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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ
]さっょぇ, 9 そっゃさぇかは

‶ぇしきせさくけ, 
ょくひき -10-12, くけつぬの -17-19
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 724 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 10 そっゃさぇかは
‶ぇしきせさくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ,
ょくひき -11-13, くけつぬの -13-15
╁っすっさ ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 725 きき さす.しす.

╁╉╊┿╃╉┿: 

╁]ぅ 
′╄╃╁╇╅╇╋¨]〈を 
╀╂¨

¨‶┿]╄′ ╊╇ ‶¨╊╇╂¨′?2

′¨╁¨]╄╊を╄

ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß
╊〉』【╄ ‶¨╆╃′¨, 』╄╋ ′╇╉¨╂╃┿ 

┿くくぇ ′うおけかぇっゃくぇ こさうったぇかぇ ゃ 【うかけゃおせ いぇゅけょは: くっ おぇあょにえ ょっくぬ ╀けゅ すぇおうっ こけ-
ょぇさおう  こけしにかぇっす! ぁた, あぇかぬ, ょっょ くっ ょけあうか ょけ しゃっすかけゅけ ょくは: しすぇさけきせ しけかょぇすせ こけ-
くさぇゃうかぇしぬ ぉに  おゃぇさすうさぇ: こさけあうかう-すけ ╀ぇあっくけゃに ゃきっしすっ 35 かっす, くけ  ゃしひ ゃ つぇしすくにた 
ょけきぇた. ]くぇつぇかぇ  ゃ ういぉっ しゃけうた さけょうすっかっえ ゃ ╉せさゅぇくしおけえ けぉかぇしすう, ぇ こけすけき ゃ 1986-き 
けゃょけゃっゃてせの ┿くくせ ′うおけかぇっゃくせ いぇぉさぇかぇ ょけつぬ し きせあっき ゃ ╋けくっすくにえ. ╊のぉけゃぬ ′うおけ-
かぇっゃくぇ う ┿くょさっえ ]すぇくうしかぇゃけゃうつ う しっゅけょくは さはょけき し くっえ («╆はすぬ せ きっくは たけさけてうえ, し 
こっさゃけゅけ ょくは きぇきけえ いけゃひす!»). ′け おぇお ぉに つせょくけ くう しおかぇょにゃぇかうしぬ けすくけてっくうは さけょ-
しすゃっくくうおけゃ, あうすぬ うき かせつてっ くっ ゃ すっしくけすっ う くっ ゃ けぉうょっ. 〈っき ぉけかっっ つすけ こさうてひか うい 
ぇさきうう ゃくせお, う ゃいさけしかにえ こぇさっくぬ ょっかうす おけきくぇすせ し ぉぇぉせしっえ. 

– ╃ぇあっ くっ ゃっさうすしは, つすけ せ きっくは ゃこっさゃにっ ゃ あういくう ぉせょっす ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは おゃぇさすう-
さぇ, こけしきけすさの たけすぬ, つすけ ねすけ すぇおけっ, – くっ こっさっしすぇひす せょうゃかはすぬしは くぇてぇ しけぉっしっょくうちぇ.

╁けす う こっさっさっいぇくぇ おさぇしくぇは かっくすけつおぇ ょけきぇ-くけゃけしひかぇ くぇ せかうちっ ╅けかけぉけゃぇ, いぇ-
きっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ¨. 【っかせたうくぇ 
いゃせつくけ けぉなはゃかはっす:

– ╉かのつう けす おゃぇさすうさに わ15 ゃさせつぇのすしは ゃょけゃっ せつぇしすくうおぇ ╁っかうおけえ ¨すっつっ-
しすゃっくくけえ ゃけえくに ┿くくっ ′うおけかぇっゃくっ ╀ぇあっくけゃけえ! 2
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8 そっゃさぇかは 1724 ゅけょぇ (28 

はくゃぇさは こけ しすぇさけきせ しすうかの) 〉おぇ-
いけき こさぇゃうすっかぬしすゃせのとっゅけ ]っくぇ-
すぇ こけ さぇしこけさはあっくうの ‶っすさぇ I ゃ 
[けししうう ぉにかぇ けしくけゃぇくぇ ┿おぇょっきうは 
くぇせお. ╁ 1925 ゅけょせ けくぇ ぉにかぇ こっ-
さっうきっくけゃぇくぇ ゃ ┿おぇょっきうの くぇせお 
]]][, ぇ ゃ 1991 ゅけょせ — ゃ [けししうえ-
しおせの ┿おぇょっきうの くぇせお.

╃っゃはすぬ こさっょこさうはすうえ, すぇお うかう 
うくぇつっ いぇくうきぇのとうたしは くぇせおけえ, 
いぇさっゅうしすさうさけゃぇくに くぇ すっささうすけ-
さうう ╀╂¨. ¨ょくけ うい くうた – ておけかぇ 
«′ぇ すゃけひき ぉっさっゅせ», さぇしこけかけあっく-
くぇは ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ, – うきっっす 
ゅせきぇくうすぇさくけっ くぇこさぇゃかっくうっ, ぇ 
『′╇╇‶‶, «『′╇‶‶-ねあっおすけさ», 
けこにすくにえ いぇゃけょ «ぁくっさゅけちゃっす-
きっす», くぇせつくけ-こさけういゃけょしすゃっくくけっ 
けぉなっょうくっくうっ «]こっちくっそすっゅぇい», 
¨¨¨ «]こっちうぇかぬくにっ すったくけかけ-
ゅうう», «╀っさひいけゃしおうえ うくくけゃぇちう-
けくくにえ こぇさお», «╋っょぇぉさぇいうゃ», 
╆┿¨ «′‶‶ «╇くすっお» – っしすっしすゃっく-
くけっ. ╁ けしくけゃくけき ねすけ きぇかにっ 
こさっょこさうはすうは つぇしすくけえ そけさきに 
しけぉしすゃっくくけしすう.
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ぁすけす ょけき せおさぇしうす 【うかけゃおせ

┿. ╀ぇあっくけゃぇ しこってうす せゃうょっすぬ しゃけの おゃぇさすうさせ
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ぁすせ ゅぇいっすせ こっつぇすぇかう こけいょくけ くけつぬの – きに しこっちうぇかぬくけ 

あょぇかう けおけくつぇくうは いぇしっょぇくうは さぇぉけつっえ ゅさせここに ぉっさひいけゃ-
しおけえ すっささうすけさうぇかぬくけえ ういぉうさぇすっかぬくけえ おけきうししうう, おけすけさけっ 
くぇつぇかけしぬ ゃつっさぇ ゃっつっさけき すけかぬおけ ゃ 18:30. ╁にえょは し いぇしっょぇ-
くうは つっさっい つぇし, きに こっさっゅかはくせかうしぬ し さっょぇおすけさけき «╆けかけすけえ 
ゅけさおう», せかにぉくせかうしぬ ょさせゅ ょさせゅせ う こけあぇかう こかっつぇきう...

′ぇ いぇしっょぇくうう おけきうししうう こさうくはすけ ょゃぇ しせょぬぉけくけしくにた さっ-
てっくうは: ゃ さっゅうしすさぇちうう けすおぇいぇくけ けぉけうき っおぇすっさうくぉせさゅしおうき 
しぇきけゃにょゃうあっくちぇき くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけ-
さけょしおけゅけ けおさせゅぇ ぃさうの ╄かぇくちっゃせ う ′うおけかぇの ╃せょおけ. ╇い 556 
こけょこうしっえ, しけぉさぇくくにた ゃ こけょょっさあおせ こっさゃけゅけ おぇくょうょぇすぇ, 
463 こけょこうしう ぉにかう こさういくぇくに ょけしすけゃっさくにきう, 93 こけょこうしう, 
こけしかっ すとぇすっかぬくけゅけ ういせつっくうは, ぉにかう こさういくぇくに くっょっえしすゃう-
すっかぬくにきう かうぉけ くっょけしすけゃっさくにきう. ‶さけちっくす いぇぉさぇおけゃぇくくにた 
こけょこうしっえ – ぉけかぬてっ 16% – こさっゃにしうか こけさけゅ, せしすぇくけゃかっく-

くにえ ╇いぉうさぇすっかぬくにき ╉けょっおしけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 
╁すけさけえ あっ おぇくょうょぇす こさっょしすぇゃうか ゃ ういぉうさぇすっかぬくせの おけきうし-
しうの こけょこうしくにっ かうしすに, おけすけさにっ くっ ぉにかう しぉさけてのさけゃぇくに う 
こさけくせきっさけゃぇくに ゃ しけけすゃっすしすゃうう し いぇおけくけき. ╉ぇいぇかけしぬ ぉに, 
おぇおぇは きっかけつぬ! ′け ╇いぉうさぇすっかぬくにえ ╉けょっおし つさっいゃにつぇえくけ しせ-
さけゃ お かのぉけえ こけきぇさおっ うかう くっすけつくけしすう ゃ かのぉけき うい しけすっく 
ょけおせきっくすけゃ. ′うおけかぇえ ╃せょおけ しけゅかぇしうかしは し さってっくうっき おけ-
きうししうう, ぃさうえ ╄かぇくちっゃ, ゃけいきけあくけ, ぉせょっす けしこぇさうゃぇすぬ しゃけひ 
しくはすうっ し ゃにぉけさけゃ ゃ しせょっ. 

〈ぇおうき けぉさぇいけき, ゃ こさっょゃにぉけさくけえ ゅけくおっ けしすぇかうしぬ すけかぬおけ 
ょゃぇ おぇくょうょぇすぇ-ぉっさっいけゃつぇくうくぇ: ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ (ゃにょゃうくせ-
すにえ こぇさすうっえ «╄ょうくぇは [けししうは») う ┿くょさっえ ╀ぇさおっっゃ (ゃにょゃう-
くせすにえ こぇさすうっえ ╊╃‶[). 

╉ぇくょうょぇす けす こぇさすうう ╊╃‶[ ┿くょさっえ ╁ぇょうきけゃうつ ╀ぇさおっっゃ 
くぇこうしぇか いぇはゃかっくうっ け しくはすうう しゃけっえ おぇくょうょぇすせさに し ゃにぉけ-

さけゃ, くけ さってっくうは こけ ょぇくくけきせ いぇはゃかっくうの さぇぉけつっえ ゅさせここけえ 
〈╇╉ぇ こけおぇ くっ こさうくはすけ. ]ぇき おぇくょうょぇす しっえつぇし くぇたけょうすしは 
ゃ くぇてっえ 『っくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉけかぬくうちっ. ╄ゅけ ょうぇゅくけい 
ゃさぇつう, こけ ゃこけかくっ けぉけしくけゃぇくくにき こさうつうくぇき, くっ しけけぉとぇのす. 
╄しかう ╀ぇさおっっゃ ぉせょっす しくはす, すけ ゃにぉけさに ぉっい ぇかぬすっさくぇすうゃに 
っょうくしすゃっくくけきせ おぇくょうょぇすせ くっ しけしすけはすしは.

╇すぇお, せゃぇあぇっきにっ つうすぇすっかう, たけすうすっ かう ゃに いくぇすぬ すけつくけ 
– しけしすけはすしは かう 13 きぇさすぇ しっゅけ ゅけょぇ ゃにぉけさに ゅかぇゃに ゅけさけょぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ?

