉに けすおさにすぬ おぇきっさせ: 

• くぇゃっょうすっ せおぇいぇすっかぬ きにてう くぇ くせあくけっ せしすさけえしすゃけ くぇ おぇさすっ, こけおぇ けくけ くっ しすぇくっす ゃにょっかっくけ さけいけゃにき
おさせあおけき 
• ょゃぇあょに とっかおくうすっ こけ ちっかっゃけきせ せしすさけえしすゃせ, つすけぉに ぇゃすけきぇすうつっしおう けすけぉさぇいうすぬ っゅけ くぇ こっさゃけえ くっ 
いぇぉかけおうさけゃぇくくけえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ ゃ すっおせとっき きぇおっすっ 

• おぇお ゃぇさうぇくす, こっさっすぇとうすっ くせあくけっ せしすさけえしすゃけ ゃ けおくけ こさけしきけすさぇ こけ ゃぇてっきせ ゃにぉけさせ 
• っしかう こけすけお せしすさけえしすゃぇ せあっ こさうしせすしすゃせっす くぇ きぇおっすっ, けく ぉせょっす きうゅぇすぬ いっかっくにき ちゃっすけき. 
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ダ┍┊┛┆┍━〞┑┄┊┛┐┉┇┄ ┉┌┍┎┉┇ 

‶けかぬいけゃぇすっかぬしおうっ おくけこおう, ぇ すぇおあっ ょさせゅうっ すうこに さっしせさしけゃ し こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ ょけしすせこくに くぇ こぇくっかう 
«[っしせさしに» しかっゃぇ. 

              ぢÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óñ ¡ÖÜä¡ó ïÜ£Ñí0öï　 ï äÜ½Üàá0 GКЧг CORTROL CoЧsolО; ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ¡ÖÜä¡ó ÜäëñÑñ¿　ñöï　 ôñëñ£ GКЧг 
CORTROL CoЧsolО ï äÜ½Üàá0 ¡ÜÖâóÇÜëíöÜëí «でÜß▲öó　 ó Ññúïöçó　». ぎïöá öëó ïäÜïÜßí óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óê ¡ÖÜäÜ¡ ç 
¡¿óñÖöñ GКЧг CORTROL: 

•  Ñçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ ¿0ßÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ç ïäóï¡ñ ëñïÜëïÜç, ôöÜß▲ ç▲£çíöá Ññúïöçóñ, äëóïçÜñÖÖÜñ ñú  
• äñëñöíàóöá ¿0ßÜ0 äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡Ü0 ¡ÖÜä¡Ü ç Ü¡ÖÜ äëÜï½Üöëí «¢óçÜÇÜ» äëñÑïöíç¿ñÖó　, ôöÜß▲ ¡ÖÜä¡í äÜ¿á£Üçíöñ¿　 

äÜ　çó¿íïá ¡í¡ ~¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ Ñ¿　 ÖÜ¢ÖÜú ¡í½ñë▲, £íöñ½ Ñçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ äÜ Öñú ç ¿0ßÜñ çëñ½　, 
ôöÜß▲ ç▲£çíöá ïÜÜöçñöïöçÜ0àññ Ññúïöçóñ 

• Ñçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ äÜ ½íë¡ñëí½ äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óê ¡ÖÜäÜ¡ Öí ¡íëöíê (Öíïöëíóçíñöï　 ôñëñ£ GКЧг CORTROL CoЧsolО) 
          だßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ôöÜ ÑÜäÜï¡íñöï　 Öñ ßÜ¿ññ ÜÑÖÜú äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡Üú ¡ÖÜä¡ó Ñ¿　 ¡í¢ÑÜú Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí; ¡ëÜ½ñ öÜÇÜ, 
äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óñ ¡ÖÜä¡ó Öñ ½ÜÇÜö ß▲öá ÑÜßíç¿ñÖ▲ ç Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí, ïÜÑñë¢íàóñ ¡íëö▲. ゑ½ñïöÜ ~öÜÇÜ äñëñúÑóöñ ç ëí£Ññ¿ 
Üäëíç¿ñÖó　 ¡íëöÜú ç GКЧг CORTROL CoЧsolО ó ÑÜßíçáöñ ½íë¡ñë▲ äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡óê ¡ÖÜäÜ¡ Öí ÖÜ¢Ö▲ñ ¡íëö▲, ôöÜß▲ óïäÜ¿á£Üçíöá 
óê ç ¡¿óñÖöñ GКЧг CORTROL. 
            とí¢Ñ▲ú ëí£ äëó Öí¢íöóó äÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡Üú ¡ÖÜä¡ó äÜ　ç¿　ñöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àí　 £íäóïá ç ëí£Ññ¿ñ «だäÜçñàñÖó　» ¡¿óñÖöí 
GКЧг CORTROL. 
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ВゲヴガゾヅデガゼА 

╉けくそうゅせさぇちうは ゃうょっけしすっく ゃ Ganz CORTROL けつっくぬ ゅうぉおぇは う こけいゃけかはっす くぇしすさけうすぬ ゃうょっけゃにたけょ こさぇおすうつっしおう ゃ かのぉけえ
おけきぉうくぇちうう そういうつっしおうた ねおさぇくけゃ. 【ぇぉかけくに ゃうょっけしすっくに くぇしすさぇうゃぇのすしは つっさっい Ganz CORTROL Console, ぇ いぇすっき 
しすぇくけゃはすしは ょけしすせこくにきう ゃ おかうっくすっ Ganz CORTROL, ゃ いぇゃうしうきけしすう けす さぇいさってっくうえ こけょおかのつっくくけゅけ こけかぬいけゃぇすっかは. 
╇しこけかぬいせは しこっちうぇかぬくせの ゃおかぇょおせ «╁うょっけしすっくぇ», ゃに きけあっすっ かっゅおけ せこさぇゃかはすぬ しけょっさあうきにき ゃしった ょけしすせこくにた
ゃうょっけしすっく. 

′ぇしすさけえおぇ ゃうょっけしすっくに 

』すけぉに こけかせつうすぬ ょけしすせこ お けおくせ くぇしすさけえおう ゃ おかうっくすっ Ganz CORTROL, けすおさけえすっ さぇいょっか «Live», くぇあきうすっ おくけこおせ
«╋くけゅけねおさぇくくぇは くぇしすさけえおぇ ^ 3» ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ - こけょ ゅかぇゃくにき きっくの - う いぇすっき くぇあきうすっ おくけこおせ 
«╃けこけかくうすっかぬくけ», つすけぉに けすおさにすぬ ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ おけくそうゅせさぇちうう.

╃うぇかけゅけゃけっ けおくけ ょけこけかくうすっかぬくにた こぇさぇきっすさけゃ けおくぇ こさっょかぇゅぇっす しかっょせのとうっ ゃけいきけあくけしすう: 

• しけいょぇゃぇすぬ けおくぇ ょかは ょけしすせこくにた ねおさぇくけゃ う せこさぇゃかはすぬ うた しゃけえしすゃぇきう 

• くぇいくぇつぇすぬ けおくぇき きぇおっすに こけ せきけかつぇくうの 

• こさうゃはいにゃぇすぬ けおくぇ お ゃうょっけしすっくぇき 
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╁ ゃっさたくっえ つぇしすう ょうぇかけゅけゃけゅけ けおくぇ おけくそうゅせさぇちうう ゃに きけあっすっ せゃうょっすぬ しこうしけお ょけしすせこくにた けおけく.  ‶け せきけかつぇくうの ねすけ 
ゅかぇゃくけっ けおくけ おかうっくすぇ Ganz CORTROL (こけきっつっくけ おぇお «¨しくけゃくけっ»), おけすけさけっ くっかぬいは せょぇかうすぬ うかう こっさっうきっくけゃぇすぬ.
╋けあくけ ょけぉぇゃうすぬ くっしおけかぬおけ けおけく, たけすは うた おけかうつっしすゃけ けゅさぇくうつっくけ おけかうつっしすゃけき ねおさぇくけゃ, そういうつっしおう こけょおかのつっくくにた
お さぇぉけつっえ しすぇくちうう. ╃かは おぇあょけゅけ けおくぇ ゃ しゃけょくけき しこうしおっ けすけぉさぇあぇのすしは しかっょせのとうっ ねかっきっくすに: 

• けすけぉさぇあぇっきにえ くけきっさ 

• けしくけゃくけえ うかう くっす (くっ きけあっす ぉにすぬ ういきっくっく) 

• おけくそうゅせさぇちうは せしすぇくけゃおう, っしかう くぇしすさけっくけ 
• さぇいさってっくに うかう いぇこさっとっくに ゃしこかにゃぇのとうっ けおくぇ おぇくぇかぇ / おぇさすに 

• さぇいさってっくくにっ きぇおっすに ゃしこかにゃぇのとうた けおけく 

• いぇこせしお ゃ こけかくけねおさぇくくけき さっあうきっ うかう くっす 
• くけきっさ ゃうょっけ くぇしすっくくけゅけ ねおさぇくぇ, っしかう こぇさぇきっすさ くぇしすさけっく 

』すけぉに ょけぉぇゃうすぬ くけゃけっ けおくけ, くぇあきうすっ おくけこおせ «+ ╃けぉぇゃうすぬ けおくけ» ゃ ゃっさたくっき かっゃけき せゅかせ (おけゅょぇ おけかうつっしすゃけ けおけく
ょけしすうゅかけ おけかうつっしすゃぇ こけょおかのつっくくにた ねおさぇくけゃ, おくけこおう しすぇくけゃはすしは しっさにきう). ╁にぉっさうすっ こぇさぇきっすさに ゃ くけゃけき けおくっ う
くぇあきうすっ «]けたさぇくうすぬ», つすけぉに ういきっくっくうは ゃしすせこうかう ゃ しうかせ. 
╁しっ しかっょせのとうっ こぇさぇきっすさに きけゅせす ぉにすぬ せしすぇくけゃかっくに ょかは おぇあょけゅけ けおくぇ (ゃおかのつぇは けしくけゃくけっ けおくけ こけ せきけかつぇくうの) ゃ
さぇいょっかっ ょうぇかけゅけゃけゅけ けおくぇ こけょ しこうしおけき けおくぇ: 

• ╇きは けおくぇ: いぇょぇすぬ いぇゅけかけゃけお けおくぇ, おけすけさにえ ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬしは ゃ しすさけおっ いぇゅけかけゃおぇ こさうかけあっくうは ょかは
おぇあょけゅけ けおくぇ 
• Эおさぇく いぇこせしおぇ: ゃにぉっさうすっ ねおさぇく ょかは いぇこせしおぇ ちっかっゃけゅけ けおくぇ (くぇあきうすっ, つすけぉに ゃにょっかうすぬ あっかすけえ さぇきおけえ) 
• 〉しすぇくけゃうすぬ きぇおっす こけ せきけかつぇくうの: ゃにぉさぇすぬ きぇおっす ょかは けすけぉさぇあっくうは こさう いぇこせしおっ けおくぇ; ゃにぉっさうすっ «‶け 
せきけかつぇくうの», っしかう ゃに くっ たけすうすっ, つすけぉに きぇおっす けすけぉさぇあぇかしは こさう いぇこせしおっ おかうっくすぇ Ganz CORTROL 

• [ぇいさってうすぬ ゃしこかにゃぇのとうっ けおくぇ おぇくぇかけゃ う おぇさす *: ゃおかのつうすぬ ゃしこかにゃぇのとっっ けおくけ ゃうょっけ / おぇさすに ゃ ちっかっゃけき
けおくっ ゃ さっいせかぬすぇすっ ゃにこけかくっくうは こさぇゃうかぇ しけぉにすうは / ょっえしすゃうは 

• [ぇいさってうすぬ ゃしこかにゃぇのとうっ けおくぇ *: ゃおかのつうすぬ ゃしこかにゃぇのとうっ けおくぇ きぇおっすぇ ゃ ちっかっゃけき けおくっ ゃ さっいせかぬすぇすっ
ゃにこけかくっくうは こさぇゃうかぇ しけぉにすうは / ょっえしすゃうは 

• ╆ぇこせしお こけかくけねおさぇくくけゅけ さっあうきぇ: ゃおかのつっくうっ ちっかっゃけゅけ けおくぇ ゃ こけかくけねおさぇくくけき さっあうきっ; っしかう ねすぇ そせくおちうは
けすおかのつっくぇ, けおくけ ぉせょっす いぇこせとっくけ こさけしすけ ゃ せゃっかうつっくくけき そけさきぇすっ 

• ╋けくうすけさ ゃうょっけしすっくに: しょっかぇえすっ ちっかっゃけっ けおくけ つぇしすぬの おけくそうゅせさぇちうう ゃうょっけしすっく; ゃにぉっさうすっ ゃうょっけしすっくせ うい
さぇしおさにゃぇのとっゅけしは しこうしおぇ くうあっ 

• ╁ういせぇかぬくにえ ねかっきっくす ゃうょっけしすっくに: ゃにぉっさうすっ (くぇあきうすっ, つすけぉに ゃにょっかうすぬ あっかすけえ さぇきおけえ) ねおさぇく
ゃうょっけしすっくに, おけすけさにえ ぉせょっす うしこけかぬいけゃぇすぬしは ゃ おぇつっしすゃっ ゃにたけょぇ ちっかっゃけゅけ けおくぇ 

* ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ ゃしこかにゃぇのとうっ けこちうう きけあくけ ゃにぉうさぇすぬ こけ けょくけえ: ゃおかのつっくうっ ゃしこかにゃぇのとうた けおけく おぇくぇかけゃ
/ おぇさす けすおかのつぇっす ゃしこかにゃぇのとうっ けおくぇ きぇおっすけゃ う くぇけぉけさけす. 

』すけぉに せょぇかうすぬ けおくけ, ゃにぉっさうすっ っゅけ ゃ しこうしおっ う とっかおくうすっ いくぇつけお おけさいうくに ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ; ╁ぇき ぉせょっす
こさっょかけあっくけ こけょすゃっさょうすぬ ょっえしすゃうっ. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ ゃしっ くぇしすさけえおう けおくぇ すぇおあっ ぉせょせす せょぇかっくに; おぇお すけかぬおけ
ゃに せょぇかうかう けおくけ う くぇあぇかう おくけこおせ «]けたさぇくうすぬ» ゃ ょうぇかけゅけゃけき けおくっ «╃けこけかくうすっかぬくにっ こぇさぇきっすさに», せょぇかっくくけっ けおくけ
すぇおあっ ぉせょっす いぇおさにすけ. 

╁にゃけょ しけょっさあうきけゅけ 

‶けしかっ すけゅけ おぇお けおくぇ こさうかけあっくうは ぉにかう こさうおさっこかっくに お ょうしこかっはき ゃうょっけしすっく, しすぇくけゃうすしは ゃけいきけあくにき けすこさぇゃかはすぬ 
さっしせさしに くっこけしさっょしすゃっくくけ くぇ かのぉけえ ねおさぇく ゃうょっけしすっく. ╃かは ねすけゅけ くぇあきうすっ おくけこおせ «[ぇいゃっさくせすぬ» さはょけき し うきっくっき 
さっしせさしぇ ゃ しこうしおっ しかっゃぇ う ゃにぉっさうすっ «¨すけぉさぇあぇすぬ» -> «╁うょっけしすっくぇ» -> «╁にぉさぇすぬ しすっくせ ゃうょっけ» -> ゃにぉさぇすぬ 
けすけぉさぇあぇっきにえ くけきっさ / うきは. ╃けしすせこくにっ さっしせさしに: きぇおっすに, こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう きぇおっすけゃ, おぇさすに う けすょっかぬくにっ おぇくぇかに
 
』すけぉに けすこさぇゃうすぬ けすけぉさぇあぇっきけっ くぇ ねおさぇくっ しけょっさあうきけっ ねおさぇくぇ くぇ ゃうょっけしすっくせ, しょっかぇえすっ すけ あっ しぇきけっ ゃ きっくの きぇおっすぇ ゃ 
ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ (くぇょ こさっょしすぇゃかっくうっき ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう). 
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[ぇしてうさっくくけっ せこさぇゃかっくうっ ゃうょっけしすっくぇきう 
 
‶っさっえょうすっ くぇ ゃおかぇょおせ «╁うょっけしすっくぇ» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう, つすけぉに こけかせつうすぬ ょけしすせこ お さぇしてうさっくくけきせ せこさぇゃかっくうの
ゃうょっけしすっくけえ. ╁ ねすけき さっあうきっ ゃぇて おかうっくす Ganz CORTROLゃにしすせこぇっす ゃ さけかう おけくすさけかうさせのとっゅけ おかうっくすぇ ょかは ゃしった
せつぇしすくうおけゃ ゃうょっけしすっく.  
╆ょっしぬ, くぇ かっゃけえ こぇくっかう, こっさっつうしかっくに ゃしっ ょけしすせこくにっ さっしせさしに - おぇお かけおぇかぬくにっ, すぇお う しっさゃっさくにっ. Эすけ: 
• ╁うょっけしすっくに: ういゃかっつっくくにっ うい しっさゃっさけゃ Ganz CORTROL Global, おぇあょぇは ゃうょっけしすっくぇ きけあっす ぉにすぬ さぇしてうさっくぇ ょかは
こさけしきけすさぇ しゃけうた ねおさぇくけゃ  
• ╋ぇおっすに, てぇぉかけくに きぇおっすけゃ う こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう きぇおっすけゃ: おぇお かけおぇかぬくにっ, すぇお う けぉとうっ, こっさっょぇくくにっ つっさっい 
しっさゃっさに Ganz CORTROL Global; いょっしぬ きけゅせす ぉにすぬ しけいょぇくに くけゃにっ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう こせすёき くぇあぇすうは おくけこおう
«[ぇしてうさうすぬ» 

• おぇくぇかに: けすょっかぬくにっ おぇくぇかに しけ ゃしった こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ 
• おぇさすに: ゃにぉうさぇのすしは うい こけょおかのつっくくにた しっさゃっさけゃ Ganz CORTROL Global 

]くぇつぇかぇ こっさっすぇとうすっ くせあくせの ゃうょっけしすっくせ うい しこうしおぇ さっしせさしけゃ ゃ ゃっさたくのの つぇしすぬ けおくぇ. ╁に きけあっすっ こっさっすぇとうすぬ かうぉけ 
くぇいゃぇくうっ ゃうょっけしすっくに, かうぉけ かのぉけえ うい っё ねおさぇくけゃ. ╁ ゃっさたくっえ つぇしすう けおくぇ けすけぉさぇいうすしは さぇしこけかけあっくうっ ゃうょっけしすっくに し 
しけけすゃっすしすゃせのとうきう くけきっさぇきう ねおさぇくけゃ う くぇいゃぇくうはきう しすっく. 

