
ヶルヱケゅミゅョ ロコゅシ ヶプゲバョ  

 ギセゅよ ヶョ ょジＴ ヱ ヶルヱケゅミゅョ ゅヰレゎ ゅヰルへ ケキ ロギセ ロキゅヘわシや ウャゅダョ ヮミ ∩ キヲセ ヶョ ベΚヅや ヶΑゅワ ロコゅシ ヮよ ヶルヱケゅミゅョ ヵゅワ ロコゅシ  .
 コや ザＬ ヱ ギルヲセ ヶョ ヮわカゅシ ょジＴ ヱ ヶルヱケゅミゅョ テシヲゎ ヱ ヶェやゲヅ ヶバホやヱ ヵゅワ ロコゅシ ヮよ ろらジル ゲわムＴヲミ サゅΒボョ ケキ ゅワ ロコゅシ リΑや

 ギルゲΒｄ ヶョ ケやゲホ ヵケやグｄケゅよ キケヲョ ろカゅシ.  

 キヲよ ギワやヲカ ゲゎ ペプヲョ ∩ ギレミ ヶョ モヨエゎ やケ ヵゲわゼΒよ ケゅよ ヮミ ヵや ロコゅシ ヱ ギルヲセ ヶヨル ヮわカゅシ ろミゅョ ラやヲレハ ヮよ ゅワ ロコゅシ リΑや ノホやヱ ケキ .
 モＬ(  ポゲエわョ ヱ ゴミゲヨわョ ∩ ろカやヲレムΑ ヵケやグｄケゅよ ろエゎ)   ∩Towercrain ∩  コや ヵケゅゼプ ヵゅワ ラヲわシ ヱ ヶルゅヨわカゅシ ヵゅワ ゆゅホ ネやヲルや

 ギレセゅよ ヶョ ヶルヱケゅミゅョ ヵゅワ ロコゅシ リΑゲゎ アΑやケ ヮヤヨィ . 

 キキゲｄ ヶョ ケやゴｄゲよ ラやゲヨハ ヶシギレヰョ ヮわセケ ラゅΑヲイゼルやキ リΒよ ゅΒルキ ゲらわバョ ヵゅワ ロゅｅゼルやキ ケキ ヶｄケゴよ れゅボよゅジョ ゅわシやケ リΑや ケキ ヮャゅシ ゲワ .
 ヱ ゅヰェゲヅ コや ヱ ギルコゅシ メゅバプ やケ ラゅΑヲイゼルやキ ベΚカ リワク ゅゎ ロキゲミ ヵケやグｄ ヮΑゅョゲシ ヮレΒョコ リΑや ケキ ズΒＬ ゅヰャゅシ コや ゅワ ロゅｅゼルやキ リΑや

 ギレレミ ロキゅヘわシや モヨハ ケキ ゅヰルへ ヵゅワ ズワヱＷＬ .  れゅボよゅジョ リΑや ヵゅワ ヮわセケ リΑゲゎ アΑやケ ヵケゅゼプ ヵゅワ ラヲわシ ヱ モＬ ろカゅシ ヱ ヶェやゲヅ
 ギレセゅよ ヶョ . コや ロキゅヘわシや ゅよ ゅヰレゎ ヶΑゅＬゲカ モＬ ろカゅシ ヱ ヶェやゲヅ メゅんョ ケヲトよ750  ヶルヱケゅミゅョ ュゲｄ(  ヶルヱケゅミゅョ ヮわジよ マΑ メキゅバョ)   ヮミ

 ギΑゅヨル モヨエゎ やケ ヵキゅΑコ ラコヱ ギルやヲゎ ヶョ . ギセゅよ ヶョ ゲわョ ユΒル モＬ ネゅヘゎケや ゲんミやギェ ヱ ゲわョ マΑ モＬ ヮルゅワキ メヲヅ . コや ヮミ  ロゅｄ ヮΒムゎ ヱキ ヵヱケ モＬ
 ザムハ ＳΒワ ヱ ギレセゅよ ヶョ ヵキヲヨハ モヨバャや ザムハ ラキゲミ キケやヱ ヮよ ケキゅホ テボプ ゅヰワゅｄ ヮΒムゎ ヱ キゲΒｄ ヶョ ケやゲホ ギルケやキ ヮヤタゅプ ゲわョ マΑ ゲｅΑギムΑ

 キヲセ ヶヨル キケやヱ モＬ ゲよ ゅヰワゅｄ ヮΒムゎ ケキ ヶボプや モヨバャや . ヮわセケ リΑや ケキ ロギセ ょジミ キケヲミケ(  ヶΑゅＬゲカ モＬ)  メキゅバョ176 ヶョ ュゲｄ ヲヤΒミ 
 ゅらΑゲボゎ キケヲミケ リΑや ヮミ ∩ ギセゅよ230 ギセゅよ ヶョ ロコゅシ キヲカ ラコヱ ゲよやゲよ  . ヮよ ケキゅホ ヮミ ヵケゅゼプ ヵゅワ ロコゅシ ろカゅシ ヱ ヶェやゲヅ リΒレＵヨワ

 ギレわジワ ゅワ ロコゅシ リΑや ヵゅワ ヮルヲヨル ゲｅΑキ コや ∩ ギレセゅよ ヶョ リゎ ユΒル コや ズΒよ ヶΑゅワ ケゅよ モヨエゎ . ゥゲトョ ろシや リムヨョ メやヲゃシ マΑ ゅイレΑや
∨ ろシや ゲをヲョ Ιゅよ ヵゅワ キケヲミケ ヮよ リわプゅΑ ろシキ ケキ ヶルヱケゅミゅョ ザレィ ゅΑへ ∩ キキゲｄ ヶョ  