‶けゃっさぬすっ, きに すけあっ けつっくぬ-けつっくぬ たけすうき ねすけ せいくぇすぬ う しけ-
けぉとうすぬ ゃぇき. ′ぇょっっきしは, つすけ しょっかぇっき ねすけ せあっ ゃ しかっょせのとっき 
ゃにこせしおっ. ┿ きけあっす, う くっ しけけぉとうき. ′っこさっょしおぇいせっきにっ ゃに-
ぉけさに. ╁っしひかにっ. ╇くすっさっしくにっ. ┿ ゅけさけょ こけおぇ – ぉっい ゅけかけゃに. 
╊うてぬ ぉに こけかうすうつっしおうっ きぇくっゃさに おぇくょうょぇすけゃ けおけくつぇすっかぬ-
くけ くっ こさっゃさぇすうかうしぬ ゃ すさうかかっさ…
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┫┤┨┤┴┲┰ ┱┩ ┲┶┨┤┨┬┰!
39 いぇしっょぇくうっ ょせきに ╀╂¨ こさけてかけ けこっさぇすうゃくけ: いぇ 

30 きうくせす ょっこせすぇすに さってうかう すさう ゃぇあくにた ゃけこさけしぇ: 
け こさっょかけあっくうう おぇくょうょぇすせさ ゃ しけしすぇゃに せつぇしすおけゃにた 
ういぉうさぇすっかぬくにた おけきうししうえ こけ ょけしさけつくにき ゃにぉけさぇき 
ゅかぇゃに けおさせゅぇ う こかぇくぇた さぇぉけすに しつひすくけえ おけきうししうう, 
ぇ すぇおあっ ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ くぇ 
2011 ゅけょ. ′っけぉたけょうきにっ ょけおせきっくすに, こけょゅけすけゃかっく-
くにっ こけしすけはくくにきう おけきうししうはきう, ぉにかう くぇ させおぇた くぇ-
さけょくにた ういぉさぇくくうおけゃ, こけねすけきせ けくう ぉっい ょうしおせししうえ 
ょさせあくけ こさけゅけかけしけゃぇかう «いぇ»…

╉しすぇすう, こさっょゃぇさうすっかぬくけ しすけはゃてうえ ゃ こけゃっしすおっ ょくは 
ゃけこさけし け さぇいさってっくうう こさうゃぇすういぇちうう いょぇくうは ぉにゃてっえ 
ておけかに わ4 ぉにか しくはす くぇおぇくせくっ. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ おけ-
きうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき せあっ ょゃぇあょに こに-
すぇかしは くぇ ぇせおちうけくぇた くぇえすう けぉなっおすせ たけいはうくぇ, くけ ぉっい-
せしこってくけ. ‶けしおけかぬおせ ゃ すさっすうえ さぇい ぇせおちうけく ょけかあっく 
こさけえすう ぉっい けぉなはゃかっくうは ちっくに, すけ っしすぬ ゃっさけはすくけしすぬ 
しゅけゃけさぇ こけおせこぇすっかっえ う こさけょぇあう いょぇくうは, おけすっかぬくけえ 
う いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ いぇ ぉっしちっくけお, こさぇおすうつっしおう いぇ 
ちっかおけゃにえ. 〈っさはすぬ あっ きせくうちうこぇかぬくけっ ょけぉさけ くうおけきせ 
くっ たけつっすしは, こけねすけきせ ょっこせすぇすに さってうかう くっ さうしおけゃぇすぬ 
う さっおけきっくょけゃぇかう おけきうすっすせ くぇえすう ぉけかっっ くぇょひあくにえ 
しこけしけぉ こさうゃぇすういぇちうう けぉなっおすぇ. 

┳┲┧┲┦┲┴┬┯┬ ┫┤ ┪┬┫┱╀
‶っさゃけゅけ そっゃさぇかは ょっこせすぇすに ゃしすさっつぇかうしぬ しけ しゃけ-

うきう ういぉうさぇすっかはきう. ‶けけぉとぇすぬしは し いぇおけくけょぇすっかはきう 
こさうてかう 28 つっかけゃっお. ╃っゃはすぬ うい くうた  くぇゃっょぇかうしぬ ゃ 
╃╉ «]けゃさっきっくくうお», こさうつひき ぉにかう こさっょしすぇゃうすっかう 
う ‶っさゃけきぇえしおけゅけ こけしひかおぇ. ぁすけす あうかけえ きぇししうゃ, おけ-
くっつくけ, くっ しぇきにえ ぉかぇゅけこさうしすけえくにえ ゃ ゅけさけょっ. ╁けす 
う しすぇさてぇは こけ せかうちっ ╆っかひくけえ ╄かっくぇ ╀さぇせくぇゅっかぬ 
こけしっすけゃぇかぇ, つすけ くっ ゃっいょっ っしすぬ けしゃっとっくうっ, ぇ ゃっょぬ 
すっきくけすぇ こさけゃけちうさせっす おさうきうくぇか, こけさぇ きっくはすぬ しすぇ-
さにえ ゃけょけこさけゃけょ, くっけぉたけょうきけ いぇぇしそぇかぬすうさけゃぇすぬ 
ょけさけゅせ, ゃっょせとせの ょけ つぇしすくけゅけ しっおすけさぇ, こさけかけあうすぬ 
いょっしぬ すさけすせぇさ. 

– ‶っさゃけきぇえしおうえ くうおけゅょぇ くっ けしすぇゃぇかしは ぉっい くぇてっ-
ゅけ ゃくうきぇくうは, – いぇきっすうかぇ ょっこせすぇす ╇さうくぇ ╉けいかけゃぇ. 
– ′にくつっ きに すぇおあっ ゅけすけゃに いぇくうきぇすぬしは っゅけ こさけぉかっ-
きぇきう. 

‶っくしうけくっさに ′╀‶ こけこさけしうかう けさゅぇくういけゃぇすぬ ょかは 
くうた ゃ ぉぇくっ こさけそうかぇおすけさうは «]けかくっつくにえ» かぬゅけすくにえ 
ょっくぬ. ╁ けつっさっょくけえ さぇい こさけいゃせつぇか おさうお ょせてう さけょう-
すっかっえ, つぬう ょっすう いぇくうきぇのすしは ゃ しっおちうう こかぇゃぇくうは ゃ 
かぇしすぇた ╃ぃ]【: さっぉはすぇ ょけ しうた こけさ くっ うきっのす ょけしすせ-
こぇ ゃ ぉぇししっえく «′っこすせく». ╄とひ ういぉうさぇすっかう ゃにしおぇいぇかう 
こけあっかぇくうっ くぇえすう ょけこけかくうすっかぬくせの しすぇゃおせ ょかは すさっ-
くっさぇ こけ ょいのょけ: あっかぇのとうた いぇくうきぇすぬしは ねすうき ゃうょけき 
しこけさすぇ ゃ きうおさけさぇえけくっ きくけゅけ.

 ′ぇ ゃしすさっつっ ゃ ゅけさぉうぉかうけすっおっ ょっこせすぇすに ゃいはかう 
しっぉっ くぇ いぇきっすおせ ょゃっ あぇかけぉに: くぇ くっこさぇゃうかぬくにえ 
こっさっさぇしつひす しすけうきけしすう ╅╉-せしかせゅ う てせき, ういょぇゃぇっ-
きにえ ゃっくすけぉけさせょけゃぇくうっき きぇゅぇいうくぇ, くぇたけょはとっゅけしは 
ゃ あうかけき ょけきっ. 

– 〈け, つすけ こさうてかう くぇ ゃしすさっつせ すけかぬおけ ょゃぇ つっかけゃっ-
おぇ, きけあくけ さぇしちっくうゃぇすぬ う おぇお くういおせの ぇおすうゃくけしすぬ 
あうすっかっえ ]けゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ, う おぇお けすしせす-
しすゃうっ いょっしぬ «しうしすっきくにた» こさけぉかっき. 〈っき くっ きっくっっ, 
けぉとぇすぬしは  し ういぉうさぇすっかはきう ょっこせすぇすに ゅけすけゃに ゃしっゅ-
ょぇ, – ゅけゃけさうす こさっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀╂¨ ╄ゃゅっくうえ ╂け-
ゃけさせたぇ. 

′ぇ こさうひきっ ゃ ゅうきくぇいうう わ5 ╇さうくぇ ぅさひきっくおけ ゃに-
しかせてぇかぇ こさっすっくいうの きけかけょけえ しっきぬう くぇ くぇさせてっくうっ 
けつっさっょう ゃ ╃¨〉 う こけあっかぇくうっ ぇょきうくうしすさぇちうう ておけ-
かに ゃにゃっいすう しくっゅ ゃけおさせゅ いょぇくうは.

╁ ぉうぉかうけすっおっ しっきっえくけゅけ つすっくうは さぇいゅけゃけさ いぇてひか 
け ぉっいくぇょいけさくにた あうゃけすくにた, おけすけさにっ こさっょしすぇゃかはのす 
せゅさけいせ ょかは ゅけさけあぇく. ╅うすっかう ょけきぇ わ9 くぇ ╉さぇしくにた 
╂っさけっゃ こけこさけしうかう ぉかぇゅけせしすさけうすぬ うた ょゃけさ. ‶さけたけょうか 
こさうひき う ゃ しぇきけえ ╃せきっ. ╅うすっかう ょけきぇ わ1 くぇ 』おぇかけ-
ゃぇ しけけぉとうかう け くっうしこさぇゃくけえ おけかけくおっ. «╁けょけおぇくぇか» 
けこっさぇすうゃくけ けすさっぇゅうさけゃぇか くぇ しうゅくぇか, う ゃ すっつっくうっ 
つぇしぇ こさうゃひか おけかけくおせ ゃ くぇょかっあぇとっっ しけしすけはくうっ.  

╁けす ぉに すぇお, ゃ きゅくけゃっくうっ けおぇ, さってうかうしぬ ゃしっ ゅけ-
さけょしおうっ こさけぉかっきに! 〉ゃに, きくけゅうっ うい くうた すさっぉせのす くっ-
しおけかぬおうた かっす さぇぉけすに, しっさぬひいくにた うくゃっしすうちうえ. 〈ぇお, 
かけしうくけゃちに くぇ ゃしすさっつっ こけょくはかう ゃくけゃぬ ゃけこさけし け しくけしっ 
う けすしっかっくうう ゃっすたけゅけ あうかぬは, さっきけくすっ ょっえしすゃせのとっゅけ 
おかせぉぇ. ╉けくっつくけ, すぇおうっ こさけっおすに くっ さっぇかういけゃぇすぬ ぉっい 
ぉけかぬてうた そうくぇくしけゃにた ゃかけあっくうえ, こけすはくっす かう うた ゅけ-
さけょしおけえ ぉのょあっす? ′け くぇ すけ う ょっこせすぇすに, つすけぉに うしおぇすぬ 
う くぇたけょうすぬ こせすう ゃにたけょぇ うい すさせょくにた しうすせぇちうえ. ╉さけきっ 
すけゅけ, あうすっかう こけしひかおぇ けぉっしこけおけっくに しすさけうすっかぬしすゃけき 
ゃ しすけさけくせ ╆っかひくけゅけ ╃けかぇ くけゃけゅけ こけかうゅけくぇ すゃひさょにた 
ぉにすけゃにた けすたけょけゃ. ╇き こけょさけぉくけ けぉなはしくうかう, おぇお いぇおけく 
いぇとうすうす ねおけかけゅうの う うくすっさっしに あうすっかっえ. 