】っかおくうすっ かのぉせの はつっえおせ, つすけぉに こさけしきけすさっすぬ すっおせとっっ しけょっさあうきけっ ちっかっゃけゅけ ねおさぇくぇ: けくぇ ぉせょっす こけおぇいぇくぇ こけょ
さぇしこけかけあっくうっき ゃうょっけしすっく. ]すさけおぇ いぇゅけかけゃおぇ くうあくっえ つぇしすう けおくぇ ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬ くけきっさ ねおさぇくぇ う くぇいゃぇくうっ
ゃうょっけしすっくに, けすけぉさぇあぇっきにえ すうこ さっしせさしぇ (きぇおっす うかう こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ きぇおっすけゃ); ゃ こさぇゃけえ つぇしすう こぇくっかう ゃに
せゃうょうすっ きっくの きぇおっすぇ, おけすけさけっ こけいゃけかうす ゃぇき ぉにしすさけ せしすぇくけゃうすぬ けすけぉさぇあぇっきにえ ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは きぇおっす ゃ おぇつっしすゃっ
きぇおっすぇ いぇこせしおぇ ょかは ちっかっゃけゅけ ねおさぇくぇ ゃうょっけしすっくに. 

╁ くうあくっえ つぇしすう けおくぇ ゃに きけあっすっ せこさぇゃかはすぬ しけょっさあうきにき ちっかっゃけゅけ ねおさぇくぇ ゃうょっけしすっくに すけつくけ すぇお あっ, おぇお ゃ けぉにつくけき 
さっあうきっ こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう. ╁に きけあっすっ: � 

� こっさっすぇしおうゃぇすぬ てぇぉかけくに きぇおっすけゃ, きぇおっすに う こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう きぇおっすけゃ うい さぇいょっかぇ «╋ぇおっすに» くぇ 
こぇくっかう «[っしせさしに» しかっゃぇ 

� しけいょぇゃぇすぬ くけゃにっ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう きぇおっすけゃ うい さぇいょっかぇ «╋ぇおっすに» 
� こっさっすぇしおうゃぇすぬ けすょっかぬくにっ おぇくぇかに うい さぇいょっかぇ ╉ぇくぇかに 
� こっさっすぇしおうゃぇすぬ おぇさすに うい さぇいょっかぇ «╉ぇさすに» 
� いぇおさにゃぇすぬ おぇくぇかに う おぇさすに ゃ きぇおっすっ し こけきけとぬの おくけこおう X ゃ ゃっさたくっき かっゃけき せゅかせ けおくぇ こさけしきけすさぇ 
� いぇきっくはすぬ おぇくぇかに う おぇさすに ゃ きぇおっすっ, こっさっすぇしおうゃぇは うた こけ くぇいゃぇくうはき 
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• いぇぉかけおうさけゃぇすぬ おぇくぇかに う おぇさすに ゃ しゃけうた けぉかぇしすはた こさけしきけすさぇ, うしこけかぬいせは ねかっきっくす せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき
ぉかけおうさけゃおう ゃ ゃっさたくっき かっゃけき せゅかせ 
• こさけういゃけょうすぬ ちうそさけゃけっ せゃっかうつっくうっ おぇくぇかけゃ ちうそさけゃにき いせきけき 

• こさけういゃけょうすぬ ちうそさけゃけっ せゃっかうつっくうっ おぇさすに し こけきけとぬの おけかっしうおぇ きにてう 

〉しかけゃくにっ けぉけいくぇつっくうは: 

• ゃにぉさぇくくにえ ゃ くぇしすけはとうえ きけきっくす ねおさぇく ゃうょっけしすっくに けすきっつっく しうくっ-いっかっくにき  

•  いくぇつけお うくそけさきぇちうう □ さはょけき し くぇいゃぇくうっき きぇおっすぇ / おぇくぇかぇ けすけぉさぇあぇっす うきは こけかぬいけゃぇすっかは, さぇいきっしすうゃてっゅけ
しけけすゃっすしすゃせのとうえ きぇおっす / おぇくぇか: くぇゃっょうすっ おせさしけさ きにてう, つすけぉに せゃうょっすぬ うきは こけかぬいけゃぇすっかは 

• いくぇつけお うくそけさきぇちうう ゃにょっかはっすしは あっかすにき ちゃっすけき ゃ すっつっくうっ こはすう しっおせくょ こけしかっ さぇいきっとっくうは
しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ さっしせさしぇ 

╁しっ ういきっくっくうは ゃ しけょっさあうきけき ねおさぇくけゃ ゃうょっけしすっくに しさぇいせ こさうきっくはのすしは, う ゃしっ けしすぇかぬくにっ こけかぬいけゃぇすっかう, おけすけさにっ
せこさぇゃかはのす けょくうき う すっき あっ ねおさぇくけき ゃ ねすけす きけきっくす, せゃっょけきかはのすしは ゃにょっかっくくにき いくぇつおけき うくそけさきぇちうう. ╄しかう
ゃにぉさぇくくにっ さぇしこけかけあっくうは くっ しけたさぇくはのすしは ゃ おぇつっしすゃっ きぇおっすけゃ いぇこせしおぇ, けくう ぉせょせす しけたさぇくはすぬしは ょけ すった こけさ, こけおぇ くっ
ぉせょせす こっさっいぇこせとっくに せょぇかっくくにっ こさうかけあっくうは Ganz CORTROL Client. 
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ヂ┄┅┇┋ ━┍┐┎┏┍┇┆━┄┃┄┌┇┞ (〞┏└┇━) 

╁にぉっさうすっ ゃおかぇょおせ «╁けしこさけういゃっょっくうっ», つすけぉに こっさっおかのつうすぬしは ゃ さっあうき ゃけしこさけういゃっょっくうは ぇさたうゃぇ. ╀せょっす 
うしこけかぬいけゃぇく ゃぇて すっおせとうえ きぇおっす, う いぇこうしぇくくにっ ゃうょっけこけすけおう ぉせょせす けすけぉさぇあぇすぬしは ょかは おぇくぇかけゃ し ゃおかのつっくくけえ 
いぇこうしぬの. ╄しかう ゃに たけすうすっ いぇゅさせいうすぬ ゃうょっけきぇすっさうぇかに うい ょさせゅけゅけ おぇくぇかぇ うかう おぇくぇかけゃ, うかう うしこけかぬいけゃぇすぬ ょさせゅけえ 
きぇおっす うかう てぇぉかけく きぇおっすぇ, うしこけかぬいせえすっ こぇくっかぬ «[っしせさしに» しかっゃぇ: 

• きぇおっすに: ょゃぇあょに とっかおくうすっ こけ くせあくけきせ きぇおっすせ, つすけぉに いぇゅさせいうすぬ っゅけ 
• てぇぉかけくに きぇおっすけゃ: ょゃぇあょに とっかおくうすっ くせあくにえ てぇぉかけく きぇおっすぇ, つすけぉに いぇゅさせいうすぬ っゅけ, いぇすっき ょゃぇあょに 
とっかおくうすっ うかう こっさっすぇとうすっ くせあくにっ おぇくぇかに, つすけぉに いぇこけかくうすぬ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ 

• ╉ぇくぇかに: 

• ょゃぇあょに とっかおくうすっ こけ おぇくぇかせ, つすけぉに ぇゃすけきぇすうつっしおう いぇゅさせいうすぬ っゅけ ゃ すっおせとっき きぇおっすっ (しくぇつぇかぇ 
いぇこけかくはのすしは こせしすにっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ, いぇすっき くっいぇぉかけおうさけゃぇくくにっ おぇくぇかに いぇきっくはのすしは 
けょうく いぇ ょさせゅうき) 

• こっさっすぇとうすっ おぇくぇか くぇ かのぉせの けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ, つすけぉに いぇゅさせいうすぬ っゅけ すぇき 

╁しっ おぇくぇかに ぉせょせす こっさっつうしかっくに こけょ しっさゃっさぇきう, し おけすけさにた けくう こさけうしたけょはす; うかう, っしかう ゃに ゃにぉさぇかう けぉなっょうくっくうっ 
さっしせさしけゃ ゃ しゃけえしすゃぇた しけっょうくっくうは, けくう ぉせょせす しそけさきうさけゃぇくに ゃ けすしけさすうさけゃぇくくにえ ゃ ぇかそぇゃうすくけき こけさはょおっ しこうしけお. 
╉ぇあょにえ おぇくぇか きけあくけ とっかおくせすぬ う さぇしてうさうすぬ, つすけぉに こけかせつうすぬ ょけしすせこ お いぇこうしはき っゅけ けしくけゃくけゅけ う / うかう 
ゃすけさうつくけゅけ こけすけおぇ. ╁しっ けすしくはすにっ ゃうょっけきぇすっさうぇかに, くっ うきっのとうっ しゃはいぇくくにた ぇおすうゃくにた おぇくぇかけゃ, ぉせょせす ょけしすせこくに 

‶ ぉ

╇しこけかぬいせえすっ ゃさっきっくくせの ておぇかせ う ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは, こさうゃっょっくくにっ くうあっ, ょかは こさけしきけすさぇ いぇこうしっえ. ╃かは 
きくけゅけおぇくぇかぬくけゅけ きぇおっすぇ ゃしっ おぇくぇかに ぉせょせす ゃけしこさけういゃけょうすぬしは しうくたさけくくけ. 

╇い しけけぉさぇあっくうえ ぉっいけこぇしくけしすう ぉにかけ くっゃけいきけあくけ しすっさっすぬ いぇこうしう し けすょっかぬくにた おぇくぇかけゃ う / うかう こっさうけょけゃ 
ゃさっきっくう. 

╁ さっあうきっ ゃけしこさけういゃっょっくうは ょけしすせこくに しかっょせのとうっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき: 

• ╁ゃっさたせ しかっゃぇ: 
• X - いぇおさにすぬ こけすけお う けしゃけぉけょうすぬ けおくけ こさけしきけすさぇ 
• ╆ぇぉかけおうさけゃぇくくにえ しすぇすせし けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ: さぇいぉかけおうさけゃぇく (こけ せきけかつぇくうの) うかう 
いぇぉかけおうさけゃぇく; [ぇいぉかけおうさけゃぇくけ けいくぇつぇっす, つすけ ゃうょっけ ゃ ねすけえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ きけあくけ 
いぇきっくうすぬ くぇ ょさせゅせの おぇきっさせ, っしかう ゃに ょゃぇあょに とっかおくうすっ うかう こっさっすぇとうすっ っゅけ うい «[っしせさしけゃ» 

• くぇいゃぇくうっ おぇきっさに 

• ╁くういせ しこさぇゃぇ: ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは 

• ┿せょうけ ╁╉╊ /╁Ы╉╊: けすおかのつぇっす うかう ゃおかのつぇっす ゃけしこさけういゃっょっくうっ ぇせょうけ 
• DPTZ  せこさぇゃか. ╁╉╊ /╁Ы╉╊ 
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• しけけすくけてっくうっ しすけさけく (ぇゃすけ / さぇしすはくせすぬ, つすけぉに いぇこけかくうすぬ けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ / けさうゅうくぇか)

• しっすおぇ ょゃうあっくうは ╁╉╊ / ╁Ы╉╊ 

‶さはきけ こけょ ゃうょっけこけすけおけき けすけぉさぇあぇっすしは ゃさっきっくくぇは ておぇかぇ:
• ╁さっきっくくにっ うくすっさゃぇかに こけおぇいにゃぇのす ておぇかせ ゃさっきっくう; くぇあきうすっ う こっさっすぇとうすっ ゃかっゃけ / ゃこさぇゃけ ょかは
こっさっきっとっくうは ゃさっきっくくけえ ておぇかに 

• ╀っかぇは ゅけさういけくすぇかぬくぇは かうくうは こけおぇいにゃぇっす いぇこうしぇくくけっ ゃうょっけ 
• ╂けかせぉぇは かうくうは (くっきくけゅけ てうさっ, つっき ぉっかぇは) せおぇいにゃぇっす ょゃうあっくうっ 
• ]うくはは かうくうは (くっきくけゅけ てうさっ, つっき ゅけかせぉぇは) こけおぇいにゃぇっす いぇこうしぇくくにえ ゃたけょはとうえ いゃせお 
• ╁っさすうおぇかぬくぇは かうくうは けぉけいくぇつぇっす すっおせとせの こけいうちうの ゃけしこさけういゃっょっくうは 

╂さぇくうちぇ ゃうょっけきぇすっさうぇかぇ こけおぇいぇくぇ ょゃぇあょに: ゃっさたくはは ゅさぇくうちぇ けすけぉさぇあぇっす しけょっさあうきけっ ゃにぉさぇくくけゅけ ゃ ょぇくくにえ 
きけきっくす こけすけおぇ し しけけすゃっすしすゃせのとうき うきっくっき おぇくぇかぇ, こけおぇいぇくくにき しかっゃぇ; くうあくはは ゅさぇくうちぇ こけおぇいにゃぇっす おさぇすおけっ 
しけょっさあぇくうっ しけょっさあうきけゅけ ょかは ゃしった おぇくぇかけゃ, うきっのとうたしは ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは ゃ きぇおっすっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ. 
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Эかっきっくすに せこさぇゃかっくうは さっあうきけき ゃけしこさけういゃっょっくうは さぇしこけかけあっくに ゃ くうあくっえ つぇしすう けおくぇ: 
• ゃこさぇゃけ う ゃかっゃけ けす ておぇかに ゃさっきっくう: 

• ゃさっきっくくにっ きっすおう くぇつぇかぇ う おけくちぇ ゃさっきっくくけえ ておぇかに 

• うしこけかぬいせえすっ しすさっかおう <> う こっさっすぇとうすっ ゃかっゃけ, つすけぉに せきっくぬてうすぬ / こっさっすぇとうすっ ゃこさぇゃけ, つすけぉに
せゃっかうつうすぬ きぇしてすぇぉ ゃさっきっくくけえ ておぇかに 

• ╅っかすぇは しすさっかおぇ せおぇいにゃぇっす きっしすけこけかけあっくうっ ぉかうあぇえてっゅけ ゃうょっけきぇすっさうぇかぇ, っしかう っゅけ くっす くぇ 
ゃさっきっくくけえ ておぇかっ ゃ ねすけ ゃさっきは (ねすけ きけあっす こさけういけえすう, くぇこさうきっさ, こけしかっ せゃっかうつっくうは ゃさっきっくくけえ 
ておぇかに) 

• Эかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ゃけしこさけういゃっょっくうっき: 

• うしこけかぬいせえすっ おくけこおせ «╁けしこさけういゃっょっくうっ» / «‶ぇせいぇ», つすけぉに くぇつぇすぬ ゃけしこさけういゃっょっくうっ 
• うしこけかぬいせえすっ しすさっかおう <> さはょけき し おくけこおけえ ゃけしこさけういゃっょっくうは, つすけぉに こっさっえすう くぇ けょうく おぇょさ くぇいぇょ
/ ゃこっさっょ 

• - / + うくすっさゃぇかに: くぇあきうすっ, つすけぉに こっさっえすう くぇいぇょ / ゃこっさっょ し うくすっさゃぇかけき 5 しっおせくょ, 1 きうくせすぇ, 1 つぇし
うかう 24 つぇしぇ 
• | <> | しすさっかおう: こっさっえすう お しぇきけきせ くぇつぇかせ / しぇきけきせ おけくちせ ゃうょっけきぇすっさうぇかぇ 

• ]おけさけしすぬ ゃけしこさけういゃっょっくうは: 

• ゃけ ゃさっきは ゃけしこさけういゃっょっくうは, こっさっすぇとうすっ ぉかけお, つすけぉに けすさっゅせかうさけゃぇすぬ しおけさけしすぬ ゃけしこさけういゃっょっくうは 
けす +/- 0.5x ょけ +/- 32x 

• おくけこおぇ «‶ぇせいぇ» ょせぉかうさせっす ゅかぇゃくにえ ねかっきっくす せこさぇゃかっくうは こぇせいに 

• こさう こぇせいっ せしすぇくけゃうすっ しおけさけしすぬ ゃけしこさけういゃっょっくうは, つすけぉに くぇつぇすぬ ゃけしこさけういゃっょっくうっ ゃうょっけ (ぉっい
くぇあぇすうは おくけこおう «╁けしこさけういゃっょっくうっ») 

• ╃けこけかくうすっかぬくにっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは: 

• ╉くけこおぇ «』ぇしに»: こっさったけょ お けこさっょっかっくくけえ ょぇすっ う / うかう ゃさっきっくう 

• ╉くけこおぇ «╉ぇきっさぇ»: しくうきけお すっおせとっゅけ ゃにぉさぇくくけゅけ おぇくぇかぇ 
• ╉くけこおぇ «╁うょっけ»: ねおしこけさすうさけゃぇすぬ そさぇゅきっくす ゃうょっけ 
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ダ┍┐┊┄┃┍━〞┑┄┊┛┌┍┐┑┛ 

‶さけゃけょくうお こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすっえ はゃかはっすしは さぇしてうさっくうっき ぇさたうゃくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは し ょけこけかくうすっかぬくにきう 
うくしすさせきっくすぇきう ょかは ぇくぇかういぇ ゃうょっけきぇすっさうぇかけゃ. ╁っしぬ いぇこうしぇくくにえ こけすけお きけあくけ さぇいょっかうすぬ くぇ ぉけかっっ きっかおうっ つぇしすう ょけ
2 きうくせす ゃ ょかうくせ; おぇあょにえ うい くうた きけあっす ゃけしこさけういゃけょうすぬしは けすょっかぬくけ うかう ねおしこけさすうさけゃぇすぬしは けょくうき とっかつおけき きにてう.