 ろミゲセ  ヶルヱケゅミゅョ ヱ ヮわプゲｄ ュゅイルや ゅΒルキ ヶルヱケゅミゅョ ヵゅワ ろミゲセ ブヤわガョ ヵゅワ メヲダエョ ヵヱケ ヶゎゅボΒボエゎ ヮレΒョコ リΑや ケキRose   ゅΒャゅわΑや 
 ろシや ロギセ ヮわカゅレセ フギワ リΑや ヵやゲよ ヶルヱケゅミゅョ リΑゲわヰよ ラやヲレハ ヮよ.  

 キケヲミケ ヮよ ラギΒシケ ケキ ヶルヱケゅミゅョ ザレィ コや ゲゎ ユヰョ ケゅΒジよ ∩ ペプヲョ ゥゲヅ マΑ ヮもやケや ケキ ゥやゲヅ れケゅヰョ ヱ れケギホ ヮミ ろシや ゲミク ヮよ ュコΙ ヮわらャや
 ギセゅよ ヶョ Ιゅよ ヵゅワ.  

ヶルヱケゅミゅョ ヵゅワ ロコゅシ ブヤわガョ ネやヲルや  ヶプゲバョ  

 ヵケゅゼプ ヵゅワ ロコゅシ:  

 ギレセゅよ ヶョ ケゅゼプ ケキ ラへ ヵゅツハや ゲんミや ヮミ ∩ ロゅゎヲミ ヮルゅワキ ゅよ モＬ ヶハヲル . ヵゅツハや ヶェやゲヅ れゅボよゅジョ コや ヮわセケ リΑや ヵゅワ ろΑゴョ コや
 ギセゅよ ヶョ ゅヰルへ ケキ ズルゅヨミ ロギΑギＬ ヶシケゲよ ヱ ヵケゅゼプ . 

Tower Crain:   

 ギルヲセ ヶョ ヮわプゲｄ ケゅミ ヮよ ギレヤよ ヵゅヰィゲよ ヵヱケ ゲよ ヮミ ろシや ヶΑゅヰヤΒボをゲィ ヶェやゲヅ フギワ ∩ ヶルヱケゅミゅョ ヵゅワ ロコゅシ コや ネヲル  リΑやケキ. リΑや
 ギレワキ ケやゲホ ズセヲＬ ろエゎ やケ ヶタゅカ ネゅバセ リΒバョ ネゅヘゎケや リわセやキ ゅよ ギレセゅよ ケキゅホ ギΑゅよ ゅワ ロコゅシ.  

 ゴミゲヨわョ ケゅよ ゅよ モＬ:  

 キゲΒｄ ヶョ れケヲタ ヮルゅワキ テシヱ コや ヵケやグｄケゅよ ヱ ギΑへ ヶョ キヲィヱ ヮよ ヵギバよヱキ ヵゅＬゲカ ヱキ リわシヲΒＬ ユワ ヮよ コや ロコゅシ リΑや. ヮシ ゲワ モＬ ネヲル リΑや
 ギセゅよ ヶョ やケやキ やケ ヶゼヨカ ヱ ヶゼゼミ ∩ ヵケゅゼプ ヲツハ ネヲル . 

 ロキゲわジｄ ケゅよ ゅよ モＬ:  

 キゲΒｄ ヶョ れケヲタ ヮルゅワキ メヲヅ ュゅヨゎ ケキ ろカやヲレムΑ ヱ ロキゲわジｄ れケヲタ ヮよ ヵケやグｄケゅよ ヮミ ∩ ギセゅよ ヶョ ゅＬゲカ ヵゲワゅド モムセ ヮよ モＬ . ケキ
 ギルや ヮわプゲｄ ケやゲホ モＬ ヵヱケ ゲよ ろよゅを れケヲタ ヮよ マΒプやゲゎ モΒャキ ヮよ ヮΒヤボル モΑゅシヱ ュゅヨゎ ヮミ キゲミ チゲプ リΒレＴ ラやヲゎ ヶョ モヨハ . 

 ポゲエわョ ケゅよ ゅよ モＬ:  

 ヶェやゲヅ ヮよ ュやギホや ラゅェやゲヅ ラへ ケキ ヮミ ∩ ギセゅよ ヶョ ゅワ ロコゅシ コや ろャゅェ リΑゲゎ モョゅミ ヱ リΑゲゎ ヮわプゲゼΒＬ ノホやヱ ケキ ヶルヱケゅミゅョ ロコゅシ コや ネヲル リΑや
 ギレレミ ヶョ ヶバホやヱ モＬ マΑ. マＴヲミ ヮΒヤボル ヮヤΒシヱ マΑ ラキやキ ケヲらハ ゅよ ゲョや リΑや ヮミ ∩ ギセゅよ ヶョ ポゲエわョ れケヲタ ヮよ モＬ ヵヱケ ゲよ ヮわプゲｄ ケやゲホ ケゅよ

 キゲΒｄ ヶョ れケヲタ ∩ キヲセ ヶョ ロキやキ ケやゲホ ヮルコヱ ラへ ヵヱケ ゲよ ヮミ ∩ リΒバョ ろハゲシ ゅよ.  
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