 ╁ ╋けくっすくにえ くぇ こさうひき ゃにしぇょうかしは ちっかにえ ょっしぇくす: 
おさけきっ ょっこせすぇすけゃ こさうしせすしすゃけゃぇかう こさっょしっょぇすっかぬ しけ-
ゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ こけしひかおぇ う こさっょしすぇゃうすっかぬ しつひすくけえ 
こぇかぇすに. ‶はすっさけ こけしっすうすっかっえ こけょくはかう くっしおけかぬおけ 
くぇしせとくにた すっき: こさっょけしすぇゃかっくうっ あうかぬは きけかけょにき 
しっきぬはき, せかうつくけっ けしゃっとっくうっ, ぉっしたけいくぇは おゃぇさすうさぇ 
ぉっい けおけく う ょゃっさっえ. 

– ╋に くっ しきけゅかう けたゃぇすうすぬ ゃしの こっさうそっさうの, – ょっ-
かうすしは ╄ゃゅっくうえ ]すぇくうしかぇゃけゃうつ. – ╁ しかっょせのとうえ さぇい 
けぉはいぇすっかぬくけ こけぉにゃぇっき ゃ ょさせゅうた こけしひかおぇた, すぇき 
すけあっ くぇおけこうかけしぬ きくけゅけ ゃけこさけしけゃ お ょっこせすぇすぇき. 

 ‶けょゅけすけゃうかぇ ╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
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¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
]ぇきぇ ¨かぬゅぇ ╁うおすけさけゃくぇ, けぉくうきぇは 20 

しつぇしすかうゃつうおけゃ, っかっ しょっさあうゃぇっす しかひ-
いに けす ゃけかくっくうは う さぇょけしすう:  おけゅょぇ っとひ 
くぇてう ゃょけゃに, ょっすう-しうさけすに, うくゃぇかうょに こけ 
けぉとっきせ いぇぉけかっゃぇくうの, せつぇしすくうおう ぉけっゃにた 
ょっえしすゃうえ こけかせつうかう ぉに すぇおけっ こさうかうつくけっ 
あうかぬひ! ]こけくしうさけゃぇかう しすさけうすっかぬしすゃけ 
ょけきぇ そっょっさぇかぬくにえ う けぉかぇしすくけえ ぉのょあっ-
すに, きせくうちうこぇかうすっす ゃにょっかうか いっきっかぬくにえ 
せつぇしすけお, こけきけゅ し しっすはきう, すったせしかけゃうはきう 
う, おけくっつくけ, こさっょしすぇゃうか しこうしおう. ╁ くうた 
こけこぇかう ぃさうえ 【うさにおぇかけゃ う ╁はつっしかぇゃ 
╋っくぬとうおけゃ: ゃにさけしてうっ ぉっい さけょうすっかっえ 
こぇさくう すっこっさぬ しぇきけしすけはすっかぬくけ くぇつうくぇのす 
ゃいさけしかせの あういくぬ ゃ たけさけてうた おゃぇさすうさぇた. 
′ぇきっおぇっき, きけか, しくぇつぇかぇ くけゃけしっかぬっ, ぇ 
こけすけき う しゃぇょぬぉに. ]きっのすしは: «〉 くぇし っとひ 
う ょっゃせてっお-すけ くっす!»

╁こさけつっき, くっす せ くうた う きっぉっかう し こけしせ-
ょけえ, VIP-こっさしけくに, こさうったぇゃてうっ くぇ ゃさせ-
つっくうっ おかのつっえ, くぇつうくぇのす しさぇいせ けぉょせ-
きにゃぇすぬ しうすせぇちうの: きけあっす, ぇおちうの おぇおせの 

けさゅぇくういせっき ょかは 
ねすうた さっぉはす? ╋に 
ょさせあくけ こけょたゃぇすに-
ゃぇっき うょっの: くぇてう 
つうすぇすっかう くっ けしすぇ-
くせすしは ゃ しすけさけくっ, 
ねすけ すけつくけ!

‶さけっおす すさひた-
ねすぇあくけゅけ ょけきぇ, ゃ 
おけすけさけき すけかぬおけ 
けょくけ- う ょゃせたおけき-
くぇすくにっ おゃぇさすうさに 
さぇいくけゅけ きっすさぇあぇ, 
こさうゃかっおぇすっかっく: 
ゃくういせ っしすぬ こさけ-
しすけさくけっ きっしすけ ょかは 
おけかはしけお, お こけょなっいょくけえ ょゃっさう けぉけさせょけゃぇ-
くに こぇくょせしに, けぉとぇは こかけとぇょおぇ くぇ ねすぇあぇた 
こさけしすけさくぇは, ゃたけょくにっ おゃぇさすうさくにっ ょゃっさう 
– けょうくぇおけゃにっ, あっかっいくにっ. ╁ おゃぇさすうさぇた くっ 
ゃぇくくにっ, ぇ くぇしすけはとうっ ゃぇくくにっ おけきくぇすに.          

 «┿そゅぇくっち» [ぇはく ]ぇゃぇょうっゃうつ ┿たきぇょう-
っゃ こっさゃにき ょっかけき 
ういきっさはっす てぇゅぇきう 
おせたくの: けゅけ, すさう し 
こけかけゃうくけえ きっすさぇ 
くぇ すさう! ╃ぇ う ゃしっ 
60 «おゃぇょさぇすけゃ» 
さぇょせのす – ねすけ すっぉっ  
くっ けぉとっあうすしおぇは 
すっしくけすぇ ょかは ょゃせた 
ゃいさけしかにた う ょゃけうた 
ょっすっえ. ╃ぇ っとひ ょゃっ 
かけょあうう: いょけさけゃけ!

[ぇはくぇ こけいょさぇゃかは-
っす ゅかぇゃゃさぇつ 『╂╀ ′う-
おけかぇえ ╂っさきぇゅっくけゃうつ 
』っすゃっさうおけゃ: ょけおすけさ 
う ょっこせすぇす ╃せきに 
╀╂¨ こさうったぇか こけしきけ-
すさっすぬ, おぇお けぉせしすさぇう-

ゃぇのすしは っゅけ こぇちうっくすに. ╁ こさうくちうこっ くさぇゃうすしは 
ゃしひ, くけ けすきっつぇっす けすくけしうすっかぬくけ ゃにしけおうえ こけ-
さけゅ くぇ ゃたけょっ ゃ こけょなっいょ, けすしせすしすゃうっ さっいうくけ-
ゃにた おけゃさうおけゃ: くぇ こかうすおっ きけあくけ う こけしおけかぬい-
くせすぬしは. ]ゃけう いぇきっつぇくうは くぇきっさっく こっさっょぇすぬ 
ゅっくこけょさはょつうおせ – ¨¨¨ «╂ぇさぇくすしすさけえ», すっき 
ぉけかっっ つすけ ゃ 【うかけゃおっ ぉせょせす ゃけいゃっょっくに っとひ 
ょゃぇ «しけちうぇかぬくにた» ょけきぇ. 

– ╁ しこうしおっ くぇ こけかせつっくうっ おゃぇさすうさ けしすぇ-
のすしは ぉけかっっ 80 こさっすっくょっくすけゃ うい つうしかぇ 
せつぇしすくうおけゃ ╁¨╁, ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ, ゃょけゃ, 
ょっすっえ-しうさけす, うくゃぇかうょけゃ こけ けぉとっきせ いぇぉけ-
かっゃぇくうの, – おけききっくすうさせっす ¨かぬゅぇ ╁うおすけ-
さけゃくぇ 【っかせたうくぇ. – ′ぇょっっきしは, せ くぇし ぉせょっす 
っとひ こけゃけょ こけさぇょけゃぇすぬしは いぇ いっきかはおけゃ. 

╉ぇお けすきっすうか ╇かのし ┿おぉっさけゃ,  させおけゃけょう-
すっかぬ ゅけさけょしおけえ けさゅぇくういぇちうう ゃっすっさぇくけゃ ┿そ-
ゅぇくうしすぇくぇ う 』っつくう, くけゃけしっかぬっ っゅけ ぉけっゃにた 
すけゃぇさうとっえ こさうこけいょくうかけしぬ: ょっすう ゃにさけしかう, 
ぉけかぬてぇは つぇしすぬ あういくう こさけあうすぇ, くけ かせつてっ 
こけかせつうすぬ ぉっしこかぇすくにっ おゃぇさすうさに こけいょくけ, 
つっき くうおけゅょぇ. ╇ ねすけ こさうはすくけ, つすけ ゅけしせょぇさ-
しすゃけ くっ いぇぉにゃぇっす しゃけうた ゅさぇあょぇく.   

– ╅うゃうすっ ゃ くけゃけき ょけきっ ょけかゅけ う しつぇしす-
かうゃけ! – くぇこせすしすゃけゃぇかう くけゃけしひかけゃ きくけゅけ-
つうしかっくくにっ ゅけしすう.

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╆┿╊╇╁
╁ すっつっくうっ くっしおけかぬおうた ょくっえ きっくは すけこうす おゃぇさすうさぇ しゃっさたせ. ‶さけ-

あうゃぇのす すぇき くっ しぇきう たけいはっゃぇ, ぇ うた おゃぇさすうさぇくすに. ╃ゃっさぬ くっ けす-
おさにゃぇのす. ╉ぇお ぉにすぬ ゃ ねすけえ しうすせぇちうう う おけきせ こさっょなはゃかはすぬ きぇすっ-
さうぇかぬくにえ せとっさぉ?

╆ゃけくけお あうすっかぬくうちに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ
¨すゃっつぇっす しこっちうぇかうしす のさうょうつっしおけゅけ けすょっかぇ ぇょきうくうしすさぇちうう 

╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ′ぇすぇかぬは ┿くぇすけかぬっゃくぇ ╂[┿-
╃¨╀¨╄╁┿:

–  ╁ ねすけえ しうすせぇちうう くっけぉたけょうきけ けぉさぇすうすぬしは ゃ こうしぬきっくくけえ 
そけさきっ お せつぇしすおけゃけきせ, すぇお おぇお しせとっしすゃせっす せゅさけいぇ こけさつう ゃぇてっゅけ 
うきせとっしすゃぇ. ¨ょくけゃさっきっくくけ しかっょせっす ゃにいゃぇすぬ きぇしすっさぇ あうかうとくけ-
ねおしこかせぇすぇちうけくくけゅけ せつぇしすおぇ, おけすけさにえ ゃ ぇおすっ いぇそうおしうさせっす そぇおす 
こけすけこぇ う すけ, つすけ ゃ くひき ょっえしすゃうすっかぬくけ ゃうくけゃくぇ ゃっさたくはは おゃぇさすう-
さぇ (うかう せしすぇくけゃうす, つすけ こさうつうくぇ おぇおぇは-すけ うくぇは), けこうてっす うきせとっ-
しすゃけ, おけすけさけきせ ぉにか こさうつうくひく せとっさぉ.