╁ ゃっさたくっえ こぇくっかう おかうっくすぇ Ganz CORTROL こっさっえょうすっ くぇ ゃおかぇょおせ «‶けしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ»: ゃ すっおせとっき ゅかぇゃくけき けおくっ 
けすけぉさぇいうすしは こさけゃけょくうお こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすっえ し こせしすにきう けぉかぇしすはきう こさけしきけすさぇ. 

¨ぉいけさ うくすっさそっえしぇ 

Эかっきっくすに うくすっさそっえしぇ うきっのす しかっょせのとうっ けぉけいくぇつっくうは: 
• ╉ぇかっくょぇさぬ: せおぇあうすっ こっさうけょ ゃさっきっくう, おけすけさにえ くせあくけ こさけぇくぇかういうさけゃぇすぬ, ゃゃっょは ゅさぇくうちに ょぇすに / ゃさっきっくう, 
ぇ すぇおあっ せしすぇくけゃうすっ きぇおっす けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ 

• ょぇすぇ きけあっす ゃゃけょうすぬしは ゃさせつくせの うかう ゃにぉうさぇすぬしは うい おぇかっくょぇさは 
• ゃさっきは きけあくけ ゃゃっしすう ゃさせつくせの うかう くぇしすさけうすぬ おけかっしうおけき きにてう (ゃにぉっさうすっ いくぇつっくうっ, 
おけすけさけっ くっけぉたけょうきけ ういきっくうすぬ, う うしこけかぬいせえすっ おけかっしうおけ きにてう, つすけぉに せゃっかうつうすぬ / 
せきっくぬてうすぬ っゅけ, せょっさあうゃぇは おせさしけさ きにてう くぇょ こけかっき) 

• きうくうきぇかぬくにえ こっさうけょ しけしすぇゃかはっす 120 しっおせくょ 
• ╃けしすせこくにっ きぇおっすに けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ: 3x4 (こけ せきけかつぇくうの), ねおさぇくに 3x5, 4x3, 4x6, 6x4, 5x5 

• ╁っさたくはは こぇくっかぬ: しすさっかおう <> こけいゃけかはのす こけかぬいけゃぇすっかはき こさけしきぇすさうゃぇすぬ うしすけさうの こさけしきけすさけゃ ゃ 
うしこけかぬいせっきけき おぇくぇかっ; けすけぉさぇあぇっすしは うきは うしこけかぬいせっきけゅけ おぇくぇかぇ 

• ╂かぇゃくけっ けおくけ: けすけぉさぇあぇっす こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ ゃうょっけさけかうおぇ し しけけすゃっすしすゃせのとうきう ねかっきっくすぇきう 
せこさぇゃかっくうは; こせしすにっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ けいくぇつぇのす, つすけ ゃ ゃにぉさぇくくにえ こっさうけょ ゃさっきっくう くっす ょけしすせこくにた 
おぇょさけゃ 

• ′うあくはは こぇくっかぬ: しけょっさあうす ゅかけぉぇかぬくにっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ょかは ゃしっゅけ けすけぉさぇあぇっきけゅけ ゃ ょぇくくにえ きけきっくす 
こっさうけょぇ (ぇ くっ ゃにぉさぇくくにた ねかっきっくすけゃ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう) 

• しすさっかおう <<う>> こけ ぉけおぇき こけいゃけかはのす こけかぬいけゃぇすっかはき いぇゅさせあぇすぬ こさっょにょせとせの / しかっょせのとせの つぇしすぬ
こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう ゃうょっけきぇすっさうぇかけゃ, し こっさうけょけき ゃさっきっくう, さぇゃくにき こっさうけょせ, せしすぇくけゃかっくくけきせ 
ゃ ╉ぇかっくょぇさっ 

• さはょけき しけ しすさっかおぇきう こけおぇいぇくに ゅさぇくうちに ょぇすに う ゃさっきっくう ょかは すっおせとっえ つぇしすう ゃうょっけ 
• ╉くけこおぇ «╁けしこさけういゃっょっくうっ» ゃ ちっくすさっ こぇくっかう けすおさけっす すっおせとせの つぇしすぬ ゃうょっけ ゃ さっあうきっ
«╁けしこさけういゃっょっくうっ» 
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� Кнопка «Видео» в центре панели вызывает диалоговое окно «Экспорт видео» 

╉ぇお しけいょぇすぬ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ 

‶っさっすぇとうすっ くせあくにえ おぇくぇか うい さっしせさしけゃ ゃ ゅかぇゃくけっ けおくけ; くぇいゃぇくうっ おぇきっさに こけはゃうすしは ゃゃっさたせ. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, 
つすけ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ さぇぉけすぇっす し けょくうき おぇくぇかけき いぇ さぇい, こけねすけきせ, っしかう ゃに こっさっすぇしおうゃぇっすっ ょさせゅけえ おぇくぇか ゃ けおくっ 
こさけゃけょくうおぇ, ゃしっ こさっょにょせとうっ ういきっくっくうは ぉせょせす しぉさけてっくに. 

╁にぉっさうすっ ゃさっきは こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう ゃ こぇくっかう おぇかっくょぇさっえ しこさぇゃぇ, ぇ いぇすっき くぇあきうすっ おくけこおせ «]けいょぇすぬ 
こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ». ╁うょっけきぇすっさうぇか うい ゃにぉさぇくくけゅけ ゃさっきっくくけゅけ ょうぇこぇいけくぇ ぉせょっす さぇいょっかっく きっあょせ ゃしっきう 
けおくぇきう こさけしきけすさぇ, すぇお つすけ ゃしっ けくう ぉせょせす しけょっさあぇすぬ ゃうょっけおかうこに けょうくぇおけゃけえ こさけょけかあうすっかぬくけしすう. ′ぇこさうきっさ, 
っしかう ゃにぉさぇくくにえ ゃさっきっくくけえ うくすっさゃぇか しけしすぇゃかはっす 2 つぇしぇ う いぇょぇく きぇおっす 3x4, おぇあょぇは けぉかぇしすぬ こさけしきけすさぇ ぉせょっす 
しけょっさあぇすぬ 10-きうくせすくにえ ゃうょっけおかうこ: (2 * 60) / 3 * 4 = 120/12 = 10 きうくせす. 
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] ねすけゅけ きけきっくすぇ せ ゃぇし っしすぬ くっしおけかぬおけ ゃぇさうぇくすけゃ しけいょぇくうは くけゃけえ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう: 

• ゃゃっょうすっ くけゃにえ こっさうけょ ゃさっきっくう くぇ こぇくっかう «╉ぇかっくょぇさぬ» う くぇあきうすっ おくけこおせ «]けいょぇすぬ 
こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ» 

• ゃにぉっさうすっ けょうく うかう くっしおけかぬおけ ねかっきっくすけゃ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう う くぇあきうすっ おくけこおせ ねかっきっくすぇ せこさぇゃかっくうは 
くぇかけあっくうっき «]けいょぇすぬ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ» (しき. けこうしぇくうは ねかっきっくすけゃ せこさぇゃかっくうは くうあっ) 

• ょゃぇあょに とっかおくうすっ けょうく ねかっきっくす こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう, つすけぉに さぇいぉうすぬ っゅけ くぇ くけゃせの こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ 
╄しかう ゃに さってうかう こけしすさけうすぬ くけゃせの こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすぬ うい けょくけゅけ うかう くっしおけかぬおうた ねかっきっくすけゃ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう, 
うた ゅさぇくうちに ょぇすに / ゃさっきっくう ぉせょせす せしすぇくけゃかっくに おぇお くけゃにっ ゅさぇくうちに, ぇ ゃうょっけおかうこ ゃ おけくっつくけえ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう 
ぉせょっす うきっすぬ きっくぬてせの こさけょけかあうすっかぬくけしすぬ. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, かのぉけえ きぇすっさうぇか きけあくけ さぇいぉうすぬ くぇ きっくぬてうっ 
そさぇゅきっくすに ょけ ょゃせた きうくせす, けぉかっゅつぇは こさけちっしし ぇくぇかういぇ ゃうょっけきぇすっさうぇかけゃ う けぉかっゅつぇは こけうしお うくすっさっしせのとっえ しちっくに ゃ 
さぇきおぇた ぉけかっっ おさせこくけゅけ そさぇゅきっくすぇ ゃうょっけきぇすっさうぇかぇ. 
╇しこけかぬいせえすっ しすさっかおう <<う>> くぇ くうあくっえ こぇくっかう ょかは こっさったけょぇ くぇいぇょ う ゃこっさっょ こけ ゃさっきっくくけえ ておぇかっ おぇくぇかぇ. [ぇいきっさ 
こっさったけょけゃ ゃこっさっょ う くぇいぇょ ぉせょっす さぇゃっく ぉぇいけゃけきせ こっさうけょせ ゃさっきっくう, せしすぇくけゃかっくくけきせ ゃ おぇかっくょぇさっ. 
〉こさぇゃかっくうっ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすはきう 

Эかっきっくすに せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき ゃ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ ょけしすせこくに ょかは おぇあょけゅけ ねかっきっくすぇ 
こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう. 】っかおくうすっ けょうく さぇい, つすけぉに ゃにょっかうすぬ っゅけ; とっかおくうすっ こけ けょくけきせ ねおさぇくせ けょうく さぇい う いぇすっき 
とっかおくうすっ こけ ょさせゅけきせ ねおさぇくせ, つすけぉに ゃにぉさぇすぬ さはょ そさぇゅきっくすけゃ. ]すうかぬ ゅさぇくうち ゃにぉけさぇ こけきけあっす ゃぇき 
おけくすさけかうさけゃぇすぬ しゃけう ょっえしすゃうは: こせくおすうさくぇは かうくうは けぉけいくぇつぇっす けょうくけつくにえ とっかつけお, しこかけてくぇは かうくうは 
こけはゃかはっすしは こけしかっ ゃすけさけゅけ とっかつおぇ. ╁ さっいせかぬすぇすっ ゃに ゃしっゅょぇ ぉせょっすっ いくぇすぬ, くぇ おぇおけき ねすぇこっ ゃにぉけさぇ ゃに くぇたけょうすっしぬ, 
ゃにぉうさぇは くっしおけかぬおけ ねおさぇくけゃ. 
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ぢÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ç▲ ç▲ßëí¿ó ÜÑóÖ ó¿ó Öñï¡Ü¿á¡Ü âëíÇ½ñÖöÜç, ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ ç Öó¢Öñ½ äëíçÜ½ ÜÇ¿Ü ç▲ßÜëí
äëñÑ¿íÇíñö ï¿ñÑÜ0àóñ çÜ£½Ü¢Ö▲ñ Ññúïöçó　: 

• とÖÜä¡í «ずÜäí»: ïÜ£Ñíúöñ ÖÜçÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá ó£ ç▲ßëíÖÖ▲ê âëíÇ½ñÖöÜç; ごïäÜ¿á£Üúöñ ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　
«ごïöÜëóñú»<> Öí çñëêÖñú äíÖñ¿ó, ôöÜß▲ çñëÖÜöáï　 Öí£íÑ  

• とÖÜä¡í «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ»: çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ ç▲ßëíÖÖÜú çóÑñÜ£íäóïó ç ëñ¢ó½ñ íëêóçóëÜçíÖó　   とÖÜä¡í «ゑóÑñÜ»: ~¡ïäÜëö çóÑñÜ ó£ ç▲ßëíÖÖÜÇÜ çëñ½ñÖÖÜÇÜ Ñóíäí£ÜÖí (ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ  
• Ü¡ÖÜ «ばïöíÖÜçóöá çëñ½ñÖÖÜñ Ü¡ÖÜ» Öñ ÜöÜßëí¢íñöï　) 

╁さっきっくくにっ きっすおう ゃ ゃっさたくっき かっゃけき せゅかせ う ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ おぇあょけえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ こさっょしすぇゃかはのす
ゃさっきっくくけえ ょうぇこぇいけく しけょっさあぇとっゅけしは そさぇゅきっくすぇ ゃうょっけきぇすっさうぇかぇ. ╁ しかせつぇっ, っしかう ゃにぉさぇくけ くっしおけかぬおけ ねおさぇくけゃ,
こさけきっあせすけつくにっ ゃさっきっくくにっ きっすおう こさけこせしおぇのすしは, う けすけぉさぇあぇのすしは ゃさっきっくくにっ さぇきおう ょかは ゃうょっけきぇすっさうぇかぇ し
くっしおけかぬおうきう そさぇゅきっくすぇきう. 

╁けしこさけういゃっょっくうっ 

′ぇあきうすっ おくけこおせ «╁けしこさけういゃっしすう» くぇ くうあくっえ こぇくっかう, つすけぉに けすおさにすぬ ゃっしぬ けすしくはすにえ そさぇゅきっくす ゃ さっあうきっ
ゃけしこさけういゃっょっくうは ぇさたうゃぇ. Эおゃうゃぇかっくすくぇは おくけこおぇ くぇ おぇあょけき うい ゃにぉさぇくくにた そさぇゅきっくすけゃ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう
けすおさけっす うきっくくけ ねすけす そさぇゅきっくす ょかは ゃけしこさけういゃっょっくうは. ¨こっさぇちうは ゃけしこさけういゃっょっくうは ゃ すけつくけしすう すぇおぇは あっ, おぇお う ょかは 
けぉにつくけゅけ こさけしきけすさぇ ぇさたうゃぇ, う こけょさけぉくけ けぉなはしくはっすしは ゃ さぇいょっかっ «╁けしこさけういゃっょっくうっ ぇさたうゃぇ». 

Эおしこけさす ゃうょっけ 

′ぇあきうすっ おくけこおせ «╁うょっけ» ゃ くうあくっえ こぇくっかう, つすけぉに けすおさにすぬ ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ «Эおしこけさす ゃうょっけ» う せしすぇくけゃうすぬ
あっかぇっきにえ ょうぇこぇいけく ゃさっきっくう ょかは ねおしこけさすうさけゃぇくくにた ゃうょっけきぇすっさうぇかけゃ; ゃにぉけさ おぇくぇかぇ けゅさぇくうつっく けょくうき ゃ ょぇくくにえ
きけきっくす けすおさにすにき おぇくぇかけき ゃ こさけゃけょくうおっ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう. 
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Э¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ ¡ÖÜä¡ó «ゑóÑñÜ» Öí âëíÇ½ñÖöóëÜçíÖÖ▲ê ~¡ëíÖíê äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó íçöÜ½íöóôñï¡ó
~¡ïäÜëöóëÜñö çóÑñÜ ó£ ç▲ßëíÖÖÜÇÜ çëñ½ñÖÖÜÇÜ Ñóíäí£ÜÖí ßñ£ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ê äÜÑï¡í£Ü¡. ゑ ¿0ßÜ½ ï¿Üôíñ
~¡ïäÜëöóëÜçíÖÖÜñ çóÑñÜ ßÜÑñö ÜöÜßëí¢íöáï　 ç «ゐóß¿óÜöñ¡ñ».

ぢëÜçÜÑÖó¡ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó ëíßÜöíñö ï äÜöÜ¡í½ó, ÜïÖÜçíÖÖ▲½ó Öí çëñ½ñÖÖ▲ê óÖöñëçí¿íê. ぎï¿ó ç▲ êÜöóöñ äëó½ñÖóöá ßÜ¿ññ 
óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú óÖïöëÜ½ñÖö íÖí¿ó£í íëêóçÜç, äñëñúÑóöñ ç ëí£Ññ¿«ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú äÜóï¡», ôöÜß▲ ÜïÖÜç▲çíöá äÜóï¡ Öí 
Ñçó¢ñÖóó ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê Üß¿íïö　ê. 
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ゲ┌┑┄┊┊┄┉┑┒〞┊┛┌┚┈ ┎┍┇┐┉ 

ぞíë　ÑÜ ï ëñÇÜ¿　ëÖ▲½ çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ½ íëêóçÜç ó ó£ÜôñÖóñ½ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó, äëó¿Ü¢ñÖóñ GКЧг CORTROL ClТОЧt 
Üßñïäñôóçíñö âÜÖ¡îó0 óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í, ¡ÜöÜëí　 äÜ£çÜ¿　ñö Ü¡í£íöá Üß¿íïöá óÖöñëñïí ó äÜ£çÜ¿óöá äëÜÇëí½½ÖÜ½Ü 
ÜßñïäñôñÖó0 ÜïÜàñïöç¿　öá äÜóï¡ ïÜß▲öóú Ñçó¢ñÖó　 ç ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜú Üß¿íïöó Öí ÜïÖÜçñ ïÜàñïöçÜ0àóê ½ñöíÑíÖÖ▲ê 
ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　 (MD). ЭöÜö ëíïüóëñÖÖ▲ú äÜóï¡ ÑÜïöÜäñÖ Ñ¿　 çïñê ïñëçñëÜç ó çñëïóú GКЧг CORTROL. 

が¿　 Öíôí¿í óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í, àñ¿¡Öóöñ ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 ç¡¿íÑ¡Ü ç çñëêÖñú äíÖñ¿ó Ç¿íçÖÜÇÜ Ü¡Öí 
¡¿óñÖöí GКЧг CORTROL. 

とÜÇÑí ç▲ Üö¡ë▲çíñöñ «ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú äÜóï¡» ç äñëç▲ú ëí£ äÜï¿ñ £íäÜï¡í äëó¿Ü¢ñÖó　 GКЧг CORTROL ClТОЧt, ÜïÖÜçÖí　 
Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí ßÜÑñö äÜïöÜú. ぜñÖ0 ëñïÜëïÜç ï¿ñçí ßÜÑñö ïÜÑñë¢íöá çïñ £íäóïíÖÖ▲ñ äÜöÜ¡ó, ¡í¡ ó äëó Üß▲ôÖÜ½ 
çÜïäëÜó£çñÑñÖóó: äëÜïöÜ äñëñöíàóöñ ÖÜ¢Ö▲ú çóÑñÜäÜöÜ¡ ç Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí, ôöÜß▲ Öíôíöá ëíßÜöÜ ï Öó½. ぞí äíÖñ¿ó ç çñëêÖñú 
ôíïöó Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí ßÜÑñö ÜöÜßëí¢íöáï　 ç▲ßëíÖÖ▲ú çí½ó ¡íÖí¿ ó Öí£çíÖóñ äÜöÜ¡í. げíÇëÜ¢ñÖÖ▲ú äÜöÜ¡ äÜ-äëñ¢Öñ½Ü ßÜÑñö 
öí½, ñï¿ó ç▲ äñëñúÑñöñ Öí ÑëÜÇÜ0 ç¡¿íÑ¡Ü, í £íöñ½ çñëÖñöñïá ¡ «ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜ½Ü äÜóï¡Ü».  

ぢíëí½ñöë▲ äÜóï¡í 

‶さけちっょせさぇ こけうしおぇ しけしすけうす うい すさった けしくけゃくにた てぇゅけゃ: けこさっょっかうすぬ けぉかぇしすぬ うくすっさっしぇ, せしすぇくけゃうすぬ こっさうけょ ゃさっきっくう う 
つせゃしすゃうすっかぬくけしすぬ う こさけぇくぇかういうさけゃぇすぬ さっいせかぬすぇすに. 
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でÜàñïöçÜñö Ñçí öóäí Üäñëíîóú íÖí¿ó£í Ñçó¢ñÖó　: ïñö¡í ó Üß¿íïöá (ëí½¡í). でñöÜôÖí　 Ññöñ¡îó　 ëñí¿ó£ÜçíÖí Ñ¿　 íÖí¿ó£í 
Ñçó¢ñÖó　 Öí ïöÜëÜÖñ äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 (¡í¡ ç▲ïÜ¡ÜäëÜó£çÜÑóöñ¿áÖÜÇÜ, öí¡ ó ç▲ïÜ¡ÜöÜôÖÜÇÜ ëñ¢ó½í), ç öÜ 
çëñ½　 ¡í¡ ßÜ¿áüóÖïöçÜ ÜïöëÜúïöç Üöäëíç¿　0ö ïçÜó ½ñöíÑíÖÖ▲ñ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 Ñçó¢ñÖó　 ç çóÑñ Üß¿íïöñú (ëí½Ü¡). どÜ¿á¡Ü 
äÜ äëÜÇëí½½ÖÜ½Ü ÜßñïäñôñÖó0 ½Ü¢ÖÜ ïÜÑóöá, ß▲¿Ü ¿ó Ñçó¢ñÖóñ ç ï¡ÜÖâóÇÜëóëÜçíÖÖÜú £ÜÖñ. どÜôÖÜñ ½ñïöÜäÜ¿Ü¢ñÖóñ 
Ñçó¢ñÖó　 ç ~öÜ½ ¡íÑëñ ÖñÑÜïöÜäÖÜ. 

ぢÜÖ　öÖÜ, ôöÜ öÜôÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í ½ÜÇÜö ß▲öá äÜ¿ÜôñÖ▲ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ïñöÜôÖ▲ê Ññöñ¡öÜëÜç. ぢÜóï¡ äÜ 
ëí½ÜôÖÜ½Ü öóäÜ äÜ Üß¿íïöó Ñçó¢ñÖó　 äëñÑÜïöíçóö çí½ Ñçó¢ñÖó　, ¡ÜÇÑí ÜÖó ßÜÑÜö £íâó¡ïóëÜçíÖ▲ ç ÖíïöëÜñÖÖ▲ê Üß¿íïö　ê 
ÜßÖíëÜ¢ñÖó　. が¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜóï¡í ï äÜ½Üàá0 Ññöñ¡öÜëí Öí ïöÜëÜÖñ ÜïöëÜúïöçí, ÖíïöëÜúöñ £ÜÖÜ ÜßÖíëÜ¢ñÖó　 
Ñçó¢ñÖó　 ôñëñ£ çñß-óÖöñëâñúï ÜïöëÜúïöçí. 
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ぢÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ç▲ ç▲ßëí¿ó äÜöÜ¡ Ñ¿　 íÖí¿ó£í, äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ú äëÜï½Üöë äÜöÜ¡í äÜ　çóöï　 ç çñëêÖñ½ äëíçÜ½ ÜÇ¿Ü ç çóÑñ 
ïöíöóôñï¡ÜÇÜ ó£Üßëí¢ñÖó　. ゑ▲ ½Ü¢ñöñ óïäÜ¿á£Üçíöá ¡ÖÜä¡ó äÜÑ ¡íëöóÖ¡Üú, ôöÜß▲ ç▲ßëíöá ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó Ñ¿　 
äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜï½Üöëí: ~öÜ ÜÑÜßÖÜ ç ï¿Üôíñ, ñï¿ó äÜöÜ¡ äÜïöÜäíñö ï ÜïöëÜúïöçí, äÜÑÑñë¢óçí0àñÇÜ PTГ, ó¿ó ñï¿ó ßí£ÜçÜñ 
ÜïöëÜúïöçÜ ß▲¿Ü äñëñ½ñàñÖÜ / £í½ñÖñÖÜ. ゑ▲ßÜë äëíçó¿áÖÜÇÜ ¡íÑëí ó½ññö ëñüí0àññ £ÖíôñÖóñ Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 äëíçó¿áÖ▲ê 
ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜóï¡í. 
ぞí¢½óöñ ó äñëñöíàóöñ ó£Üßëí¢ñÖóñ, ôöÜß▲ ÖíëóïÜçíöá äë　½ÜÜÇÜ¿áÖÜ0 Üß¿íïöá óÖöñëñïí. ゑ▲ ½Ü¢ñöñ Üö½ñöóöá Öñï¡Ü¿á¡Ü Üß¿íïöñú, 
í öí¡¢ñ ÜßéñÑóÖóöá óê, ôöÜß▲ ïÑñ¿íöá óê ïÜçäíÑí0àó½ó, ïÜ£Ñíçí　 ßÜ¿ññ ï¿Ü¢ÖÜ0 âÜë½Ü. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «だôóïöóöá Üß¿íïöá», 
ôöÜß▲ ÜÑí¿óöá çïñ Üß¿íïöó ó Öíôíöá ëóïÜçíöá ïÖÜçí. 

げíöñ½ ÜïöíÖÜçóöñ óÖöñëçí¿ äÜóï¡í, óïäÜ¿á£Ü　 ~¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 äÜÑ ëóïÜÖ¡Ü½. ゑ▲ ½Ü¢ñöñ ççñïöó ÑíöÜ çëÜôÖÜ0 ó¿ó 
óïäÜ¿á£Üçíöá ¡í¿ñÖÑíëó Ñ¿　 ç▲ßÜëí ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ ÑÖ　. ぶöÜß▲ ó£½ñÖ　öá çëñ½　, àñ¿¡Öóöñ Öí ÖÜ¢Ö▲ñ ñÑóÖóî▲ çëñ½ñÖó, í £íöñ½ 
ççñÑóöñ îóâë▲ ï ¡¿íçóíöÜë▲ ó¿ó óïäÜ¿á£Üúöñ ¡Ü¿ñïó¡Ü ½▲üó, ÖÜ äëó ~öÜ½ ÖíçñÑóöñ ¡ÜëïÜë ½▲üó Öí Üö½ñö¡Ü çëñ½ñÖó. 

げíöñ½ ÜïöíÖÜçóöñ ¢ñ¿íñ½▲ú äÜëÜÇ ÜöïÜöïöçó　 Ñçó¢ñÖó　, äñëñöíàóç äÜ¿£ÜÖÜ¡. がóíäí£ÜÖ äÜëÜÇÜç▲ê £ÖíôñÖóú ïÜïöíç¿　ñö 5-60 
ïñ¡ÜÖÑ, ó ÜÖ ÜäëñÑñ¿　ñö, ï¡Ü¿á¡Ü çëñ½ñÖó ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 äÜï¿ñÑÜ0àó½ó ïÜß▲öó　½ó Ñçó¢ñÖó　, ôöÜß▲ óê ½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü 
äëñÑïöíçóöá ¡í¡ ÜÑÖÜ ïÜß▲öóñ. ぞíäëó½ñë, ñï¿ó ç▲ ÜïöíÖÜçóöñ äÜëÜÇÜçÜñ £ÖíôñÖóñ ëíçÖÜñ 5 ï (½óÖó½í¿áÖÜñ), çïñ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖ▲ñ 
ïÜß▲öó　 Ñçó¢ñÖó　 ï äëÜ½ñ¢Üö¡í½ó ½ñ¢ÑÜ Öó½ó ½ñÖññ 5 ï ßÜÑÜö ÜöÜßëí¢íöáï　 ¡í¡ ÜÑóÖ ëñ£Ü¿áöíö äÜóï¡í, í ïÜß▲öó　, ó½ñ0àóñ 
ßÜ¿ññ 5 ïñ¡ÜÖÑ ½ñ¢ÑÜ Öó½ó, ßÜÑÜö äëñÑïöíç¿ñÖ▲ ¡í¡ ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲. 

とÜÇÑí ç▲ ßÜÑñöñ ÇÜöÜç▲, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «ぢÜóï¡», ôöÜß▲ Üöâó¿áöëÜçíöá ïÜß▲öó　 Ñçó¢ñÖó　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ï çíüó½ó ÖíïöëÜú¡í½ó. 
ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ äÜóï¡í äÜ　ç　öï　 ç îñÖöëí¿áÖÜú Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí; ñï¿ó £íÑíÖÖ▲ú óÖöñëçí¿ çëñ½ñÖó ßÜ¿áüÜú, 
ëñ£Ü¿áöíö▲ ½ÜÇÜö äÜ　ç¿　öáï　 Öñ ïëí£Ü, í ÜÑóÖ £í ÑëÜÇó½ äÜ êÜÑÜ äÜóï¡í. 

Иししかっょけゃぇくうっ 
とí¢Ñ▲ú ó£ ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜóï¡í ßÜÑñö äëñÑïöíç¿ñÖ ç çóÑñ ó£Üßëí¢ñÖó　 äëñÑçíëóöñ¿áÖÜÇÜ äëÜï½Üöëí ï Üö½ñö¡Üú çëñ½ñÖó Öó¢ñ, 
Üö½ñö¡Üú çëñ½ñÖó, ÜßÜ£Öíôí0àñú Öíôí¿Ü óï¡Ü½ÜÇÜ ïÜß▲öó　 Ñçó¢ñÖó　. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　, çïñ ëñ£Ü¿áöíö▲ ßÜÑÜö äñëñôóï¿ñÖ▲ ï äëíçÜú 
ïöÜëÜÖ▲, äëó ~öÜ½ öñ¡Üàóñ ÜöÜßëí¢íñ½▲ñ ëñ£Ü¿áöíö▲ ßÜÑÜö ç▲Ññ¿ñÖ▲. でäóïÜ¡ öí¡¢ñ äÜ¡í£▲çíñö äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá ïÜß▲öó　 
Ñçó¢ñÖó　 Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ó£ ëñ£Ü¿áöíöÜç. ゑ ïí½Ü½ Öó£Ü ïäóï¡í ÜöÜßëí£óöï　 Üßàññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ëñ£Ü¿áöíöÜç. 
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ゑ▲ ½Ü¢ñöñ ó£½ñÖóöá ïñö¡Ü äëñÑïöíç¿ñÖó　, ç▲ßëíç ÖÜ¢Ö▲ú ½í¡ñö ç ëíï¡ë▲çí0àñ½ï　 ïäóï¡ñ äÜÑ îñÖöëí¿áÖÜú Üß¿íïöá0: ÑÜïöÜäÖ▲ñ
½í¡ñö▲ çíëáóëÜ0öï　 ç ëí£½ñëíê Üß¿íïöñú äëÜï½Üöëí Üö 3б3 ÑÜ 6б6. ぎï¿ó ñïöá ßÜ¿áüñ ëñ£Ü¿áöíöÜç, ôñ½ ½Ü¢ñö ïÜÑñë¢íöá ÜÑóÖ ½í¡ñö,
ïöëñ¿¡ó ç¿ñçÜ ó çäëíçÜ - е <ó> е - ïöíÖÜç　öï　 ç▲Ññ¿ñÖÖ▲½ó, ôöÜ äÜ£çÜ¿　ñö äñëñ½ñàíöáï　 çäñëñÑ ó Öí£íÑ. だßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ¡í¡
ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ú ÖíßÜë ~¿ñ½ñÖöÜç ó£½ñÖ　ñöï　 äëó äëÜï½Üöëñ. ゑ▲ ½Ü¢ñöñ äëÜ¡ëÜôóçíöá ïäóïÜ¡ ó ç▲ßóëíöá ¿0ßÜú ëñ£Ü¿áöíö ó£ Öñ
ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ê ~¿ñ½ñÖöÜç; ïÜÜöçñöïöçÜ0àí　 ôíïöá ëñ£Ü¿áöíöÜç ßÜÑñö £íÇëÜ¢ñÖí ç Üß¿íïöá äëÜï½Üöëí. 

Щñ¿¡Öóöñ óÖöñëñïÜ0àññ ïÜß▲öóñ - ¿óßÜ ïöëÜ¡Ü ç äëíçÜ½ ïäóï¡ñ, ¿óßÜ ó£Üßëí¢ñÖóñ ç îñÖöëí¿áÖÜú Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí - Ñ¿　 Öíôí¿í 
ëíßÜö▲ ï Öó½: ç▲ßëíÖÖ▲ú çóÑñÜ¡¿óä ßÜÑñö îó¡¿óôñï¡ó ó Öñäëñë▲çÖÜ çÜïäëÜó£çÜÑóöáï　. 

とÖÜä¡ó Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ ç Öó¢Öñ½ äëíçÜ½ ÜÇ¿Ü ¡í¢ÑÜú Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí äÜ£çÜ¿　0ö ç▲äÜ¿Ö　öá ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　
(ï¿ñçí ÖíäëíçÜ): 
 

• とÖÜä¡í «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ»: äñëñêÜÑ ç Üß▲ôÖ▲ú ëñ¢ó½ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 Ñ¿　 äëÜï½Üöëí ëñ£Ü¿áöíöí äÜóï¡í ç ëñ¢ó½ñ
ÜÑóÖÜôÖÜÇÜ ¡íÖí¿í 

• とÖÜä¡í «げí¡¿íÑ¡í»: Öí¢½óöñ, ôöÜß▲ ÑÜßíçóöá £í¡¿íÑ¡Ü ç Öíôí¿ñ ç▲ßëíÖÖÜÇÜ çóÑñÜëÜ¿ó¡í 

• とÖÜä¡í «Э¡ïäÜëö çóÑñÜ»: ç▲ßëíÖÖ▲ú çóÑñÜ¡¿óä ßÜÑñö íçöÜ½íöóôñï¡ó ~¡ïäÜëöóëÜçíÖ. 
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が¿　 ¿0ßÜÇÜ çóÑñÜëÜ¿ó¡í ç ëñ£Ü¿áöíöíê ç▲ ½Ü¢ñöñ äñëñúöó ç Üß▲ôÖ▲ú ëñ¢ó½ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 ÜÑÖó½ Öí¢íöóñ½ ¡ÖÜä¡ó 
«ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ», Öí¡¿íÑ▲çí0àñúï　 Öí âëíÇ½ñÖö çóÑñÜ; ôöÜß▲ çñëÖÜöáï　 Öí£íÑ, äëÜïöÜ Öí¢½óöñ ç¡¿íÑ¡Ü «ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú 
äÜóï¡», ôöÜß▲ çñëÖÜöáï　 öÜÑí, ÇÑñ ç▲ ÜïöíÖÜçó¿óïá. 