╄しかう こけいあっ ゃに さってうすっ ゃいにしおぇすぬ し ゃうくけゃくけえ しすけさけくに せぉにすおう, 
しせょっぉくにえ うしお くせあくけ こけょぇゃぇすぬ お しけぉしすゃっくくうおせ おゃぇさすうさに, ゃしの 
けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしひす けく. ╄しすっしすゃっくくけ, こさうょひすしは ゃけしこけかぬいけ-
ゃぇすぬしは こかぇすくにきう せしかせゅぇきう しこっちうぇかぬくけえ けさゅぇくういぇちうう, おけすけさぇは 
こさけゃっょひす くっいぇゃうしうきせの ねおしこっさすういせ う けこさっょっかうす さぇいきっさ くぇくっ-
しひくくけゅけ せとっさぉぇ ゃ ょっくっあくけき ゃにさぇあっくうう.

‶けょゅけすけゃうかぇ ╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

10 そっゃさぇかは  ゃ ╉うくけおかせぉっ (〈っぇすさぇかぬくぇは, 7) 
しきけすさうき おぇさすうくせ «[せししおうっ うょせす» (2007 ゅけょ).

〉ゃかっおぇすっかぬくにえ う こけいくぇゃぇすっかぬくにえ さっこけさすぇあ 
け こせすってっしすゃうう させししおうた きけかけょにた さっぉはす つっさっい ゃしの ┿きっさうおせ, 

しょっかぇくくにえ せつぇしすくうおぇきう こさけっおすぇ «Frontline» ゃ [けししうう. 
′ぇつぇかけ こけおぇいぇ ゃ 19.00, ゃたけょ しゃけぉけょくにえ.

‶けょ ねゅうょけえ ╋〉╉ «╂╉╃『 – 5 かっす» 

ぉけかぬてぇは おけくちっさすくぇは てけせ-こさけゅさぇききぇ 
«╇]〈¨[╇╇ ╊ぃ╀╁╇».

╁こっさゃにっ ういゃっしすくにっ ぇさすうしすに ╀っさひいけゃしおけゅけ しけぉっさせすしは 
くぇ けょくけえ しちっくっ ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» う こけょっかはすしは しゃけうきう 

うしすけさうはきう け かのぉゃう. ╋くけゅけ こっしっく, けぉうかうっ すぇくちっゃ. 
╇ おけくっつくけ あっ ょうぇかけゅう ゃっょせとうた け かのぉゃう, 

おぇお ゅけゃけさうすしは – う ゃ てせすおせ う ゃしっさぬひい.
[っあうししひさ こさけゅさぇききに ‶ぇゃっか ╀ぇさぇくつうお せゃっさっく, 

つすけ ねすけす おけくちっさす ぉっさっいけゃつぇくぇき いぇこけきくうすしは くぇょけかゅけ, 
ゃっょぬ しさっょう っゅけ せつぇしすくうおけゃ:

╂させここぇ «′けく-しすけこ», ぅくぇ ╂せさおけ, ╁╇┿ «[っこけさすぇあ», 
〈ぇくっち-こさけっおす «╋ぇおし ]すさうき», 【けせ-ぉぇかっす «╊っょう 》», 

╊のょきうかぇ ╋ぇおさけちおぇは う ょさせゅうっ いゃひいょに ぉっさひいけゃしおけえ しちっくに. 
┿ すぇおあっ こさうゅかぇてひくくにっ ぇさすうしすに うい ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ 
¨かっしは 〈さけうちおぇは う ╄ゃゅっくうえ ╁けしおさっしっくしおうえ. 
«╇しすけさうう かのぉゃう» きけあくけ せゃうょっすぬ う せしかにてぇすぬ 

11 そっゃさぇかは ゃ 19-00 ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお». 
╀うかっすに せあっ ゃ こさけょぇあっ!!!

【┿》╋┿〈｠
]｠′ ¨‶╄[╄╅┿╄〈 ¨〈『┿

╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁, そけすけ ぇゃすけさぇ
╁ きうくせゃてうっ ゃにたけょくにっ ゃ ]¨╉ 

«╊うょっさ» こさけょけかあうかしは そうくぇか  
こっさゃっくしすゃぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょ-
しおけゅけ けおさせゅぇ こけ てぇたきぇすぇき しさっょう 
きせあつうく. ╃っくぬ いぇ ょくひき ぉにかう こさけ-
ゃっょっくに ゃしすさっつう こはすけゅけ う てっしすけゅけ 
すせさけゃ. ╃け ねすけゅけ っょうくけかうつくにき かう-
ょっさけき し つっすにさぬきは こけぉっょぇきう はゃ-
かはかしは ╀. ╄かういぇさぬっゃ, ゃすけさけっ う すさっ-
すぬっ きっしすぇ ょっかうかう こけ-しっきっえくけきせ 
╉せょさはゃちっゃに – ゅかぇゃぇ しっきっえしすゃぇ 
╁ぇかっくすうく ′うおけかぇっゃうつ う っゅけ しにく 
╁ぇかっくすうく ╁ぇかっくすうくけゃうつ.

╁ しせぉぉけすせ かうょっさ こっさゃっくしすゃぇ 
くぇたけょうかしは くぇ きっしすっ しけさっゃくけ-
ゃぇくうえ ゃ おぇつっしすゃっ ぉけかっかぬとうおぇ, 
すぇお おぇお  っゅけ うゅさぇ ねすけゅけ すせさぇ こけ 
こさけしぬぉっ しけこっさくうおぇ ぉにかぇ こっさっ-
くっしっくぇ くぇ ぉけかっっ こけいょくうえ しさけお. ┿ 
しかっょせのとうっ いぇ かうょっさけき ╉せょさはゃ-
ちっゃに しにゅさぇかう こけ-さぇいくけきせ: しにく 

ゃにうゅさぇか こぇさすうの せ ╁. ╉ぇさゅぇこけかけ-
ゃぇ, ぇ けすっち せしすせこうか おぇくょうょぇすせ ゃ 
きぇしすっさぇ しこけさすぇ  ]. ╊せすけておうくせ. 
′ぇ しかっょせのとうえ  ょっくぬ かうょっさに 
しけさっゃくけゃぇくうえ ょけぉぇゃうかう ゃ しゃけえ 
ぇおすうゃ こけ こけぉっょっ: ╀. ╄かういぇさぬっゃ 
ゃいはか ゃっさた くぇょ ╁. ╃けかゅうた, ぇ ]. 
╊せすけておうく – くぇょ ╉せょさはゃちっゃにき-
きかぇょてうき, う こっさっょ ょゃせきは いぇおかの-
つうすっかぬくにきう すせさぇきう けくう  うきっのす 
こけ こはすぬ けつおけゃ, くけ せ こっさゃけゅけ 
けょくぇ うゅさぇ こさけこせとっくぇ. ╋けあくけ 
しつうすぇすぬ, つすけ ゅかぇゃくぇは うくすさうゅぇ 
こっさゃっくしすゃぇ っとひ ゃこっさっょう. ╁っょぬ 
くぇょっあょに くぇ  こぬっょっしすぇか こけつひすぇ 
くっ すっさはのす  くっ すけかぬおけ かうょっさに, 
くけ う くぇぉさぇゃてうっ こけ つっすにさっ けつおぇ 
╉せょさはゃちっゃ-きかぇょてうえ う ╁. ╉せすの-
たうく. ′け ゃしひ あっ ぉかうあっ ょさせゅうた お 
つっきこうけくしおけきせ すうすせかせ くぇたけょはすしは 
╀. ╄かういぇさぬっゃ う ]. ╊せすけておうく.

′ぇ こっさっょくっき こかぇくっ ╉せょさはゃちっゃ-きかぇょてうえ う ╁. ╉ぇさゅぇこけかけゃ (しこさぇ-
ゃぇ), くぇ いぇょくっき こかぇくっ ╉せょさはゃちっゃ-しすぇさてうえ (しかっゃぇ) う ]. ╊せすけておうく

╉[╇╋╇′┿╊
╋╄【╉╇ ′╄ ‶[╇╂¨╃╇╊╇]を

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
4 そっゃさぇかは ゃ 2.15 くけつう くぇ 

こせかぬす けたさぇくに 』¨‶ «]ぇすっかかうす» 
こけしすせこうか しうゅくぇか すさっゃけゅう うい 
すけさゅけゃけゅけ こぇゃうかぬけくぇ ゃ ′けゃけ-
ぉっさひいけゃしおけき こけしひかおっ. ╂させここぇ 
ぉにしすさけゅけ さっぇゅうさけゃぇくうは ゃ しけ-
しすぇゃっ ╉けくしすぇくすうくぇ 』うおぇくつう う 
╃きうすさうは ╀せえくけゃぇ こさうきつぇかぇしぬ お 
けぉなっおすせ せあっ つっさっい こけかすけさに きう-
くせすに. 』っすゃっさけ ゅさぇぉうすっかっえ ゃに-
かけきぇかう さってひすおせ, けおくけ, こさうゅけすけ-

ゃうかう きっておう ょかは ゃにくけしぇ すけゃぇさぇ, 
くけ, せゃうょっゃ すさっゃけあくせの ゅさせここせ, 
こけこにすぇかうしぬ しぉっあぇすぬ. ¨ょくけゅけ 
けたさぇくくうおう いぇょっさあぇかう くぇ きっしすっ, 
すさひた けしすぇかぬくにた ゃにかけゃうかう つせすぬ 
こけいあっ しけゃきっしすくけ し さぇぉけすくうおぇ-
きう きうかうちうう. ぁすけ せあっ しっょぬきけっ 
いぇょっさあぇくうっ しぇすっかかうすけゃちぇきう 
たせかうゅぇくけゃ う こさっしすせこくうおけゃ, こけ-
おせてぇゃてうたしは くぇ けたさぇくはっきけっ うきう 
うきせとっしすゃけ, いぇ きっしはち.

╃させいぬは ぉせょせす あうすぬ こけ-しけしっょしすゃせ

┿ ゃ おせたくっ – たけすぬ こかはてう



]╃┿╋
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• つぇしすぬ けそうしぇ, っしすぬ きっぉっかぬ, けたさぇくぇ, 
すっかっそけく, うくすっさくっす. 8-912-24-59-989.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-902-87-
44-311, 8-908-91-03-795.
• おけきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき. 〈っか. 
8-902-87-44-311, 8-908-91-03-795.
╉〉‶╊ぃ

• おけきくぇすせ. 〈っか. 8-905-80-05-585.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 8-902-
87-44-311, 8-963-04-10-718.
• 1-おけきく. おゃ., 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. 
せつ-お. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• 2-おけきく. おゃ. せ/こ, くぇ ′╀‶, ぉにしすさにえ 
さぇしつっす. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき うかう いっきっかぬくにえ せつ-お. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• ょけき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇく-
すに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きおさく, 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-38-34-454.

╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2, 
+ おけきく. くぇ 2-おけきく. おゃ., せ/こ, (′╀‶). 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• 1-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 30, 
5/5, 33/18/7, くぇ 2-おけきく. おゃ. うかう 
こさけょぇき. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• ょけき, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, くぇ おゃ-させ + ょけ-
こかぇすぇ. 〈っか. 8-963-04-10-718. 
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6ぇ, きぇかけしっきっえおぇ, 
17, 4 き2, 3/4, おうさこ., つ/こ, ゃ おけき-すっ 
ょせて, ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 『. 740 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-
さけかっゃぇ, 8, 11 き2, 5/5. 『. 680 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╂っさけっゃ 
〈させょぇ, 20, せ/こ, 16,7 き2, 5/5, おうさこうつ.,  
かけょあうは 6 き2. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-
さけかっゃぇ, 8, 17 き2, 5/5, ぉぇかおけく. 『. 870 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15, き/し, 10 き2, 
2/2, つ/こ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 17, こ/き, 17,5 き2, 
2/2, おうさこうつ., つ/こ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
30/17/6, 1/2, ゅぇい, "たさせと.".
『. 600 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, しこっち. 
こさけっおす, 35,4/18/10, 4/6, おうさこ., 
かけょあうは 6 き, つ/こ, けすか. けすょっかおぇ. 『. 
1990 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.

• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 30, 5/5, せ/こ, 
33/18/7, おうさこうつ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1500 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 31,5/18/6, 
"ぉさっあ.", 5/5, おうさこうつ. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, おうさこ., 
46/28/6, おけきくぇすに ういけかうさ., おぇこ. さっ-
きけくす ょけきぇ, つ/こ. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 4/5, こぇくっかぬ, 
44/30/6, しすっおかけこぇおっす, ておぇそ-おせこっ. 『. 
1850 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• せか. ╉けしにた, 5, 32/18/5, 2/5, こぇくっかぬ, 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3ぇ, 2/4. 『. 1650 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
4/6, 93 き2 + かけょあうは 13 き2. 『. 3700 
す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• きぇくしぇさょぇ, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 
6, し/こ, 78 き2, つ/こ. 『. 1967 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
╄おぇすっさうくぉせさゅ, 2-おけきく. おゃ.
• せか. ╀けかぬてぇおけゃぇ, 22, おけさこ. 4, 3/12, 
48/28/7, こぇくっかぬ, かけょあうは 6 き2. 『. 
2700 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╁けしすけつくぇは, 34, "ぉさっあ.", 48/30/6, 
2/5, おうさこうつ, ぉぇかおけく. 『. 2500 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
し/こ, S – 118 き2, 4/6, おうさこうつ, 2 かけょ-
あうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 7, "ぉさっあ.", 
54/38/6, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 1900 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722. 
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 6, 57/40/7, 2/2, 
ぉさせし, つ/こ. 『. 1350 す.さ. [ぇししきけすさの 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-
454.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
しこっちこさけっおす, 118 き2, 2/6, おうさこうつ, 2 
かけょあうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 7, せ/こ, 64/40/8,5, 
4/5, こぇくっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 
2650 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
╃けきぇ

• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ぉさっゃっく., ぉかぇゅ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, くけゃ. ぉぇくは, ょっすしお. こかけ-
とぇょおぇ, くぇゃっし くぇ ょゃっ きぇてうくに, 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 3000 す.さ. 〈っか. 8-912-66-
48-020.
• せか. 8 ╋ぇさすぇ, ぉさっゃ., 36 き2, 8,5 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは こけ 
せかうちっ. 『. 1950 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉさっゃっくつ., 51 き2, 2 おけきくぇすに + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 9 しけす. ゃ しけぉしす. 
『. 2400 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.  
• せか. 9 はくゃぇさは, 48 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 3950 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.   
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 15 しけす., 
ゃ しけぉしす. ょけき 26 き2, しおゃぇあうくぇ, ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, ぉぇくは, くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 1350 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, ぉさっゃっくつぇすにえ, けぉ-
くっしっく おうさこうつ., 43 き2, 2 おけきく. + おせた-
くは, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは しかうゃ., ゅぇさぇあ, 72 
き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., きけあくけ こけょ ぇゃ-
すけしっさゃうし. 『. 2500 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけ-
ゃぇ, ぉさっゃっく., 30 き2 + かっすくうえ ょけきうお 
くぇ せつ-おっ し こっつおけえ (12 き2), ぉぇくは, 
11 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 2200 す.さ. 〈っか. 

]′╇╋〉
• おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ
• しさけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
さぇしつっす くぇかうつくにきう.
‶[¨╃┿╋
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか), 
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 65 き2. 『. 1800 す.さ. 
╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 20,4 き2, 1/2, 
こぇくっかぬ. 『. 800 す.さ.
• せか. ╋うさぇ, 1, 3/5, おうさこうつ, S – 12,3 き2. 
『. 640 す.さ.

• ゅ. ╁. ‶にてきぇ, こけし. ╉さぇしくにえ, ょっさっ-
ゃはくくにえ, 25,8 き2, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい さは-
ょけき, せつ. 13 しけす. 『. 1610 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 『ゃっすけつ-
くぇは, 2-ねすぇあくにえ, 3 おけきくぇすに, 92 き2, 
ぉさせし, せすっこかうすっかぬ, しぇえょうくゅ, 2007 ゅ.こ., 
せつ-お 9,8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 4100 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╉かせぉくぇは, ょけき 
ぉさっゃっくつぇすにえ + て/いぇかうゃくけえ ょけき, 
50,4/32,9/6, ょゃっ おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
し/せ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, せつぇしすけお 12 しけす. 
『. 2100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 2-ねすぇあくにえ 
ょけき ぉっい ゃくせすさっくくっえ けすょっかおう, 9*10, 
おけききせくうおぇちうう さはょけき, せつ-お 15 しけす. 
『. 4560 す.さ.
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
51,5/39/11, ゅぇい, ゃけょぇ, すっこかうちぇ, ゅぇ-
さぇあ くぇ ょゃっ きぇてうくに, せつぇしすけお 7 しけすけお 
さぇいさぇぉけすぇく. 『. 2900 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
42 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ, 6,69 しけす. 
いっきかう. 『. 1600 す.さ.
• せか. ╋けかけょひあくぇは, ょっさっゃはくくにえ, 
50,4/38 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6,85 しけす. 
いっきかう. 『. 2060 す.さ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
52,9/38,2/8,7 き2, 3 おけきくぇすに, いっき. 
せつぇしすけお 6,28 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは. 
『. 2450 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 
2000 ゅ. こけしすさけえおう, 72,5 き2 + きぇく-
しぇさょぇ, こっつ. けすけこかっくうっ, こっさしこっおすうゃぇ 
こけょおかのつっくうは ゅぇいぇ, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう, 11,17 しけす., 
さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけょけひきぇ 600 き. 『. 
2100 す.さ. 
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, ぉさっゃっくつぇすにえ, 57 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, 12 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2700 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ ょけき + 
ぉかけお, 60 き2, 4 おけきくぇすに, おせたくは, し/せ ゃ 
ょけきっ, ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, ゅぇいけゃけっ けすけ-
こかっくうっ, ゅけさはつぇは ゃけょぇ, せつぇしすけお 6 しけ-
すけお. 『. 3500 す.さ.
′っょけしすさけえ
• せか. ╉ぇかうくうくぇ, おけすすっょあ, S – 160 き2, 
2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, こっくけぉかけお こけょ 
おさにてっえ, いっきっかぬくにえ せつぇしすけお 7,9 しけす-
おう + ょっさっゃはくくにえ あうかけえ ょけき 30,5 
き2, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき (すった. せし-
かけゃうは こけかせつっくに), ぉぇくは. 『. 2400 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, S – 200 き2, 2 ねすぇ-
あぇ + ちけおけかぬ, おうさこうつ, ゃけょぇ, ゅぇい, 10 
しけす., ゃけいきけあくぇ うこけすっおぇ. 『. 7000 す.さ. 
〈けさゅ.
〉つぇしすおう
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 950 す.さ.
• ]‶¨ わ 126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• さ-く ╃¨]┿┿《, お/し,  わ6, 5,5 しけす., しぇょけ-
ゃにえ ょけきうお 6 き2, ょゃっ すっこかうちに. 『. 480 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ  わ8, いっき. 
せつ-お 2,4 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ, ょけき. 『. 330 す.さ.
• さぇえけく ╃¨]┿┿《, おけか. しぇょ  わ6, いっき. せつ. 
487 き2 ゃ しけぉしすゃ., しぇょけゃにえ ょけき うい ぉかけおけゃ 
22,9 き2, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 430 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, おけか. しぇょ  わ38, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけひき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 850 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, ]‶¨ "《ぇ-
いっくょぇ" わ126, 744 き2, かっすくうえ ょけき 
う ぉぇくは うい ぉさせしぇ こけょ おさにてっえ, くっょけ-
しすさけえ, つ/こ. 『. 650 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけか. しぇょ, し/す "╋っ-
ょうお-2", せつ. 4 しけす., ょけき 30 き2, し きぇくしぇさ-
ょけえ, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 『. 700 す.さ.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

せか. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか. 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか. 3-19-26, 3-25-13

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
]╄[╁╇]»

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ. 『. 700 す.さ.
• 2 おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ けす-
ょっか., 11ぇ, 3/3, こぇくっかぬ, おけきくぇすに: 7,3 
き2, 12,2 き2. 『. 840 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 4/10, きおさく 
[ぇょせあくにえ, きけくけかうす., 35,9/16/10, し/せ 
しけゃきっとっく., こ/かけょあうは. 『. 1800 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, 2/5, おうさこうつ., 
32,2/18/7, し/せ しけゃきっと., ぉ/ぉ. 『. 
1400 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 19, 2/5, こぇ-
くっかぬ, 32,6/20/5,5, し/せ しけゃきっと., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, すっかっそけく. 『. 
1480 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ′けゃゅけさけょちっ-
ゃけえ, 21, 14/16, こぇくっかぬ, 34,6/20/8, 
し/せ しけゃきっと., たけさ. さっきけくす. 『. 2450 
す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 14, 2/5, おうさこうつ, 
48,3/28/8,5, せ/こ, おけきくぇすに ういけかうさけ-
ゃぇくくにっ, し/せ しけゃきっと., かけょあうは いぇしすっ-
おかっくぇ, すっかっそけく. 『. 2150 す.さ.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 13, 1/3, おうさこうつ, 
40,9/28,5/6,1, し/せ しけゃきっと., ぉ/ぉ. 『. 
1600 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 4/5, こぇ-
くっかぬ, 53,5/29,3/8,8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
こ/かけょあうは. 『. 2150 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 1/10, きけくけ-
かうす, きおさく [ぇょせあくにえ, 58,5/40/11, し/せ 
しけゃきっと., おけきくぇすに ういけかうさ., かけょあうは. 
『. 2470 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 3/3, こぇ-
くっかぬ, 77,9/40,9/10, し/せ しけゃきっと., 8 き2, 
ぉ/ぉ, ょっさっゃ. しすっおかけこぇおっすに, さっきけくす, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ うい 3-おけきくぇすくけえ おゃ-
さに せいぇおけくっくぇ. 『. 2300 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 2/9, こぇくっかぬ, 
42,4/23,6/8,1, おけきくぇすに ういけかうさけゃぇく-
くにっ, し/せ しけゃきっとっく., かけょあうは. 『. 1900 
す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 
111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7ぇ, 3/6, おうさ-
こうつ, 58,1/36,1/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
おけきく. ういけかうさ., かけょあうは. 『. 2500 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 5/9, こぇくっかぬ, 
62,9/42/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 5, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 51,5/37,7/6,3, し/せ さぇいょっかぬくにえ. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
『. 3600 す.さ.
• せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 1/3, おうさこうつ, 
77,5/46/10, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., 
すっかっそけく, ゃにしけすぇ こけすけかおけゃ 3,20 き. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 8/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63,6/41/8, し/せ さぇいょ., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2480 す.さ.
╃けきぇ
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 
55ぇ, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 3100 す.さ.
• せか. ‶. ╋けさけいけゃぇ, ょっさっゃ., 45 き2, 3 
おけきくぇすに, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは, ゃけょぇ, 
し/せ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, せつ-お 6 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2450 す.さ.
• こけし. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, あう-
かけえ ょっさっゃ. ょけき, 34,3 き2, しおゃぇあうくぇ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, こっつくけっ けすけこかっくうっ, ょゃっ 
おけきくぇすに, おせたくは. ╆っき. せつ. 13 しけす. 『. 
1800 す.さ.
• せか. ╂けさくはおけゃ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 55 
き2, 4 おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, せつ. 9 しけす. 『. 3100 す.さ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.
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]さけつくけ おせこかの
1-おけきく. おゃぇさすうさせ.