ぢëó ~¡ïäÜëöñ çóÑñÜ¡¿óäí ó£ ëñ£Ü¿áöíöÜç äÜóï¡í ÜÖ ~¡ïäÜëöóëÜñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó ï çíüó½ó £íëíÖññ £íÑíÖÖ▲½ó ÖíïöëÜú¡í½ó 
~¡ïäÜëöí çóÑñÜ, ßñ£ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó äÜÑöçñë¢ÑñÖó　 Ñóíäí£ÜÖí çëñ½ñÖó. ゑíï öí¡¢ñ äÜäëÜï　ö Öí£çíöá ó½　 âíú¿í, ñï¿ó ç▲ Öñ 
ç▲ßëí¿ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ £íÑíÖÖ▲ê äíëí½ñöëÜç. ぶöÜß▲ ~¡ïäÜëöóëÜçíöá ßÜ¿ññ Ñ¿óÖÖ▲ñ çóÑñÜ¡¿óä▲, äñëñúÑóöñ ç 
Üß▲ôÖ▲ú ëñ¢ó½ «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ», ç▲ßëíç ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 ç¡¿íÑ¡Ü Öí çñëêÖñú äíÖñ¿ó ó¿ó ç▲ßñëóöñ ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡óú äÜëÜÇ 
«が¿óöñ¿áÖÜïöó ÜöïÜöïöçó　 Ñçó¢ñÖó　» ç äíëí½ñöëíê óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í. 
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グ〞┉┊〞┃┉┇ 
 

と¿óñÖö GКЧг CORTROL äëñÑ¿íÇíñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üö½ñöóöá ¿0ßÜú ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó, ôöÜß▲ ñÇÜ ½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü ¿ñÇ¡Ü 
Öíúöó ç ëñ¢ó½ñ «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ» äÜ£¢ñ. ぜÜ¢ÖÜ ÑÜßíç¿　öá £í¡¿íÑ¡ó ó£ ëñ¢ó½Üç «¢óçÜÇÜ», «½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ» çÜïäëÜó£çñÑñÖó　,
ëñ¢ó½Üç Üß▲ôÖÜÇÜ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 ó óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í; £í¡¿íÑ¡ó ÜöÜßëí¢í0öï　 ó ½ÜÇÜö ß▲öá äëÜï½ÜöëñÖ▲ ç Üß▲ôÖÜ½
ëñ¢ó½ñ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　. 

Э¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ £í¡¿íÑ¡ó ½Ü¢ñö ÜöïÜöïöçÜçíöá ç ï¿ñÑÜ0àóê ï¿Üôí　ê:
• Ü çíüñÇÜ öñ¡ÜàñÇÜ äÜ¿á£Üçíöñ¿　 Öñö äëíç Öí ÑÜßíç¿ñÖóñ £í¡¿íÑÜ¡ - ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ ~¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　 
£í¡¿íÑ¡í½ó ½Ü¢ñö ÜöïÜöïöçÜçíöá öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ê ¡íÖí¿Üç  

• ~¿ñ½ñÖö Üäëíç¿ñÖó　 ß▲¿ ï¡ë▲ö ôñëñ£ ÖíïöëÜú¡ó äëó¿Ü¢ñÖó　 (äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 ÜÖ ç¡¿0ôñÖ) 
 

とëÜ½ñ öÜÇÜ, ¡ÖÜä¡í £í¡¿íÑ¡ó ßÜÑñö ÖñÑÜïöÜäÖí Ñ¿　 äÜöñë　ÖÖ▲ê íëêóçÖ▲ê ÑÜëÜ¢ñ¡ ç ëñ¢ó½ñ «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖó　» 
(äÜöñë　ÖÖ▲ñ ÑÜëÜ¢¡ó - ~öÜ £íäóïó, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê Öñö í¡öóçÖÜÇÜ ¡íÖí¿í). 

がÜßíçóöá £í¡¿íÑ¡ó 
ゑ▲ßñëóöñ ÖÜ¢Ö▲ú ¡íÖí¿, àñ¿¡ÖÜç ñÇÜ ç ëñ¢ó½ñ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó, çÜïäëÜó£çñÑñÖó　, ½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 ó¿ó 
óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í. 

]さっょう ねかっきっくすけゃ せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうは ゃ こさぇゃけき くうあくっき せゅかせ おぇくぇかぇ くぇえょうすっ いくぇつけお いぇおかぇょおう | ^ | う 
くぇあきうすっ けょうく さぇい. ╁ さっあうきっ ゃけしこさけういゃっょっくうは おくけこおぇ «′けゃぇは いぇおかぇょおぇ» さぇしこけかけあっくぇ ゃ くうあくっき こさぇゃけき せゅかせ 
ゃしっえ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ, さはょけき し ねかっきっくすぇきう せこさぇゃかっくうは しくうきおぇきう う ねおしこけさすぇ ゃうょっけ.  
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ぢÜ　çóöï　 Ñóí¿ÜÇÜçÜñ Ü¡ÖÜ «げí¡¿íÑ¡í», äëñÑ¿íÇí0àññ £íäÜ¿Öóöá äÜÑëÜßÖ▲ñ ïçñÑñÖó　. ゑ Ñóí¿ÜÇÜçÜ½ Ü¡Öñ ÑÜïöÜäÖ▲ Öñï¡Ü¿á¡Ü 
Ññöí¿ñú: 

• «とíÖí¿»: ÜöÜßëí¢íñö öñ¡Üàññ ó½　 ç▲ßëíÖÖÜÇÜ ¡íÖí¿í, Öñ ½Ü¢ñö ß▲öá ó£½ñÖñÖ 

• TТЦО«ゑëñ½　»: çëñ½　 £í¡¿íÑ¡ó - çïöíç¿　ñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó, ÖÜ ½Ü¢ñö ß▲öá ÜöëñÇÜ¿óëÜçíÖÜ (ï½. ぢÜÑëÜßÖÜïöó Öó¢ñ) 

• «げíÇÜ¿ÜçÜ¡»: Öí£çíÖóñ £í¡¿íÑ¡ó, Öíäëó½ñë, «だßÖíëÜ¢ñÖÖÜñ Ñçó¢ñÖóñ» ó¿ó «だßÖíëÜ¢ñÖÖí　 ¿óôÖÜïöá» (äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 
äÜïöÜú), ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ß▲öá çäÜï¿ñÑïöçóó äëÜçñëñÖ▲  

• «だäóïíÖóñ»: ¡Ü½½ñÖöíëóó äÜ¿á£Üçíöñ¿ñú - äÜÑëÜßÖÜñ ÜäóïíÖóñ öÜÇÜ, ôöÜ äëÜó£Üü¿Ü (äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0 äÜïöÜñ) 

ゑëñ½　 £í¡¿íÑ¡ó íçöÜ½íöóôñï¡ó çïöíç¿　ñöï　 äÜ ï¿ñÑÜ0àñú ¿ÜÇó¡ñ: 

 づñ¢ó½ ëñí¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó»: ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó, ¡ÜÇÑí ç▲ Öí¢í¿ó ¡ÖÜä¡Ü £í¡¿íÑ¡ó  «ぜÇÖÜçñÖÖÜñ çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ»: öñ¡Üàóú äëÜóÇë▲çíñ½▲ú ½Ü½ñÖö, äÜ£óîó　 ½íë¡ñëí çÜïäëÜó£çñÑñÖó　  «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ»: öñ¡Üàóú äëÜóÇë▲çíñ½▲ú ½Ü½ñÖö, äÜ£óîó　 ½íë¡ñëí çÜïäëÜó£çñÑñÖó　  «ごÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ú äÜóï¡»: çëñ½ñÖÖí　 ½ñö¡í ïÜß▲öó　 ó çëñ½ñÖÖí　 ½ñö¡í ç Ññöí¿　ê £í¡¿íÑ¡ó ½Ü¢ñö ß▲öá ó£½ñÖñÖí Öí ~öÜ½ 
üíÇñ, óïäÜ¿á£Ü　 ¡í¿ñÖÑíëá ó¿ó ëÜôÖÜ0 çïöíç¡Ü (¡¿íçóíöÜëÜ) Ñ¿　 Ñíö▲ ó Öí¢íöóñ + ¡Ü¿ñïó¡Ü ½▲üó ó¿ó ¡¿íçóíöÜëÜ Ñ¿　 
¡Üëëñ¡îóó çëñ½ñÖó. 

ぢÜ¡í ç▲ ÑÜßíç¿　ñöñ £í¡¿íÑ¡Ü, çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ (Üß▲ôÖÜñ ó¿ó ½ÇÖÜçñÖÖÜñ) ßÜÑñö ç▲äÜ¿Ö　öáï　 ç âÜÖÜçÜ½ ëñ¢ó½ñ ßñ£ 
äëóÜïöíÖÜç¡ó. 
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ぢÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ç▲ £íäÜ¿Öó¿ó çïñ ÖñÜßêÜÑó½▲ñ äÜ¿　, Öí¢½óöñ «でÜêëíÖóöá», ôöÜß▲ ÑÜßíçóöá £í¡¿íÑ¡Ü ç ç▲ßëíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö 
çëñ½ñÖó. どñäñëá çíüí ÖÜçí　 £í¡¿íÑ¡í ßÜÑñö ÑÜïöÜäÖí ç äÜóï¡ñ £í¡¿íÑ¡ó ç ëñ¢ó½ñ «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ». とëÜ½ñ öÜÇÜ, çïñ £í¡¿íÑ¡ó 
ÜöÜßëí¢í0öï　 Öí çëñ½ñÖÖÜú ü¡í¿ñ: ÜÖó ç▲Ç¿　Ñ　ö ¡í¡ ¡ëÜüñôÖ▲ñ ¡ëíïÖ▲ñ â¿í¢¡ó. ゑ▲ ½Ü¢ñöñ Öíçñïöó ¡ÜëïÜë ½▲üó Öí ¿0ßÜ0 
£í¡¿íÑ¡Ü, ôöÜß▲ äÜ¿Üôóöá çïä¿▲çí0àÜ0 äÜÑï¡í£¡Ü ï ½ñö¡Üú çëñ½ñÖó £í¡¿íÑ¡ó ó £íÇÜ¿Üç¡Ü½. ぶöÜß▲ ÜçóÑñöá ÜäóïíÖóñ, Ñçí¢Ñ▲ 
àñ¿¡Öóöñ ¿0ßÜ0 £í¡¿íÑ¡Ü Öí çëñ½ñÖÖÜú ü¡í¿ñ. 

ぢÜóï¡ £í¡¿íÑÜ¡  
 
ゑïñ ÑÜßíç¿ñÖÖ▲ñ £í¡¿íÑ¡ó ßÜÑÜö çóÑÖ▲ ¡í¡ äëó Üß▲ôÖÜ½ çÜïäëÜó£çñÑñÖóó, öí¡ ó ç ëñ¢ó½íê ½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　. 
げí¡¿íÑ¡í ÜßÜ£Öíôíñöï　 ¡í¡ е Q е ¡ëíïÖ▲ú â¿í¢Ü¡. ぞíçñÑóöñ Ü¡í£íöñ¿á ½▲üó Öí £í¡¿íÑ¡Ü, ôöÜß▲ ÜçóÑñöá ññ Öí£çíÖóñ ó öÜôÖÜñ çëñ½　; 
Ñçí¢Ñ▲ àñ¿¡Öóöñ £í¡¿íÑ¡Ü, ôöÜß▲ Üö¡ë▲öá äÜÑëÜßÖÜñ ÜäóïíÖóñ ç ÜöÑñ¿áÖÜ½ Ñóí¿ÜÇÜçÜ½ Ü¡Öñ. 
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が¿　 äÜóï¡í ó äëÜï½Üöëí ïÜàñïöçÜ0àóê £í¡¿íÑÜ¡, ÑÜßíç¿ñÖÖ▲ê çí½ó ó ÑëÜÇó½ó äÜ¿á£Üçíöñ¿　½ó, äñëñúÑóöñ ç ëñ¢ó½ 
çÜïäëÜó£çñÑñÖó　, äñëñ¡¿0ôóçüóïá Öí ç¡¿íÑ¡Ü «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ» Öí çñëêÖñú äíÖñ¿ó ¡¿óñÖöí GКЧг CORTROL. ゑ▲ßñëóöñ 
äëñÑäÜôöóöñ¿áÖ▲ú ½í¡ñö, £íÇëÜ£óç ïÜàñïöçÜ0àóú ó¿ó £íäÜ¿Öóç Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí ¡íÖí¿í½ó äÜ çíüñ½Ü ç▲ßÜëÜ. 
ゑ çñëêÖñ½ äëíçÜ½ ÜÇ¿Ü Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «ぢÜóï¡ £í¡¿íÑ¡ó», ôöÜß▲ Üö¡ë▲öá äíÖñ¿á äÜóï¡í äÜ £í¡¿íÑ¡ñ. 
げÑñïá Ü çíï ñïöá Ñçí çíëóíÖöí: óï¡íöá äÜ çëñ½ñÖó ïÜ£ÑíÖó　 £í¡¿íÑ¡ó (öÜ ñïöá, ¡ÜÇÑí ß▲¿í ÑÜßíç¿ñÖí £í¡¿íÑ¡í, Öñ£íçóïó½Ü Üö ññ 
½ñïöÜäÜ¿Ü¢ñÖó　 Öí çëñ½ñÖÖÜú ü¡í¿ñ) ó / ó¿ó äÜ çëñ½ñÖÖÜú ½ñö¡ñ £í¡¿íÑ¡ó (ññ äÜ£óîó　 Öí çëñ½ñÖÖÜú ü¡í¿ñ). だäëñÑñ¿óöñ 
äíëí½ñöë▲ äÜóï¡í ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½: 

 ç▲ßñëóöñ, êÜöóöñ ¿ó ç▲ ç▲äÜ¿Ö　öá äÜóï¡ äÜ çëñ½ñÖó £í¡¿íÑ¡ó, çëñ½ñÖó ñё ïÜ£ÑíÖó　 ó¿ó äÜ ÜßÜó½ äíëí½ñöëí½ 
ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ  ÜïöíÖÜçóöñ ¢ñ¿íñ½Ü0 ÑíöÜ ó çëñ½ñÖÖÜú Ñóíäí£ÜÖ Ñ¿　 çëñ½ñÖó £í¡¿íÑ¡ó, çëñ½ñÖó ñё ïÜ£ÑíÖó　 ó¿ó ÜßÜóê äíëí½ñöëÜç  ç▲ßñëóöñ ¡íÖí¿ ó£ ëíï¡ë▲çí0àñÇÜï　 ïäóï¡í (ÜÑóÖ ó£ äëóïÜöïöçÜ0àóê ç ½í¡ñöñ)  ñï¿ó ç▲ êÜöóöñ Öíúöó £í¡¿íÑ¡ó Ñ¿　 çïñê ¡íÖí¿Üç, äëñÑïöíç¿ñÖÖ▲ê ç ½í¡ñöñ, ç▲ßñëóöñ Üäîó0 «ゑïñ çóÑó½▲ñ ç ½í¡ñöñ»  ÜäîóÜÖí¿áÖÜ ççñÑóöñ Öí£çíÖóñ £í¡¿íÑ¡ó ó¿ó ññ ôíïöá (ßñ£ äÜÑïöíÖÜçÜôÖ▲ê £Öí¡Üç), ôöÜß▲ ÜöÜôÖóöá ëñ£Ü¿áöíö▲ äÜóï¡í 
 
とÜÇÑí ç▲ ççñ¿ó çïñ Üï¿Üçó　 äÜóï¡í, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «ぢÜóï¡», ôöÜß▲ äÜ¿Üôóöá ïäóïÜ¡ £í¡¿íÑÜ¡. 
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づñ£Ü¿áöíö▲ äÜóï¡í äÜ　ç　öï　 ç ïäóï¡ñ çÖó£Ü äíÖñ¿ó äÜóï¡í. だÑóÖ ¡¿ó¡ äÜ £í¡¿íÑ¡ñ íçöÜ½íöóôñï¡ó ÖíêÜÑóö ññ Öí çëñ½ñÖÖÜú ü¡í¿ñ,
äÜ£çÜ¿　　 çí½ ÜçóÑñöá öÜôÖ▲ú ½Ü½ñÖö, ¡ ¡ÜöÜëÜ½Ü äëóç　£íÖí îñ¿ñçí　 £í¡¿íÑ¡í: Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «ゑÜïäëÜó£çñïöó» Öí äíÖñ¿ó
çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 íëêóçí, ôöÜß▲ Öíôíöá çÜïäëÜó£çñÑñÖóñ. 

ゑ▲ öí¡¢ñ ½Ü¢ñöñ Ñçí¢Ñ▲ àñ¿¡ÖÜöá ¿0ßÜ0 £í¡¿íÑ¡Ü ç ïäóï¡ñ ó¿ó Öí çëñ½ñÖÖÜú ü¡í¿ñ, ôöÜß▲ Üö¡ë▲öá ññ ó äëÜï½Üöëñöá ññ 
ïÜÑñë¢ó½Üñ ç ÜöÑñ¿áÖÜ½ Ñóí¿ÜÇÜçÜ½ Ü¡Öñ. ぢÜÖ　öÖÜ, ôöÜ ç▲ Öñ ï½Ü¢ñöñ ó£½ñÖóöá ¡í¡óñ-¿óßÜ Ññöí¿ó £í¡¿íÑ¡ó. 
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ゾ┎┍━┄┘┄┌┇┞ 
 
づí£Ññ¿ ÜäÜçñàñÖóú ¡¿óñÖöí GКЧг CORTROLïÜÑñë¢óö ÜçñÑÜ½¿ñÖó　 ïñëçñëí, Öíäëó½ñë, çêÜÑ ç ïóïöñ½Ü / ç▲êÜÑ ó£ ïóïöñ½▲,
ïÜß▲öó　 ¡í½ñë▲, í öí¡¢ñ ëí£¿óôÖ▲ñ Üüóß¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ çÜ£Öó¡í0ö çÜ çëñ½　 ëíßÜö▲: äÜöÜ¡Üç▲ñ Üüóß¡ó, äëÜß¿ñ½▲ ï äÜÑ¡¿0ôñÖóñ½
¡ ïñëçñëÜ, Üüóß¡ó äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ÜïöëÜúïöç ó ÑëÜÇóñ. 

╇しこけかぬいせえすっ こけかっ «‶けうしお» ゃ こさぇゃけき ゃっさたくっき せゅかせ, つすけぉに そうかぬすさけゃぇすぬ けこけゃっとっくうは. 

′ぇさはょせ し すうこけき う うしすけつくうおけき, ょかは おぇあょけえ いぇこうしう けすけぉさぇあぇのすしは こさっょせこさっあょぇのとっっ しけけぉとっくうっ う ゃさっきは. ╄しかう 
しけけぉとっくうっ しかうておけき ょかうくくけっ, つすけぉに けすけぉさぇあぇすぬしは こけかくけしすぬの, くぇゃっょうすっ おせさしけさ きにてう くぇ くっゅけ, つすけぉに こさけつうすぇすぬ 
こけかくにえ すっおしす しけけぉとっくうは. 
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Э¡ïäÜëö çóÑñÜ ó ïÖó½¡Üç 
ゑóÑñÜ¡¿óä▲, äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó ¡íÑëÜç, ½ÖÜÇÜ¡íÖí¿áÖ▲ñ ½í¡ñö▲ ó ÜöÑñ¿áÖ▲ñ ó£Üßëí¢ñÖó　 ½ÜÇÜö ß▲öá ~¡ïäÜëöóëÜçíÖ▲ 
Ñ¿　 äÜï¿ñÑÜ0àñÇÜ äëÜï½Üöëí ßñ£ äÜ½Üàó äëÜÇëí½½ÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 CBC AMERICAS, Corp. 

でぞごぜКご 
ぜÜ½ñÖöí¿áÖ▲ú ïÖó½Ü¡ ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ ¡íÖí¿í ½Ü¢ñö ß▲öá ïÑñ¿íÖ ç ¿0ßÜñ çëñ½　 ó£ ëñ¢ó½í äëÜï½Üöëí, äëÜçÜÑÖó¡í äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöñú,
½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 ó ëñÇÜ¿　ëÖ▲ê ëñ¢ó½Üç çÜïäëÜó£çñÑñÖó　. ぶöÜß▲ ïÜêëíÖóöá ïÖó½Ü¡, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «でÖó½Ü¡» ç
~¿ñ½ñÖöíê Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ ó¿ó ~¿ñ½ñÖöíê Üäëíç¿ñÖó　 Öí Öó¢Öñú äíÖñ¿ó. 
 
ゑ ëñ¢ó½ñ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　 ½Ü¢ÖÜ ~¡ïäÜëöóëÜçíöá ½Ü½ñÖöí¿áÖ▲ú ïÖó½Ü¡, ¡ÜöÜë▲ú ßÜÑñö ïÜïöÜ　öá ó£ çïñê ¡íÖí¿Üç, äëóïÜöïöçÜ0àóê ç 
öñ¡Üàñ½ ½í¡ñöñ. が¿　 ~öÜÇÜ óïäÜ¿á£Üúöñ ¡ÖÜä¡Ü «ぜÖÜÇÜ¡íÖí¿áÖ▲ú ïÖó½Ü¡» Е ç äëíçÜú ôíïöó Öó¢Öñú äíÖñ¿ó. 
 
とíÑë▲ ßÜÑÜö ïÜêëíÖñÖ▲ ï çíüó½ó äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲½ó ÖíïöëÜú¡í½ó ~¡ïäÜëöí ¡íÑëÜç, ñï¿ó ~öí Üäîó　 ç¡¿0ôñÖí ç
ÖíïöëÜú¡íê äëó¿Ü¢ñÖó　; ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ çí½ ßÜÑñö äëñÑ¿Ü¢ñÖÜ Ü¡í£íöá ó½　 âíú¿í ó äëñÑäÜôöóöñ¿áÖÜïöá ¡íôñïöçí. ぢÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡
ç▲ àñ¿¡ÖÜ¿ó ¡ÖÜä¡Ü ½Ü½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ïÖó½¡í ó¿ó ½ÖÜÇÜ¡íÖí¿áÖÜÇÜ ½Ü½ñÖöí¿áÖÜÇÜ ïÖó½¡í, ¡íÑë ßÜÑñö íçöÜ½íöóôñï¡ó ïÜêëíÖñÖ ç
âÜë½íöñ JPG ó äÜ　çóöï　 ç ëí£Ññ¿ñ «ゐóß¿óÜöñ¡í» ç GКЧг CORTROL ClТОЧt. 
 
ЭКでぢだづど ゑごがぎだ 
 
ぢíëí½ñöë▲ ~¡ïäÜëöí çóÑñÜ ½ÜÇÜö ß▲öá äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ ç ÖíïöëÜú¡íê ¡¿óñÖöï¡ÜÇÜ äëó¿Ü¢ñÖó　 GКЧг CORTROL. と Öó½
ÜöÖÜï　öï　: ó½　 âíú¿í, âÜë½íö ç▲çÜÑí, äíëí½ñöë▲ ï¢íöó　 ó ëí£ëñüñÖó　, í öí¡¢ñ ÖíïöëÜú¡ó ïÜßöóöëÜç. ゑ▲ ½Ü¢ñöñ çïñÇÑí óïäÜ¿á£Üçíöá 
äëñÑÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ ÖíïöëÜú¡ó; ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ çí½ ÖÜ¢ÖÜ ßÜÑñö äÜÑöçñëÑóöá ó¿ó ÖíïöëÜóöá äíëí½ñöë▲ ~¡ïäÜëöí ¡í¢Ñ▲ú ëí£ äëó
~¡ïäÜëöñ çóÑñÜ¡¿óäí ó£ ¿0ßÜÇÜ ½ñïöí. ゑïñ ~¡ïäÜëöóëÜçíÖÖ▲ñ âëíÇ½ñÖö▲ ßÜÑÜö Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ ÜöÜßëí¢ñÖ▲ ç «ゐóß¿óÜöñ¡ñ». 
 
ゑóÑñÜ ½Ü¢ÖÜ ~¡ïäÜëöóëÜçíöá íçöÜ½íöóôñï¡ó (ßñ£ £íäëÜïí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Ñóíäí£ÜÖí çëñ½ñÖó), Öí¢íç ¡ÖÜä¡Ü «Э¡ïäÜëö çóÑñÜ» ç
~¿ñ½ñÖöíê Üäëíç¿ñÖó　 Öí¿Ü¢ñÖóñ½ Üß¿íïöó äëÜï½Üöëí: 

 ó£ äëÜçÜÑÖó¡í äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöñú, ç▲ßëíç Ñóíäí£ÜÖ, äÜ ½ñÖáüñú ½ñëñ, ó£ ÑçÜê çóÑñÜâëíÇ½ñÖöÜç: ç▲ßëíÖÖ▲ñ ¡¿óä▲ ßÜÑÜö
~¡ïäÜëöóëÜçíÖ▲  ó£ ëñ¢ó½í ½ÇÖÜçñÖÖÜÇÜ çÜïäëÜó£çñÑñÖó　: ïí½▲ñ äÜï¿ñÑÖóñ £íÇëÜ¢ñÖÖ▲ñ ç ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö ¡íÑë▲ ßÜÑÜö ~¡ïäÜëöóëÜçíÖ▲
ïëí£Ü (äÜï¿ñÑÖóñ 5 ½óÖÜö, äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0).  ó£ ëñ¢ó½í óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜÇÜ äÜóï¡í, ç▲ßëíç ¢ñ¿íñ½▲ú ëñ£Ü¿áöíö äÜóï¡í: ç▲ßëíÖÖ▲ú âëíÇ½ñÖö ßÜÑñö ~¡ïäÜëöóëÜçíÖ.  

 
がóí¿ÜÇÜçÜñ Ü¡ÖÜ ~¡ïäÜëöí çóÑñÜ ï ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó ÖíïöëÜú¡í½ó ½Ü¢ÖÜ £íäÜïöóöá ï¿ñÑÜ0àó½ó ïäÜïÜßí½ó: 
  ó£ ëñ¢ó½í çÜïäëÜó£çñÑñÖó　, Öí¢íç ¡ÖÜä¡Ü «Э¡ïäÜëö çóÑñÜ» ç Öó¢Öñú äëíçÜú äíÖñ¿ó (ç▲ßÜë ¡íÖí¿í ÜÇëíÖóôñÖ öñ½ó, ¡ÜöÜë▲ñ 

ÜöÜßëí¢í0öï　 ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　, í öí¡¢ñ ½ÖÜÇÜ¡íÖí¿áÖ▲ú ~¡ïäÜëö)  ó£ ëñ¢ó½í «ぢÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó», Öí¢íç ¡ÖÜä¡Ü «Э¡ïäÜëö çóÑñÜ» ç îñÖöëñ Öí Öó¢Öñú äíÖñ¿ó (ç▲ßÜë ¡íÖí¿í ÜÇëíÖóôñÖ
äëÜï½íöëóçíñ½▲½ó ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ¡íÖí¿í½ó) 
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ぢëó ~¡ïäÜëöñ ó£ ëñ¢ó½í «ゑÜïäëÜó£çñÑñÖóñ» ï ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲½ó äíëí½ñöëí½ó Ü çíï ßÜÑñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ç▲ßëíöá äÜöÜ¡ Ñ¿　 
~¡ïäÜëöí (ó£ ¡íÖí¿Üç, ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 äëóïÜöïöçÜ0àóê ç ½í¡ñöñ) ó¿ó, ¡í¡ çíëóíÖö, ç▲ßëíöá ~¡ïäÜëö ¡¿óäí ïÜ çïñ½ó 
ÜöÜßëí¢íñ½▲½ó äÜöÜ¡í½ó (½ÖÜÇÜ¡íÖí¿áÖ▲ú ~¡ïäÜëö); ¡ëÜ½ñ öÜÇÜ, ç▲ ½Ü¢ñöñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíöá ¿0ßÜú çóÑñÜäÜöÜ¡ ï ¿0ß▲½ 
íÜÑóÜäÜöÜ¡Ü½ (öí¡¢ñ äÜïöÜäí0àó½ ï ÜÑÖÜÇÜ ó£ ÜöÜßëí¢íñ½▲ê ¡íÖí¿Üç). ゑ ëñ¢ó½ñ «ぢÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöó» ç▲ßÜë äÜöÜ¡í ïçÜÑóöï　 
¡ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ½Ü, ó ç▲ öí¡¢ñ ½Ü¢ñöñ ç▲ßëíöá, êÜöóöñ ¿ó ç▲ ~¡ïäÜëöóëÜçíöá ïç　£íÖÖ▲ú íÜÑóÜäÜöÜ¡. ゑ ÜßÜóê ëñ¢ó½íê ç▲ 
½Ü¢ñöñ Ü¡í£íöá ÑíöÜ ó çëñ½ñÖÖÜú Ñóíäí£ÜÖ ~¡ïäÜëöóëÜñ½ÜÇÜ çóÑñÜ¡¿óäí. 

ゑïñ ~¡ïäÜëöóëÜçíÖÖ▲ñ çóÑñÜÑíÖÖ▲ñ íçöÜ½íöóôñï¡ó ëí£ßóçí0öï　 Öí âíú¿▲ ëí£½ñëÜ½ з 1,8 ゎゐ. 
 
 
ゑ▲ßñëóöñ ÖÜ¢Ö▲ñ ÇëíÖóî▲ Ñíö▲ ó çëñ½ñÖó Ñ¿　 ~¡ïäÜëöí çóÑñÜ½íöñëóí¿Üç: Ñíö▲ ½Ü¢ÖÜ ç▲ßëíöá ó£ ëíï¡ë▲çí0àóêï　 ¡í¿ñÖÑíëñú, 
çëñ½　 ½Ü¢ÖÜ ÖíïöëÜóöá, àñ¿¡ÖÜç ôíï▲ / ½óÖÜö▲ / ïñ¡ÜÖÑ▲, í £íöñ½ äëÜ¡ëÜôóçí　 ççñëê / çÖó£ ï äÜ½Üàá0 ¡Ü¿ñïó¡í ½▲üó. とÜÇÑí ç▲ 
äëÜó£çñÑёöñ çïñ ÖíïöëÜú¡ó, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü «Э¡ïäÜëö»; çóÑñÜâíú¿ ßÜÑñö ïÜêëíÖñÖ ï äëñÑÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲½ó äíëí½ñöëí½ó ~¡ïäÜëöí 
çóÑñÜ, ñï¿ó ÜÖó ç¡¿0ôñÖ▲; ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ çí½ ßÜÑñö äëñÑ¿Ü¢ñÖÜ Ü¡í£íöá ïçÜúïöçí äÜöÜ¡í ó ¡íöí¿ÜÇ ~¡ïäÜëöí. 
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ヂ〞┆┃┄┊ ─┇─┊┇┍┑┄┉┇ 

╀うぉかうけすっおぇ けすけぉさぇあぇっす ゃしっ ねおしこけさすうさけゃぇくくにっ ゃうょっけそぇえかに う きけきっくすぇかぬくにっ しくうきおう, おけすけさにっ ょけしすせこくに, ぇ すぇおあっ
すっおせとうえ ねおしこけさす. ]こうしけお そぇえかけゃ けぉくけゃかはっすしは こけしかっ いぇこせしおぇ Ganz CORTROL Client, こけねすけきせ いぇこうしう ぉうぉかうけすっお
ょかは せょぇかっくくにた そぇえかけゃ きけゅせす しせとっしすゃけゃぇすぬ ゃ しこうしおっ ょけ こっさっいぇこせしおぇ Ganz CORTROL Client. 

《ぇえかに, おけすけさにっ ゃしっ っとっ ねおしこけさすうさせのすしは, ぉせょせす こけおぇいぇくに しっさにき ちゃっすけき, し すっおせとうき こさけちっくすけき ねおしこけさすぇ, せおぇいぇくくにき ゃ 
こけかっ «]すぇすせし». 

′ぇあきうすっ おくけこおせ «¨すおさにすぬ» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう うかう こさけしすけ ょゃぇあょに とっかおくうすっ かのぉけえ そぇえか, つすけぉに けすおさにすぬ っゅけ し
こけきけとぬの きっょうぇこかっっさぇ こけ せきけかつぇくうの ょかは そけさきぇすけゃ そぇえかけゃ AVI / JPEG; うしこけかぬいせえすっ おくけこおせ «‶けおぇいぇすぬ» ゃ こさけゃけょくうおっ
Windows, つすけぉに けすけぉさぇいうすぬ おぇすぇかけゅ ねおしこけさすぇ, しけょっさあぇとうえ ゃにぉさぇくくにえ そぇえか. 

』すけぉに せょぇかうすぬ そぇえかに おぇお うい ぉうぉかうけすっおう, すぇお う し あっしすおけゅけ ょうしおぇ, ゃにぉっさうすっ けょうく うい くっしおけかぬおうた そぇえかけゃ う くぇあきうすっ
おくけこおせ «〉ょぇかうすぬ» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう. ╇しこけかぬいせえすっ こけかっ «‶けうしお» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう ょかは そうかぬすさぇちうう ねかっきっくすけゃ. 
Эおしこけさす そぇえかぇ くぇ ゃくってくうっ くけしうすっかう 

】っかおくうすっ かのぉけえ そぇえか うかう そぇえかに う くぇあきうすっ おくけこおせ «╉けこうさけゃぇすぬ くぇ ...» くぇ ゃっさたくっえ こぇくっかう, っしかう ゃに たけすうすっ
しおけこうさけゃぇすぬ ちっかっゃけえ そぇえか (に) くぇ ょさせゅうっ くけしうすっかう, くぇこさうきっさ, くぇ USB-くぇおけこうすっかぬ, CD / DVD う す. ょ. ‶けはゃうすしは 
ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ おけこうさけゃぇくうは そぇえかけゃ; くぇあきうすっ «¨ぉいけさ» う ゃにぉっさうすっ くせあくけっ きっしすけこけかけあっくうっ. 