〈っか. 8-908-91-03-795

′っょゃうあうきけしすぬ くぇ 
╉うこさっ けす 

いぇしすさけえとうおぇ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] う 
ょぇつくけっ しすさけうす-ゃけ

 けす 400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.

8-908-91-03-795.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉかぇゅけせしす., ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., けぉきっく. 『. 3100 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• くけゃにえ, 2006 ゅ., せか. ╉. 『っすおうく, 
1-ねすぇあ., こっくけぉかけお, こかぇしす. けおくぇ, 
くけゃぇは ぉぇくは, けゃけと. はきぇ, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., 2 こけょなっいょぇ お ょけきせ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
′っょけしすさけえ
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 60% ゅけすけゃくけしすう, 
こけょ おさにてっえ こっくけぉかけお, 2-ねすぇあくにえ, 16 
しけす. ゃ しけぉ., ゃけょぇ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかういぇ-
ちうは. 『. 3300 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• おけすすっょあ (くっょけしすさけえ, ぉかけつくにえ), 
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
105 き2, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 
『. 2900 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
╉けすすっょあう
• せか. ]ゃけぉけょに, 2003 ゅ.こ., 110 き2, 2 
ねすぇあぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ, ぉぇくは, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく. 『. 6000 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
〉つぇしすおう
• いっき. せつ-お  し ゃっすたうき ょけきけき, 24 しけす. 
ゃ しけぉしす., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• いっき. せつ-おう こけょ ╇╅] う ょぇつくけっ しすさけうす-
ゃけ けす 400 す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• いっき. せつ-お ゃ お/し, ╀っかけはさしおうえ さ-く, こ. ╁. 
╃せぉさけゃけ, 8 しけす. ゃ しけぉしす., かっし, ゃけょけっき. 
『. 230 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, いっしぇょ わ36, 3,5 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., ょけき 21 き2, さはょけき さっおぇ. 
『. 530 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• こ. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ34, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 『. 670 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• しぇょ ゃ お/し "′うゃぇ", 4,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-ゃけ. 『. 450 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき. 『. 300 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき. 『. 150 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ. 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす., 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ. 『. 800 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
╂ぇさぇあう
• いぇ ╃╉ "]けゃさっきっくくうお", 24 き2, ねか-ゃけ, 
けゃけと. はきぇ しせたぇは. 『. 140 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• おぇこ. ゅぇさぇあ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, せか. ]っさけ-
ゃぇ, けたさぇくぇ, ねか-ゃけ. 25 き2. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• さ-く ちっくすさぇ, せか. ╊っくうくぇ, いぇ き-くけき 
"】せおぇさぬ", 20,5 き2, ねか-ゃけ, けすけこか., けた-
さぇくぇ. 『. 200 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 39,2 き2. 『. 1400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 120,2 き2, けすょっかぬくにえ 
ゃたけょ. 〈っか. 8-912-24-59-989.

′けゃにえ けそうし, 37 き2, 2 おけきくぇすに. 
『. 1850 す.さ.

〈っか. 8-912-24-59-989.

• 1-おけきく. おゃ., せ/こ, ′╀‶. 〈っか. 8-908-
90-30-722. ][¨』′¨.



╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• ょけき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉきっ-
くぇ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• しぇょ, いっき. せつぇしすおう うかう こさっょかけあせ ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 
おうさこうつ, 3/5, ょけき こけしかっ おぇこ. さっきけく-
すぇ, 31/18/6, くぇ いっき. せつ-お ゃ ちっくすさっ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ, きけあくけ し ょけきうおけき. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• ょゃっ おけきく., 18,5 う 13 き2, 4/5 くぇ 
2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
•  おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけと. けすょ., 19 
き2, くぇ いっき. せつ-お ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
•  2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22, 
せ/こ, 54 き2 う 2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃ-
くぇは, 4, 44/27/7 くぇ ょけき. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, ゃ ょっさっゃ. 
ょけきっ, 14 き2, おけさうょ. しうしすっきぇ. 『. 490 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12, 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき. 『. 
760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
14 き2. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-
029.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ╀ぇさょうくぇ, 1, 1/5, S – 11, 2 き2. 

╉せこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく
かのぉけえ しかけあくけしすう.

‶さうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ.

]╃┿╋ 
•  3-おけきく. おゃ., し きっぉっかぬの.
• 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 
たけさ. さっきけくす.
• こさけういゃけょしすゃっくくけっ こけきっとっくうっ, 
300 き2, さ-く 『っくすさぇ.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
• おけきくぇすに ゃ けぉとっあうすうう, せか. ╋うさぇ, 2, 
5/5, 21,8 き2, しきっあくにっ, ぉぇかおけく, しゃけは 
おせたくは, しゃけは おかぇょけゃおぇ. 『. 850 す.さ.
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 
6/9, 14 き2, たけさ. さっきけくす. 『. 850 す.さ. 
• おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃ-
しおぇは, 5, おうさこ., S – 14,4 き2, 3/3. 『. 
850 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 16, おうさこうつ, 
5/5, 30/17/6, こかぇしすうお. けおくぇ, 
こけきっくはくに ぉぇすぇさっう. 『. 1500 す.さ. 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 4, おうさこ., 3/4, 
42/27/6, こっさっこかぇくうさけゃおぇ せいぇおけくっ-
くぇ, たけさ. しけしす., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1700 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 2, 2/5, おうさこ., 43/30/6, 
しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 22, 2/5, せ/こ, S – 
49/29/8, こけかせかけょあうは, しすっおかけこぇおっ-
すに. 『. 2150 す.さ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 3, 41/26/6, 4/4, おけきく. 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 1650 す.さ. ╇かう きっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 9/9, 42/27/9, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ, ゃ けすか. しけしすけはくうう. 
『. 1900 す.さ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 5, 40/32/8, 1/2, 

ぉぇかおけく. 『. 1520 す.さ.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, せ/こ , 63/42/8, 1/9, 
かけょあ. いぇしす. 『. 2350 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 4/5, おうさこ., 
60/42/6,5. 『. 2060 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23ぇ, せ/こ, 2/3, おうさこうつ, 66 き2, ぉぇかおけく, 
しゃけは こぇさおけゃおぇ. 『. 2350 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 2/3, 

おうさこうつ, せ/こ, 2 ぉぇかおけくぇ, 83/52/10,5. 『. 

2100 す.さ. 〈けさゅ.

╃けきぇ
• こ. ╀っいさっつくにえ (6 おき けす ╊けしうくおう), 
ょっさっゃ., 44,3 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 
20 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, ╊っしたけい, せか. ╀っ-
さっいけゃしおぇは, 45 き2, ゅぇい ゃ ょけきっ, 2 
こっつおう (させししおぇは う ゅけかかぇくょおぇ), 
ゅぇさぇあ いぇかうゃくけえ 3た4 (しきけすさ. 
はきぇ), ぉぇくは 4た3, 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしす. 『. 1500 す.さ.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ
くっょゃうあうきけしすう,

ゃ すけき つうしかっ けぉくぇかうつうゃぇくうっ 
しっさすうそうおぇすけゃ, さぇぉけすぇ し 

きぇすっさうくしおうき おぇこうすぇかけき. 
╉けくしせかぬすぇちうう ぉっしこかぇすくけ. • せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 

き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ. 〈けさゅ. 
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
こさうしすさけえ (おうさこうつ), ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃぇくくぇは, 6 しけす. 『. 2000 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, ょっ-
さっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 13 しけす., せつ-お 
てうさけおうえ, せょけぉっく ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
せかうちぇ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくぇ. 『. 3000 す.さ.
• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1800 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすけお ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 18000 す.さ.
• せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇくせいかぇ, すっこかにっ 
こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, ゅぇさぇあ 
くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっおすさけしすぇく-
ちうは. 『. 12500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ3, ょけき てかぇ-
おけいぇかうゃくけえ, ぉっい ゃくせすさ. けすょっかおう, 40 
き2, 4 しけす. いっきかう. 『. 250 す.さ.
〉つぇしすおう
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 15 
しけす. いっきかう. 『. 600 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 8 しけす. いっきかう. 『. 750 す.さ.
• さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. 】けさしぇ, 6 
しけす. いっきかう. 『. 1500 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╆ぇさっつくぇは, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしす. 『. 900 す.さ.
• せか. ╆うきくはは, くっょけしすさけえ, S – 9た15 
き2, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 10,5 
しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ せかうちっ. 
『. 2900 す.さ. ╇かう きっくはの.

]さけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
ぉにしすさにえ さぇしつっす. 

〈っか. 8-902-26-24-408.

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ けぉきっく.
• 2-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ′╀‶.
• 3-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ちっくすさ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 5/5, 34/15/8. 『. 
1630 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, 60/42/6. 『. 
2300 す.さ.
• せか. ╉けしにた, 6,  1/5, 52/38/6. 『. 2100 す.さ.
• せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 64/43/6,5, し 
さっきけくすけき. 『. 2700 す.さ. ¨ぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2 
すっか. 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
 ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう, 

せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

╃けきぇ
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╊っくうくぇ, ょっさ., 59 
き2, 3 おけきく., おせたくは (ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこか.). 
[ぇししきけすさの けぉきっく くぇ 3-おけきく. おゃ. 
し くぇてっえ ょけこかぇすけえ うかう こさけょぇき いぇ 
2100 す.さ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, て./いぇか., 68 き2, 
3 おけきく., おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこか., 
ぉぇくは, せつ-お 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., さぇし-
しきけすさの けぉきっく. 『. 3100 す.さ.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ぉさせし, 80 き2, 3 おけき-
くぇすに, おせたくは, ぉぇくは,  せつ-お 13 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく. 『. 3600 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, こ./ぉか., けぉかうちけ-
ゃぇく おうさこうつけき, 140 き2, ぉぇくは, きぇしすっさ-
しおぇは.  〉つ-お 10 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 
『. 7 きかく. させぉ. 〈けさゅ. ¨ぉきっく.
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 175 き2, せつ-お 
8 しけす. ゃ しけぉ. 『. 5800 す.さ. 〈けさゅ. [ぇし-
しきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
•  せか. ╆っきかはくうつくぇは, おうさこうつ, 3 ねす., S – 
600 き2, せつ-お 15 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 
『. 16 きかく. させぉ. 〈けさゅ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさす., わ 31, 8,5 しけす., おうさこ. 
ょけき 30 き2, くけゃぇは ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 
ょゃっ すっこかうちに. ‶け せつぇしすおせ こさけすっおぇっす 
さ. ‶にてきぇ. 『. 1300 す.さ. [ぇししきけすさの 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. し くぇてっえ ょけ-
こかぇすけえ.
• こ. 【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., かっすくうえ ょけ-
きうお,  ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちぇ. [はょけき 
きっしすけ ょかは おせこぇくうは. 『. 800 す.さ. 〈けさゅ. 
¨ぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ おゃぇさすうさっ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 
3た6.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ.
′っょけしすさけえ
• せか. ‶っしけつくぇは, 240 き2, こっくけぉかけお/
おうさこうつ, せつ-お 9 しけす. 『. 4500 す.さ.

『. 780 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
ういけかうさ., 14 き2 う 20 き2. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 17 き2 う 13 き2, 
せか. ]すさけうすっかっえ, 5, 2/2. 『. 750 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさう-
くぇ, 15/4, 9/9, 22,5 き2. 『. 970 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくにえ こけ-
しっかけお, 27, おうさこうつ, 2/2, 29/17/6, ぉぇか-
おけく, しけしす. しさっょくっっ. 『. 1050 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 72/48/10, 3/5, 
しこっち. こさけっおす, ねさおっさ くぇ 3 けおくぇ, ぉぇか-
おけく 10 き. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, 2/2, 
おうさこうつ, 48/33/6, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, せ/こ, こ/
かけょあうは, 49/30/8,5. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ]ゃけぉけょに, 5, ょっさっゃ., 
ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, 1/2, 41/24/7, しけしすけ-
はくうっ たけさけてっっ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703. 
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, 40 
き2, ょっさっゃけ, せか. ‶けつすけゃぇは, 2, 2/2, こっつ. 
けすけこか. 『. 380 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, おうさこうつ, 
45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., しすっおかけ-
こぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, つ/こ. 『. 
2000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703. 
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╀せかぇくぇて, 75/48/11, こ/き, ょけき 
おぇきっくくにえ, 1/2. 『. 750 す.さ. 〈っか. 8-953-
00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, せか. 
‶けつすけゃぇは, 2, 51 き2, 1/2, ょっさっゃけ, こっつ. 
けすけこか. 『. 480 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╃けきぇ
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 2 ゃたけょぇ, 3 
おけきくぇすに, 2 おせたくう, 2 しぇくせいかぇ, せつ-お 
12 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, くぇょゃけさくにっ こけ-
しすさけえおう. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╋っぉっかぬとう-
おけゃ, ょっさっゃ., 3 おけきくぇすに + おせたくは, ぉ/せ, 
ぉぇくは, 6,7 しけすおう ゃ しけぉしすゃ. さぇいさぇぉけすぇ-
くに, こさうしすさけえ こけょ おさにてっえ う こ/ぉ ぉっい 
ゃくせすさ. けすょっかおう, 30 き2. 『. 3100 す.さ. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っしくぇは, ょっさっゃ., 
22 き2, 18,5 しけす. 『. 1250 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• ゅ. ╀けゅょぇくけゃうつ, せか. ╉さぇしくけぇさきっえ-
しおぇは, てかぇおけぉかけお, ぉかぇゅけせしすさ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, こけすけかおう 3 き, 12 しけす., 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 2 きかく.さ. [ぇししきけすさうき 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈けさゅ せきっしすっく. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 3 
おけきく. + おせたくは, ゃにしけおうっ こけすけかおう, ゅぇい, 
ゃけょぇ, せょけぉしすゃぇ ゃ ょけきっ, しかうゃ. 〉つぇしすけお 
6 しけす. 『. 2300 す.さ. 〈けさゅ, ゃけいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ょっさっゃ., 60 き2, 3 
おけき. + おせたくは, ゃけょぇ う ゅぇい ゃ ょけきっ, 20 
しけす. 『. 3150 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-
399, 8-912-64-98-029.
• 1/2 ょけきぇ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 1 お. + 
おせたくは, ょっさっゃ., くけゃにっ ぉぇくは う ゅぇさぇあ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 8 しけす. 
『. 1300 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 
16 しけす., 30 き2, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ. 『. 750 
す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. [せょくうつ-
くぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 ねすぇあ 
くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 15 しけす., 
7 ゃ しけぉしすゃ. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 4200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-

きっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
ょけき し きっくぬて. こかけとぇょぬの. 
『. 2550 す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 2-ねすぇあ., 
1 ねす. おうさこうつ 20 き2 + ゃっさぇくょぇ, 2 ねす. ょっ-
さっゃ. 20 き2, こっつく. けすけこか., 12 しけす., ぉぇくは, 
ゃしっ こけしすさけえおう くけゃにっ. 
『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╉けすすっょあう
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 93/62/9, おうさこうつ, 
4 おけきくぇすに う おせたくは, すっこかにえ こけょ-
ゃぇか こけょ ゃしっき ょけきけき し けすょ. ゃたけょけき, 
ぉけかぬてけえ ゅぇさぇあ, こさけしすけさくにえ ょゃけさ し 
ょゃせきは ゃけさけすぇきう, せつ-お 11 しけす., そせく-
ょぇきっくす こけょ ぉぇくの. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 140 き2, 2 ねすぇあぇ, 
ぉかけお けすょ. けゅくっせこけさく. おうさこ., こけかくけ-
しすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく う ゅけすけゃ お こさけあうゃぇ-
くうの, 13 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは, すっこかうちぇ. 
『. 6700 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 
2 ねすぇあぇ, ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 『けおけかぬ 
こけょ ゃしっき ょけきけき.
『. 6500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお, 2 ねすぇあぇ, 110 
き2, ぉかぇゅ., ぉぇくは, 6 しけす., ゃしっ ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそす. ょうい., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 
『. 6000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
]ぇょに
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ17, しぇょ. せつぇ-
しすけお, 2,5 しけすおう, さぇいさぇぉけすぇく, っしすぬ 
すっこかうちぇ う しぇさぇえ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• しぇょ "』っさっきてぇくおぇ", 12 しけすけお, ょけき 
ぉさせし. いうきくうえ, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく, 
くぇ せつぇしすおっ ぉぇししっえく う こぇさくうおう, さは-
ょけき かっし. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-912-64-
98-029.
• 44 おゃぇさすぇか, しぇょ こかけょけくけしはとうえ, 
5,7 しけすけお, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.  
• さ-く 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, おけか. しぇょ 
ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, 4,7 しけす. [ぇいさぇ-
ぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ. 『. 500 
す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, ょけき かっすくうえ, 
2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, ゃけょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-
おぇ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 "′うゃぇ", 
ょっさっゃ. 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, ゃけいきけあくけしすぬ こさけこうしおう, こっさ-
しこっおすうゃぇ ゅぇいぇ, 6 しけす., さはょけき かっし, 
ゃけょけっき. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ10, せ-お せゅけか 
〈せこうおけゃけえ, ょけきうお し こっつくにき けすけこかっ-
くうっき, いっきかは さぇいさぇぉけすぇくぇ. 『. 600 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
〉つぇしすおう
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
ぉかうあっ お かっしせ, 10 しけす., そせくょぇきっくす, 
しおゃぇあうくぇ. 『. 1100 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ  おゃぇさすうさせ ゃ こけし. ╋けくっすくにえ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつくぇは, 
10 しけす. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 8-902-26-24-
408.
• 44 おゃぇさすぇか, ねかうす. しぇょ. せつぇしすけお, あう-
ゃけこうしくけっ きっしすけ, 10 しけす. 『. 700 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうくくう-
おけゃ, 17,8 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ おけき-
きせくうおぇちうう. 『. 1700 す.さ. ╇かう けぉきっく 
くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-953-00-35-491.  
〈けさゅ.
• こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, こけし. ╊っしけいぇゃけょ-
しおけえ, せか. ╉させこしおけえ, 6 しけす., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 1100 す.さ.  〈っか. 8-922-13-
18-399.
╂ぇさぇあう
• せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈っか. 
8-902-26-24-408.
• ぉけおし いぇ すせぉょうしこぇくしっさけき, おぇこう-
すぇかぬくにえ, 29 き2, ねか-ゃけ. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-24-408.
• 2 ゅぇさぇあく. ぉけおしぇ, こけ 30 き2 おぇあょにえ, 
ゃにしけおうっ, けゃけとく. はきに, うい ぉっすけくぇ, 2 
ゃなっいょぇ, しゃっす. 『.: 180 す.さ. う 240 す.さ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.

¨ちっくおぇ くっょゃうあうきけしすう, 
ゅけすけゃくけしすぬ 1 ょっくぬ. 

〈っか. 8-912-26-70-758.

′¨╁¨]〈[¨╈╉╇
せか. ]こけさすうゃくぇは, 8
2-おけきく. おゃ., 55/28/10, おうさこ., 6/9, 
かけょあ. 『. 1980 す.さ.

3-おけきく. おゃ., 73/44/12, おうさこ., 9/9, 
かけょあ. 『. 2629 す.さ.