╄しかう ゃに ゃにぉうさぇっすっ けぉにつくにえ ょうしお うかう USB-ょうしお ゃ おぇつっしすゃっ きっしすぇ くぇいくぇつっくうは, ゃぇてう そぇえかに ぉせょせす こさけしすけ
しおけこうさけゃぇくに ゃ ねすけす おぇすぇかけゅ. ╄しかう ゃに たけすうすっ いぇこうしぇすぬ そぇえか (に) くぇ CD / DVD, こけはゃうすしは ょけこけかくうすっかぬくけっ 
ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ Windows. 
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╁ ねすけき ょうぇかけゅけゃけき けおくっ ゃにぉっさうすっ けこちうの USB-ょうしお ょかは いぇこうしう くぇ CD / DVD. ╁しすぇゃぬすっ CD / DVD-ょうしお ゃ ゃぇて CD / 
DVD-ROM う くぇあきうすっ «╃ぇかっっ». Windows けすそけさきぇすうさせっす くけしうすっかぬ, っしかう ねすけ くっけぉたけょうきけ (っしかう くけしうすっかぬ
くっけすそけさきぇすうさけゃぇく). 

] こけきけとぬの ねすけゅけ きっすけょぇ ゃに きけあっすっ かうぉけ うしこけかぬいけゃぇすぬ こせしすけえ CD / DVD, かうぉけ ょけぉぇゃかはすぬ そぇえかに くぇ けょうく う 
すけす あっ CD / DVD, おぇお っしかう ぉに ねすけ ぉにか USB-くぇおけこうすっかぬ. 

げíöñ½ ç▲ ½Ü¢ñöñ ç▲ßëíöá «ゑí¿óÑíöÜë çÜÑ　ÖÜÇÜ £Öí¡í» Ñ¿　 ÑÜßíç¿ñÖó　 ç îñ¿ñçÜñ ½ñïöÜäÜ¿Ü¢ñÖóñ ç½ñïöñ ï âíú¿Ü½ (âíú¿í½ó).
«ゑí¿óÑíöÜë çÜÑ　ÖÜÇÜ £Öí¡í» - ¡ëÜüñôÖ▲ú óÖïöëÜ½ñÖö, ¡ÜöÜë▲ú äÜ£çÜ¿óö çí½ äëÜçñëóöá çÜÑ　ÖÜú £Öí¡ âíú¿í ó ÜßñÑóöáï　, ôöÜ ÜÖ
　ç¿　ñöï　 ÖñÑñ¿ó½▲½ ó ÖñäÜçëñ¢ÑñÖÖ▲½. だßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ôöÜ, ñï¿ó ç▲ ¡ÜäóëÜñöñ âíú¿ (▲) Öñï¡Ü¿á¡Ü ëí£ ç ÜÑÖÜ ó öÜ ¢ñ ½ñïöÜ, ó
öí½ Ü¢ñ ïÜàñïöçÜñö «ゑí¿óÑíöÜë çÜÑ　ÖÜÇÜ £Öí¡í», ÜÖ Öñ ßÜÑñö ÑÜßíç¿　öáï　 Ñçí¢Ñ▲ 
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╉けゅょぇ ゃしё ぉせょっす ゃにこけかくっくけ, くぇあきうすっ «╉けこうさけゃぇすぬ», つすけぉに こっさっくっしすう そぇえかに ゃ せおぇいぇくくけっ きっしすけ. ╄しかう ゃに さってうかう 
いぇこうしぇすぬ CD / DVD, Windows ぉせょっす けぉさぇぉぇすにゃぇすぬ こさけちっしし いぇこうしう. 

‶さけちっしし おけこうさけゃぇくうは ぉせょっす けすけぉさぇあぇすぬしは ゃ さぇいょっかっ ぉうぉかうけすっおう. ╉けゅょぇ こさけちっしし ぉせょっす いぇゃっさてっく, ゃに しきけあっすっ:
� うしこけかぬいけゃぇすぬ おくけこおせ «‶けおぇいぇすぬ ゃ こさけゃけょくうおっ Windows» ゃ ゃっさたくっえ こぇくっかう, つすけぉに けすおさにすぬ 
くぇいくぇつっくうっ そぇえかぇ 
� けすおさにすぬ う ゃけしこさけういゃっしすう そぇえか し こけきけとぬの しすぇくょぇさすくけゅけ こさけうゅさにゃぇすっかは Windows うかう しすけさけくくっゅけ 
ゃうょっけこさけうゅさにゃぇすっかは くぇ すけき あっ うかう ょさせゅけき おけきこぬのすっさっ 
� いぇこせしすうすぬ «╁ぇかうょぇすけさ ゃけょはくけゅけ いくぇおぇ» う こさけゃっさうすぬ ちっかけしすくけしすぬ そぇえかけゃ こせすっき こっさっすぇしおうゃぇくうは うた ゃ 
けおくけ ゃぇかうょぇすけさぇ. 
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ズ┒┊┛┑┇┋┍┌┇┑┍┏┌〞┞ ┌〞┐┑┏┍┈┉〞 

′ぇあきうすっ おくけこおせ «╋せかぬすうきけくうすけさ» ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ ういけぉさぇあっくうは ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう, さはょけき し
おくけこおけえ «]けたさぇくうすぬ きぇおっす», つすけぉに けすおさにすぬ きっくの ゃにぉけさぇ ねおさぇくぇ. 

Ganz CORTROL Client ぇゃすけきぇすうつっしおう けこさっょっかはっす おけくそうゅせさぇちうの ねおさぇくぇ おけきこぬのすっさぇ くっこけしさっょしすゃっくくけ うい
こぇさぇきっすさけゃ けすけぉさぇあっくうは Windows: くぇあきうすっ «╇ょっくすうそうちうさけゃぇすぬ», つすけぉに けすけぉさぇいうすぬ くけきっさぇ ねおさぇくけゃ くぇ ゃしった
きけくうすけさぇた - ねすけ きけあっす ぉにすぬ こけかっいくけ こさう ぉけかぬてけき おけかうつっしすゃっ ねおさぇくけゃ. 』すけぉに ういきっくうすぬ きせかぬすうきけくうすけさくせの
おけくそうゅせさぇちうの, こっさっえょうすっ くぇ こぇくっかぬ せこさぇゃかっくうは Windows -> Эおさぇく -> [ぇいさってっくうっ ねおさぇくぇ. 

Ganz CORTROL Client ぇゃすけきぇすうつっしおう けこさっょっかはっす すっおせとうえ ねおさぇく: ねすけす ねおさぇく けすきっつっく しうくうき, う くぇ くっき
くっゃけいきけあくけ しけいょぇすぬ おぇおうっ-かうぉけ ょけつっさくうっ けおくぇ. ′ぇあきうすっ くぇ かのぉけえ ょさせゅけえ こせしすけえ ねおさぇく (けすきっつっくくにえ しっさにき),
つすけぉに けすおさにすぬ くけゃけっ けおくけ こさけしきけすさぇ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう: ょけつっさくっっ けおくけ ぉせょっす さぇいゃっさくせすけ, し くけきっさけき
ねおさぇくぇ, せおぇいぇくくにき ゃ いぇゅけかけゃおっ こさうかけあっくうは. Эかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ゃ ゃっさたくっき こさぇゃけき せゅかせ ょぇのす ゃけいきけあくけしすぬ
ゃけえすう ゃ こけかくけねおさぇくくにえ さっあうき うかう いぇおさにすぬ ょけこけかくうすっかぬくにっ けおくぇ. 

╃かは きせかぬすうきけくうすけさくけえ くぇしすさけえおう こさうきっくはのすしは しかっょせのとうっ こさうくちうこに: 

� ╂かぇゃくけっ けおくけ こさうかけあっくうは Ganz CORTROL Client ょっえしすゃせっす おぇお さけょうすっかぬしおけっ けおくけ, ゃ すけき しきにしかっ, つすけ: 
� ょけつっさくうっ けおくぇ ょかは ねおさぇくけゃ さぇしてうさっくうは きけゅせす ぉにすぬ しけいょぇくに う いぇおさにすに くっいぇゃうしうきけ 
� おけゅょぇ けしくけゃくけっ けおくけ こさうかけあっくうは いぇおさにゃぇっすしは, ゃしっ けしすぇかぬくにっ けおくぇ すぇおあっ いぇおさにゃぇのすしは 
� ゅかぇゃくけっ けおくけ きけあっす ぉにすぬ さぇしこけかけあっくけ くぇ かのぉけき ねおさぇくっ 
� くぇ けょくけき ねおさぇくっ きけあっす ぉにすぬ けすおさにすけ すけかぬおけ けょくけ こさうかけあっくうっ  
� ょけつっさくうっ けおくぇ きぇおしうきういうさせのすしは ょかは いぇこけかくっくうは ゃしっゅけ ねおさぇくぇ 
� ょけつっさくうっ けおくぇ くっ うきっのす きっくの うかう こぇくっかっえ, すけかぬおけ さっあうき こさけしきけすさぇ ゃ さっぇかぬくけき ゃさっきっくう 

� ╃ゃぇあょに とっかおくせゃ きにてぬの こけ きぇおっすせ う / うかう おぇくぇかせ, きけあくけ いぇゅさせいうすぬ うた ゃ ゅかぇゃくけき けおくっ こさうかけあっくうは 

� こっさっすぇしおうゃぇくうっ きぇおっすけゃ う / うかう おぇくぇかけゃ うい しこうしおぇ ゅかぇゃくけゅけ けおくぇ くぇ きけくうすけさに さぇしてうさっくうは.©2017. CBC 
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К┊〞━┇〞┑┒┏┚ ┇ ┃┅┍┈┐┑┇┉┇ 

Ganz CORTROL Client こさっょかぇゅぇっす くぇぉけさ しけつっすぇくうえ おかぇゃうて ょかは ぉけかぬてうくしすゃぇ ねかっきっくすけゃ せこさぇゃかっくうは う けこっさぇちうえ 
うくすっさそっえしぇ, ぇ すぇおあっ ょぇっす ゃぇき ゃけいきけあくけしすぬ こっさっこさけゅさぇききうさけゃぇすぬ おぇあょせの おけきぉうくぇちうの おかぇゃうて, こけいゃけかはは くぇいくぇつぇすぬ 
しゃけう しけぉしすゃっくくにっ おけきぉうくぇちうう おかぇゃうて ょかは おぇあょけえ ょけしすせこくけえ けこっさぇちうう (ょっえしすゃうは). Эすけ しこさぇゃっょかうゃけ くっ すけかぬおけ ょかは 
しすぇくょぇさすくにた おけきこぬのすっさくにた おかぇゃうぇすせさ, くけ すぇおあっ ょかは おかぇゃうぇすせさ PTZ う ょあけえしすうおけゃ. 

〉しすさけえしすゃけ おけくすさけかかっさぇ ょけかあくけ ぉにすぬ しけゃきっしすうきにき し DirectShow, つすけぉに ぉにすぬ さぇしこけいくぇくくにき ゃ Ganz CORTROL Client. 

╁しっ おかぇゃうぇすせさに, こけょおかのつっくくにっ お しすぇくちうう Ganz CORTROL Client, ぇゃすけきぇすうつっしおう けぉくぇさせあうゃぇのすしは う けすけぉさぇあぇのすしは 
おぇお ょけしすせこくにっ ょかは くぇしすさけえおう はさかにおけゃ; cこうしけお おけきぉうくぇちうえ はさかにおけゃ こけ せきけかつぇくうの すぇおあっ ぇゃすけきぇすうつっしおう 
ょけぉぇゃかはっすしは, っしかう けく ょけしすせこっく ょかは ちっかっゃけゅけ おけくすさけかかっさぇ. ╃かは PTZ-おかぇゃうぇすせさ そせくおちうけくぇかぬくけしすぬ ょあけえしすうおぇ 
けすしせすしすゃせっす ゃ しこうしおっ, くけ こけょさぇいせきっゃぇっすしは, つすけ ゃしっ ょあけえしすうおう うきっのす けょうくぇおけゃにっ こぇさぇきっすさに, おけすけさにっ ゃおかのつぇのす 
こぇくけさぇきうさけゃぇくうっ う くぇおかけく こけ けしはき X う Y, ぇ すぇおあっ せゃっかうつっくうっ こけ けしう Z. ╄しかう ゃに たけすうすっ おぇかうぉさけゃぇすぬ しゃけえ ょあけえしすうお 
こっさっょ うしこけかぬいけゃぇくうっき ゃ Ganz CORTROL Client, こっさっえょうすっ くぇ こぇくっかぬ せこさぇゃかっくうは Windows う くぇえょうすっ しゃけっ せしすさけえしすゃけ ゃ 
さぇいょっかっ «〉しすさけえしすゃぇ» («〉しすさけえしすゃぇ う こさうくすっさに»). 

]こうしけお ょけしすせこくにた おけきぇくょ けょうくぇおけゃにえ ょかは おぇあょけゅけ こけょおかのつっくくけゅけ おけくすさけかかっさぇ う けたゃぇすにゃぇっす ぉけかぬてうくしすゃけ ょっえしすゃうえ,
おけすけさにっ きけゅせす ぉにすぬ ゃにこけかくっくに ゃ Ganz CORTROL Client. ╉けきぇくょに くっ きけゅせす ぉにすぬ ょけぉぇゃかっくに ゃ しこうしけお ゃさせつくせの こけ
あっかぇくうの こけかぬいけゃぇすっかは, くけ ゃこけかくっ ゃっさけはすくけ, つすけ しこうしけお ょけしすせこくにた こさけゅさぇききうさせっきにた ょっえしすゃうえ ぉせょっす さぇしてうさっく ゃ 
いぇゃうしうきけしすう けす けすいにゃけゃ おかうっくすけゃ. 
 
』すけぉに こさけしきけすさっすぬ う けすさっょぇおすうさけゃぇすぬ はさかにおう, こっさっえょうすっ ゃ ゅかぇゃくけっ きっくの Ganz CORTROL Client ->[っょぇおすうさけゃぇすぬ 
->╉けきぇくょくけっ こさっけぉさぇいけゃぇくうっ ょぇくくにた. 

╁ さぇしおさにゃぇのとっきしは しこうしおっ «〉しすさけえしすゃぇ» ゃにぉっさうすっ おかぇゃうぇすせさせ, ょかは おけすけさけえ ゃに たけすうすっ くぇしすさけうすぬ はさかにおう; っしかう ゃぇてっ 
せしすさけえしすゃけ けすしせすしすゃせっす ゃ しこうしおっ, せぉっょうすっしぬ, つすけ けくけ こけょおかのつっくけ お しっさゃっさせ う つすけ っゅけ ょさぇえゃっさ せしすぇくけゃかっく こさぇゃうかぬくけ. 
′っおけすけさにっ せしすさけえしすゃぇ, すぇおうっ おぇお しすぇくょぇさすくにっ おかぇゃうぇすせさに, うきっのす さぇしてうさっくくにえ こさっょゃぇさうすっかぬくけ くぇしすさけっくくにえ (こけ 
せきけかつぇくうの) くぇぉけさ はさかにおけゃ おけきぇくょ, けたゃぇすにゃぇのとうた こけつすう ゃしっ ょけしすせこくにっ ょっえしすゃうは; けぉとうっ くっ うきっのす おけくそうゅせさぇちうう こけ 
せきけかつぇくうの うかう はさかにおけゃ ょかは ゃにいけゃぇ こっさゃにた ょっしはすう こさっょせしすぇくけゃけお PTZ-しけゃきっしすうきけえ おぇきっさに. 

』すけぉに ういきっくうすぬ けすけぉさぇあっくうっ はさかにおけゃ う いぇきっくうすぬ っゅけ くぇ しゃけえ しけぉしすゃっくくにえ おかのつ うかう おけきぉうくぇちうの おかぇゃうて, こさけしすけ ょゃぇあょに 

とっかおくうすっ おけきぇくょせ ちっかう う ゃゃっょうすっ くせあくせの おけきぉうくぇちうの おかぇゃうて し おかぇゃうぇすせさに. ╋うくうきせき けょうく う きぇおしうきせき つっすにさっ おかぇゃうてう 

こさうきっくはのすしは ょかは しすぇくょぇさすくけえ おかぇゃうぇすせさに, う きぇおしうきせき ょゃっ おかぇゃうてう - ょかは PTZ-おかぇゃうぇすせさ う ょあけえしすうおけゃ.  
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╄しかう ゃゃっょっくくぇは おかぇゃうてぇ うかう おけきぉうくぇちうは おかぇゃうて せあっ うしこけかぬいせっすしは ゅょっ-すけ ゃ ょさせゅけき きっしすっ, ゃぇき ぉせょっす こさっょかけあっくけ かうぉけ 
こけょすゃっさょうすぬ くけゃけっ けすけぉさぇあっくうっ うかう けすきっくうすぬ ういきっくっくうは う ゃにぉさぇすぬ ょさせゅけえ はさかにお. 
 

╇しこけかぬいせえすっ おくけこおせ «╆ぇゅさせいうすぬ いくぇつっくうは こけ せきけかつぇくうの» ゃ くうあくっき かっゃけき せゅかせ, っしかう ゃに たけすうすっ けすきっくうすぬ ゃしっ 
ういきっくっくうは ょかは すっおせとっゅけ ゃにぉさぇくくけゅけ おけくすさけかかっさぇ う いぇゅさせいうすぬ おけくそうゅせさぇちうの こけ せきけかつぇくうの. 

╉けゅょぇ ゃに いぇおけくつうすっ し くぇしすさけえおけえ はさかにおぇ, くぇあきうすっ «]けたさぇくうすぬ», つすけぉに こけょすゃっさょうすぬ ゃしっ ういきっくっくうは う いぇおさにすぬ 
ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ. 
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ヂ┄┅┇┋┚ ┏〞─┍┑┚ 

Ganz CORTROL Client うきっっす すさう しこっちうぇかぬくにた さっあうきぇ さぇぉけすに: 

� ゃしっゅょぇ こっさゃにえ 

� ねおしおかのいうゃくにえ (くっす ょけしすせこぇ お ょさせゅうき こさうかけあっくうはき うかう さっしせさしぇき) 

� いぇぉかけおうさけゃぇくくにえ (ゃしっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは Ganz CORTROL Client くっょけしすせこくに) 

╁に きけあっすっ ぇおすうゃうさけゃぇすぬ うた, ゃにぉさぇゃ しけけすゃっすしすゃせのとせの けこちうの つっさっい ゅかぇゃくけっ きっくの ╁うょ -> [けこちうは]. 

』すけぉに うしこけかぬいけゃぇすぬ ねすう さっあうきに ゃ Windows 8, 8.1, 10 う Windows Server 2012 - けこっさぇちうけくくにた しうしすっきぇた し 
うくすっさそっえしけき Windows Metro - くっけぉたけょうきけ けすおかのつうすぬ ねおさぇく ゃたけょぇ ゃ Windows. ╀っい ねすけゅけ さっあうき 
ねおしおかのいうゃくけしすう う さっあうき いぇぉかけおうさけゃぇくくにた こさうかけあっくうえ きけゅせす ぉにすぬ けすきっくっくに し こけきけとぬの おくけこおう 
Windows. 

』すけぉに しょっかぇすぬ ねすけ, こっさっえょうすっ ゃ きっくの «‶せしお» う くぇえょうすっ しかっょせのとうっ はさかにおう ゃ おぇすっゅけさうう «Ganz CORTROL»: 
� ¨すおかのつうすぬ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ねおさぇくぇ ゃたけょぇ ゃ Windows - ゃ ねすけき しかせつぇっ ぉせょせす けすおかのつっくに ねかっきっくすに 
うくすっさそっえしぇ Windows, つすけ こけいゃけかうす ゃぇき こさぇゃうかぬくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ さっあうきに さぇぉけすに Ganz CORTROL Client 

� ╁おかのつうすぬ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは ねおさぇくぇ ゃたけょぇ ゃ Windows - ねすけ こけいゃけかうす ゃおかのつうすぬ ねおさぇく こさうゃっすしすゃうは 
Windows .  

‶けしかっ けすおかのつっくうは ねかっきっくすけゃ せこさぇゃかっくうは ねおさぇくぇ ゃたけょぇ ゃ Windows いぇこせしすうすっ Ganz CORTROL Client う こさう 
くっけぉたけょうきけしすう うしこけかぬいせえすっ さっあうきに さぇぉけすに こさうかけあっくうえ. 

╃かは さっあうきぇ ねおしおかのいうゃくけしすう う ぉかけおうさけゃおう すさっぉせっすしは せおぇいぇすぬ こぇさけかぬ, おけすけさにえ きけあくけ せしすぇくけゃうすぬ ゃ 
くぇしすさけえおぇた こさうかけあっくうは. ╄しかう ゃに っとっ くっ せしすぇくけゃうかう くけゃにえ こぇさけかぬ, ゃぇき ぉせょっす こさっょかけあっくけ しょっかぇすぬ ねすけ こけしかっ 
ゃおかのつっくうは さっあうきぇ ねおしおかのいうゃくけしすう / ぉかけおうさけゃおう. 
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В┌┄┗┌┇┄ ┐┊┒┅─┚ 

╁くってくうきう しかせあぉぇきう ゃ Ganz CORTROL はゃかはのすしは, こさっあょっ ゃしっゅけ, きけょせかう LPR (さぇしこけいくぇゃぇくうっ こかぇしすうく かうちっくいうう) う 
FR (さぇしこけいくぇゃぇくうっ かうち), ぇ すぇおあっ かのぉにっ しすけさけくくうっ きけょせかう しうしすっきに, おけすけさにっ ぉにかう うくすっゅさうさけゃぇくに し Ganz 
CORTROL. ╄しかう ょけこけかくうすっかぬくにっ ゃくってくうっ しかせあぉに ぉにかう ゃおかのつっくに う くぇしすさけっくに ょかは ゃぇてっゅけ しっさゃっさぇ (しっさゃっさけゃ), 
けくう こけいゃけかはす ゃぇき こけかせつぇすぬ こさはきにっ こけすけおう しけぉにすうえ ょかは しけけすゃっすしすゃせのとうた おぇくぇかけゃ, ぇ すぇおあっ うししかっょけゃぇすぬ 
いぇこうしぇくくにっ ょぇくくにっ け しけぉにすうはた ゃきっしすっ し ゃうょっけこけすけおぇきう. 

[っあうき さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう 

╄しかう さぇしこけいくぇゃぇくうっ ゃにこけかくはっすしは ょかは けこさっょっかっくくけゅけ おぇくぇかぇ, ゃに きけあっすっ せゃうょっすぬ さっいせかぬすぇすに さぇしこけいくぇゃぇくうは, 
けすおさにゃ こぇくっかぬ せゃっょけきかっくうえ ょかは おぇあょけゅけ けすょっかぬくけゅけ おぇくぇかぇ. ‶ぇくっかぬ きけあくけ こっさっおかのつぇすぬ し こけきけとぬの ねかっきっくすけゃ 
せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき ゃ けおくっ こさけしきけすさぇ, ぇ っっ ょけしすせこくけしすぬ きけあくけ くぇしすさけうすぬ し こけきけとぬの こぇさぇきっすさけゃ こさうかけあっくうは. 

]こうしけお さっいせかぬすぇすけゃ ゃ さっあうきっ さっぇかぬくけゅけ ゃさっきっくう けつうとぇっすしは こさう いぇおさにすうう こさうかけあっくうは Ganz CORTROL Client, 
つすけ けいくぇつぇっす, つすけ おぇあょにえ さぇい, おけゅょぇ Ganz CORTROL Client いぇこせしおぇっすしは し こせしすけえ こぇくっかう せゃっょけきかっくうえ, けく 
いぇこけかくはっすしは こけ きっさっ こけしすせこかっくうは さっいせかぬすぇすけゃ さぇしこけいくぇゃぇくうは. 
╄しかう ゃぇて ちっかっゃけえ おぇくぇか いぇこうしぇく, ゃに きけあっすっ ょゃぇあょに とっかおくせすぬ かのぉせの いぇこうしぬ, つすけぉに せゃうょっすぬ きけきっくす 
さぇしこけいくぇゃぇくうは, ゃけしこさけういゃけょうきけゅけ ぇゃすけきぇすうつっしおう ゃ すけえ あっ けぉかぇしすう こさけしきけすさぇ, うしこけかぬいせは きゅくけゃっくくけっ 
ゃけしこさけういゃっょっくうっ. ]けしすけはくうっ いぇこうしう けすけぉさぇあぇっすしは いくぇつおけき くぇかけあっくうは ゃ くうあくっき かっゃけき せゅかせ けおくぇ こさけしきけすさぇ 
(あっかすにえ = いぇこうしぬ ╁╉╊, ぉっかにえ = ╁Ы╉╊). 

Аくぇかうい 
╃かは おぇあょけゅけ すうこぇ ゃくってくっえ しかせあぉに しけけすゃっすしすゃせのとぇは ゃおかぇょおぇ けすけぉさぇあぇっすしは くぇ しぇきけえ ゃっさたくっえ こぇくっかう Ganz 
CORTROL Client. ′ぇあきうすっ くぇ くせあくせの ゃおかぇょおせ, つすけぉに こさけょけかあうすぬ ぇくぇかうい. 
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』すけぉに くぇつぇすぬ こけうしお さっいせかぬすぇすけゃ さぇしこけいくぇゃぇくうは, ゃぇき くせあくけ しくぇつぇかぇ せおぇいぇすぬ ちっかっゃにっ おぇくぇかに. 』すけぉに しょっかぇすぬ 
ねすけ, くぇあきうすっ + さはょけき し おぇくぇかけき, ゅさせここけえ せしかせゅ うかう うきっくっき しっさゃっさぇ ゃ こぇくっかう «[っしせさしに»; ゃに きけあっすっ ょけぉぇゃうすぬ 
くっしおけかぬおけ おぇくぇかけゃ うい さぇいくにた ゃくってくうた しっさゃうしくにた ゅさせここ. ╇しこけかぬいせえすっ - さはょけき し うきっくっき おぇくぇかぇ, ゅさせここに うかう 
しっさゃっさぇ, つすけぉに けすきっくうすぬ ゃにぉけさ う うしおかのつうすぬ っゅけ うい こけうしおぇ. 

╆ぇすっき ゃゃっょうすっ おかのつっゃにっ しかけゃぇ ゃ こけかっ こけうしおぇ. ╃かは さぇしこけいくぇゃぇくうは こかぇしすうく かうちっくいうう ゃに きけあっすっ ゃゃっしすう かうぉけ くけきっさ 
ちっかけえ こかぇしすうくに, かうぉけ っっ つぇしすぬ - しけ いゃっいょけつおけえ (*) うかう ぉっい くっっ ゃ おぇつっしすゃっ こけょしすぇくけゃけつくけゅけ いくぇおぇ. 

╃かは さぇしこけいくぇゃぇくうは かうち ょけしすせこくに しかっょせのとうっ おけささっおすうさけゃおう こけうしおぇ: 
� いぇゅさせあぇすぬ そけすけゅさぇそうの う さうしけゃぇすぬ けぉかぇしすぬ, しけょっさあぇとせの かうちけ ょかは こけうしおぇ 
� せおぇいぇすぬ すけつくけしすぬ こけうしおぇ (ょかは かせつてうた さっいせかぬすぇすけゃ さっおけきっくょせっすしは ぉけかっっ ゃにしけおぇは すけつくけしすぬ) 

� ゃゃっしすう うきは つっかけゃっおぇ うかう つぇしすぬ うきっくう, っしかう ゃに いくぇっすっ, つすけ けくけ こさうしせすしすゃせっす ゃ ぉぇいっ ょぇくくにた FR 

� うしこけかぬいけゃぇすぬ すっゅう ょかは せすけつくっくうは こけうしおぇ: すっゅう ょけしすせこくに すけかぬおけ すけゅょぇ, おけゅょぇ ゃしっ おぇくぇかに ゃにぉさぇくに ょかは 

こけうしおぇ 

〉おぇあうすっ おけくっつくせの ょぇすせ う ゃさっきっくくけえ ょうぇこぇいけく: ょぇすせ きけあくけ ゃゃっしすう ゃさせつくせの し おかぇゃうぇすせさに うかう ゃにぉさぇすぬ し 
こけきけとぬの おぇかっくょぇさくけゅけ ねかっきっくすぇ せこさぇゃかっくうは; ゃさっきは きけあくけ すぇおあっ ゃゃっしすう ゃさせつくせの うかう けすさっゅせかうさけゃぇすぬ し 
こけきけとぬの おけかっしうおぇ きにてう こけしかっ くぇあぇすうは くぇ ちうそさに う せょっさあぇくうは おせさしけさぇ きにてう くぇょ ねかっきっくすけき ゃさっきっくう. 
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‶けしかっ ねすけゅけ くぇあきうすっ おくけこおせ «‶けうしお», つすけぉに こさけしきけすさっすぬ さっいせかぬすぇすに. ¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ ゃ いぇゃうしうきけしすう けす 
ゃにぉさぇくくけゅけ ょうぇこぇいけくぇ ゃさっきっくう う おけかうつっしすゃぇ おぇくぇかけゃ こけうしお きけあっす いぇくはすぬ くっおけすけさけっ ゃさっきは; さっいせかぬすぇすに ょけかあくに 
ぉにすぬ こっさっつうしかっくに ゃ くうあくっえ こさぇゃけえ つぇしすう こけしかっ すけゅけ, おぇお けくう ぉにかう くぇえょっくに. ′っ くぇあうきぇえすっ おくけこおせ «‶けうしお» 
こけゃすけさくけ: ねすけ しくけゃぇ うくうちううさせっす こさけちっしし こけうしおぇ. 
 

╃ゃぇあょに とっかおくうすっ こけ かのぉけきせ おけくおさっすくけきせ さっいせかぬすぇすせ こけうしおぇ, う けく ぉせょっす けすおさにす ゃ ちっくすさぇかぬくけえ けぉかぇしすう 
こさけしきけすさぇ ゃ さっあうきっ きゅくけゃっくくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは, こさうつっき きけきっくす さぇしこけいくぇゃぇくうは (こかのし くっしおけかぬおけ しっおせくょ ょけ う 
こけしかっ) ぉせょっす いぇちうおかっく. 

╋ゅくけゃっくくけっ ゃけしこさけういゃっょっくうっ いょっしぬ うきっっす くっおけすけさにっ しすぇくょぇさすくにっ ねかっきっくすに せこさぇゃかっくうは Ganz CORTROL Client, ぇ 
すぇおあっ ゃけいきけあくけしすぬ こっさっおかのつっくうは ゃ さっあうき けぉにつくけゅけ ゃけしこさけういゃっょっくうは. 

� ╇しこけかぬいせえすっ こけかせこさけいさぇつくせの おくけこおせ «╁けしこさけういゃっしすう»ゃ ちっくすさっ ういけぉさぇあっくうは, ょかは こさけうゅさにゃぇくうは ぉにしすさっっ, 
きっょかっくくっっ うかう つすけぉに こさうけしすぇくけゃうすぬ ゃけしこさけういゃっょっくうっ: こさけしすけ こっさっすぇとうすっ しすさっかおせ ゃかっゃけ / ゃこさぇゃけ / ゃ ちっくすさぇかぬくせの
こけいうちうの 
� ╁さっきっくくぇは けすきっすおぇ ゃ こさぇゃけき ゃっさたくっき せゅかせ ういけぉさぇあっくうは こけおぇいにゃぇっす ゃさっきは しっさゃっさぇ 
� ╋ぇかっくぬおうえ いくぇつけお ゃけしこさけういゃっょっくうは ゃ こさぇゃけき くうあくっき せゅかせ こっさっゃっょっす ゃぇし ゃ さっあうき ゃけしこさけういゃっょっくうは 
� Эかっきっくす せこさぇゃかっくうは くぇかけあっくうっき «』ぇしに» こけいゃけかうす ゃぇき こっさっえすう ゃ かのぉけえ おけくおさっすくにえ きけきっくす ゃさっきっくう ゃ 
すけき あっ けおくっ ゃけしこさけういゃっょっくうは 
� ╆くぇつけお そかぇあおぇ けすおさけっす ょうぇかけゅけゃけっ けおくけ «╃けぉぇゃうすぬ くけゃせの いぇおかぇょおせ», こけいゃけかはのとっっ ょけぉぇゃうすぬ いぇおかぇょおせ お
ねすけきせ おけくおさっすくけきせ きけきっくすせ 
� ′ぇあぇすうっ いくぇつおぇ «╉ぇきっさぇ» こけいゃけかうす ねおしこけさすうさけゃぇすぬ きけきっくすぇかぬくにえ しくうきけお 
� ′ぇあぇすうっ いくぇつおぇ «╁うょっけさけかうお»こけいゃけかうす ぇゃすけきぇすうつっしおう ねおしこけさすうさけゃぇすぬ そさぇゅきっくす ゃうょっけ, おけすけさにえ しっえつぇし
ゃけしこさけういゃけょうすしは 

� ╁さっきっくくぇは ておぇかぇ しけょっさあうす ゃさっきっくくけえ うくすっさゃぇか, しゃはいぇくくにえ し さぇしこけいくぇゃぇくうっき, くけ ゃに すぇおあっ きけあっすっ 
けすさっゅせかうさけゃぇすぬ ゅさぇくうちに, とっかおくせゃ う こっさっすぇとうゃ しすさっかおう くぇ かっゃけえ う こさぇゃけえ しすけさけくぇた ておぇかに ゃさっきっくう 
(きうくうきぇかぬくにえ うくすっさゃぇか しけしすぇゃかはっす ょっしはすぬ しっおせくょ) 

╁に きけあっすっ こっさっおかのつうすぬしは くぇ ょさせゅうっ ゃおかぇょおう ゃけ ゃさっきは ぇくぇかういぇ, う ゃに きけあっすっ ゃっさくせすぬしは お すけきせ きっしすせ, ゅょっ 
けしすぇくけゃうかうしぬ, こっさっおかのつうゃてうしぬ けぉさぇすくけ くぇ ゃおかぇょおせ «╁くってくうえ しっさゃうし», こさう せしかけゃうう, つすけ ゃに くっ いぇおさにゃぇっすっ 
こさうかけあっくうっ Ganz CORTROL Client. ╄しかう ゃに ねすけ しょっかぇっすっ, ゃしっ ゃぇてう さっいせかぬすぇすに こけうしおぇ ぉせょせす cぉさけてっくに. 

[せおけゃけょしすゃけ こけかぬいけゃぇすっかは Ganz CORTROL