〉か. ]けかくっつくぇは, くけゃにえ うい 
ぉさせしぇ, 231 き2, ちけおけかぬくにえ 
ねすぇあ こっさっおさにす  こかうすぇ-
きう 100 き2, ゃにしけすぇ こけょゃぇ-
かぇ 3,5 き, ゅぇい, ゃけょぇ, けおくぇ 
こかぇしすうお+ょっさっゃけ, こけか いぇ-
かうゃくけえ, ね/ね-380╁, おさにてぇ 
きっすぇかかけこさけそうかぬ, 18 しけす. 
いっきかう, ぉぇくは. ╁しっ ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 4900 す.さ. ╁¨╆-
╋¨╅′┿ [┿]][¨』╉┿, ¨╀-
╋╄′. ][¨』′¨!
〈っか. 8-912-26-70-758.
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〉つ-お こけょ こさけき. けぉなっおす, 4,7 ゅぇ, 
こ. ╊っくうくしおうえ, ゃけいきけあっく こけょゃけょ 
あ/ょ こせすっえ. 8-912-26-70-758.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1 
すっか. 4-11-45, 3-48-95
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╃けきぇ
• こ. ╇いけこかうす, こっさ. ╉さにきしおうえ, 40 き2, 
2 おけきく. + おせたくは, ぉさっゃっく., こさうしすさけえ 
てかぇおけぉっすけく, こぇさ. けすけこかっくうっ, おけかけ-
ょっち ゃけ ょゃけさっ, 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 『. 
2150 す.さ. ╇かう さぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ くぇ おゃぇさすうさせ.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╀っさっゅけゃぇは, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉかけお + ぉさせし, 150 き2, しおゃぇあうくぇ, 
こぇさけゃけっ けすけこかっくうっ, ょせて. おぇぉ., すせ-
ぇかっす, 7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす., かにあくは 
さはょけき, しけしくに, つうしすにえ ゃけいょせた. 『. 4500 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ぉさっゃ., 4 おけきくぇすに, 
おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 6 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 
2400 す.さ.
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, ょっさっゃはく., ゅぇい ゃ 
ょけきっ, ゃけょぇ こけ せかうちっ, 10 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. ]ゃけぉけょに, 40 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, ぉぇくは, 10 しけ-
すけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ., てうさけおぇは せかうちぇ, 
こけ せかうちっ – ちっくすさぇか. おぇくぇか., せつぇしすけお 
おゃぇょさぇすくにえ, こっさっょ ょけきけき ぉけかぬてぇは 
こけかはくぇ. 『. 2300 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ 
1-, 2-おけきく. おゃ-させ.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ., 30 き2, 1 おけきく. 
+ おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇくぇか. さは-
ょけき, 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1700 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすう-
させ. [ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.
• こっさ. 8 ]っゃっさくにえ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, 
70/40/30, ゅぇい, ゃけょぇ, おうさこ. ょけき, ぉぇくは, 
10 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 3200 す.さ. ¨ぉきっく, 
さぇししきけすさの かのぉけえ ゃぇさうぇくす. 〈けさゅ.
• せか. 】けさしぇ, 70 き2, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて. 『. 2500 す.さ. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
57 き2, 3 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 9 しけす. いっきかう. 『. 2400 す.さ.
• せか. ‶うけくっさしおぇは, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 
こけょゃぇか, すせぇかっす, ゃぇくくぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, ぉけかぬてけえ ょゃけさ, てうさけおぇは せかうちぇ, 
7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃっく. 『. 2300 す.さ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, こっつくけっ 
けすけこかっくうっ, せつぇしすけお くぇ ゃけいゃにてっく-
くけしすう, ゃけいかっ さっおう. ぁか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 
さぇいさぇぉけすぇく, すっこかうちぇ, 4,5 しけす. いっきかう 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, 20 き2, せか. ┿くせつう-
くぇ, ねかっおすさ-ゃけ, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 270 
す.さ.
• ゅぇさぇあ ゃ さぇえけくっ すせぉょうしこぇくしっさぇ. 
『. 400 す.さ.
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せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, けそ. 28.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せ/こ, こ. ]けゃっすしおうえ.
╋╄′ぅぃ
• 3-おけきく. おゃ. くぇ 2-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ こけ せか. ╋うさぇ, 1, 3.
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと.".
• 1-, 2-おけきく. おゃ, ′╀‶ うかう こ. ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., "ぉさっあ.", ゃ たけさ. しけしす., ょけ 
5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. ╋うさぇ, 1, 17,5 き2, 3/5, おうさこ. 
『. 750 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, 34/15/8, 
1500 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 20, し/こ, 67/40/10, おけきく. 
ういけか., 2 ねすぇあ, し/せ しけゃきっと., っゃさけさっ-
きけくす, けたさぇくはっきにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 
『. 3050 す.さ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4ぇ, 1/5, 
せ/こ, おうさこ., 53/32/10, おけきくぇすに ういけ-
かうさ., くぇ さぇいくにっ しすけさけくに, っゃさけさっきけくす 
(くぇすはあくにっ こけすけかおう, かぇきうくぇす, ゃ しぇ-
くせいかっ おぇそっかぬ), けたさぇくぇ. 『. 2560 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]. ‶っさけゃしおけえ, 
115, 5/9, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ. 『. 
2500 す.さ.
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15ぇ, 4 ねすぇあ, 
60/40/6, おうさこうつ, ゃけいきけあっく けぉきっく 
くぇ 1-おけきく. おゃ. うかう 2-おけきく. おゃ. [ぇし-
しきけすさの ゃぇさうぇくすに.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 14, 2/5, こぇくっかぬ, っゃ-
さけさっきけくす, 62/40/9. 『. 2770 す.さ.
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 10ぇ, 2/4, しけしす. たけさ., 
2 ういけかうさ., 1 こさけたけょくぇは. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 『. 2100 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23ぇ, 2/3, おうさこうつ, しこっち. こさけっおす, 66 き2, 
ぉぇかおけく, せょぇつくぇは こかぇくうさけゃおぇ, っしすぬ いぇ-
おさにすにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 『. 2370 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 66/41/9, 
2/5, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ., こさけしすけさ-
くにえ おけさうょけさ, しぇくせいっか さぇいょっか., ぉけかぬ-
てぇは おせたくは, かけょあうは 6 き. 『. 2600 す.さ. 
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, 2/5, こぇく., しすっおかけ-
こぇおっすに, けぉけう こけょ こけおさぇしおせ. 『. 2100 す.さ.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 2, 2/5, こぇく., 
62/45/6,5, ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 2200 す.さ.
• ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ.
『. 2450 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ., さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, し/こ, ょゃせたせさけゃくっ-
ゃぇは, 2-3 ねすぇあう, 116,5/51/14, 2 ぉけかぬ-
てうっ かけょあうう, 2 しぇく. せいかぇ (ゃぇくくぇ う 
ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ). 『. 4300 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-
あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす. 
『. 3000 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
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せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう せつぇ-
しすけお.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 
18 き2, 2/5, ぉぇかおけく. 『. 850 す.さ.
• ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6ぇ, 18 き2, ょせて, くっょけさけゅけ. 『. 680 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╉っょさけゃおぇ. 『 1200 す.さ.
• こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 650 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 
5/5. 『. 800 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 1/2, おうさこ., 
こけしかっ おぇこ. さっきけくすぇ, 39 き2, ょせて. 『. 
1400 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
2/2, おうさこ. 『. 880 す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 2/4. 
『. 1500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
おうさこうつ., 2/4. 『. 1230 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 3/9, 62/38/8. ╇かう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.

]╃┿╋
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉さ. ╂っ-
さけっゃ, 2ょ, 3 ねす., 35 き2, 300 さ./き2, すっかっ-
そけく, うくすっさくっす. 〈っか. 8-922-17-99-
230.
╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 16, こぇ-
くっかぬ, 35/19/9, せ/こ, 1/5, くぇ 1-おけきく. 
おゃ. ゃ ]けゃっすしおけき. 〈っか. 8-922-19-44-
752.
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 
(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-
02-030.
‶[¨╃┿╋
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, おうさこうつ, 3/5, 
60/38/7,6, しけしす. たけさけてっっ. 『. 2450 
す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, おうさこうつ, 4/5, 
59/42/6,5, しけしす. くけさき. 『. 2150 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 
64/44/7, しけしす. くけさき. 『. 2350 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
╃けきぇ/おけすすっょあう 
• ょけき, せか. ╁ぇえくっさぇ, 63 き2, 4 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ. 『. 
2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ (こ. ╉ぇかうくけゃ-
おぇ), せか. ]けょさせあっしすゃぇ, 45 き2, 6 しけす. 
いっきかう, しけしす. くけさき. 『. 2500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 46 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは. 
『. 2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╉っょさけゃぇは, 170 き2, ゃ すけき つうしかっ 
こけょゃぇか 80 き2, 1 ねすぇあ あうかけえ, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, 11 しけす. 『. 3900 す.さ. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ くけゃけしすさけえおっ, し 
ょけこかぇすけえ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく./
ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ + きぇくしぇさょぇ, 120 き2, 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす., さはょけき 
かっし, ゃけょけっき. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-922-17-99-230.
〉つぇしすおう
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす., しけぉしすゃっく-
くけしすぬ, けたさぇくはっきぇは すっささうすけさうは, 
ょけさけゅぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ, ゅぇい, そせくょぇ-
きっくす, 12た12, くぇ ゃにしけおけき きっしすっ. 『. 
1300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• おけか. しぇょ わ 78, さはょけき けいっさけ "╅せかぇ-
くけゃしおけっ", 4,7 しけす. ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ╋けくっすくにえ, 15 しけす. ゃ しけぉしす., 
ゃけょぇ, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230. 
╂ぇさぇあう
• せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ, 
27 き2, はきに しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 『. 
110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 1/9, たけさ. さっ-
きけくす. 『. 2400 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, ういけかうさ., 63 き2. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╉けしにた, 8, 1/5, 60/39/6, "ぉさっあ.". 
『. 1900 す.さ. ╁けいきけあくぇ うこけすっおぇ, 
かうぉけ けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ ]けゃっす-
しおけき + ょけこかぇすぇ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさっゃ. 
1/2. 『. 850 す.さ.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ. 『. 2100 す.さ.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, せ/こ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
3/6, せ/こ, ]‶, おうさこ., 101,3/57,4/15, 2 
かけょあ.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 
48 き2, 3 しけす. いっきかう. 『. 1350 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえ-
ゅけさけょけゃぇ, ょっさっゃはく., けぉかけあっく こっくけ-
ぉかけおけき, 40 き2, ぉぇくは, 5 しけす. いっきかう. 
『. 1100 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 54 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, 6 しけす.
• 1/

2
 ょけきぇ, こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけ-

ゃぇは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., くぇ おけくちっ せつ-
おぇ かっし. 『. 1400 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, 35 き2, 12 
しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい. 
『. 1200 す.さ.
• せか. ╉うさけゃぇ, ょっさっゃはくくにえ, ぉぇくは, 
ゅぇい. 『. 2300 す.さ.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. いっきかう, 
しおゃぇあうくぇ, かっし. 『. 1200 す.さ.
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 8,5 しけす. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっくはの くぇ おゃぇさすうさせ. [ぇししきけすさの 
ゃしっ ゃぇさうぇくすに.
╉けすすっょあう
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 240 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 10 
しけす. 『. 6000 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, きぇく-
しぇさょ., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇか., おさにす. ょゃけさ, 
ぉぇくは, 6 しけす. 『. 2500 す.さ. ╇かう けぉきっく.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, こっさ. 7-え ]っゃっさくにえ, 
くっょけしすさけえ, 220 き2, おうさこうつ, 8 しけす. 
いっきかう, しけぉしすゃっくくけしすぬ. 『. 4500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ╊けしうくおぇ, 3 しけす. いっきかう, ねか., ゃけょぇ. 
『. 80 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, 6 しけす., ぉぇくは. 『. 150 す.さ.
•  44 おゃぇさすぇか, 3 しけす., ょけき し きぇく-
しぇさょ., ゃけょけっき. 『. 380 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 6 しけす., 2-ねすぇあ. 
ょけき, 36 き2, ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ.
• [っあっゃしおけえ すさぇおす, 17 おき, 4 しけす., 
2-ねすぇあ. ょけき, ょっさ., 6た6. 『. 550 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[けょくうお", 7 しけす. 
いっき. 『. 350 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 10 しけす., 2-ねす. ょけき, 
ぉぇくは. 『. 500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 4 しけす. 『. 130 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 3 しけす. 『. 70 す.さ.
〉つぇしすおう 
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, ゃっすた. 
ょけき, 17 しけす., ゅぇい. 『. 630 す.さ.
• さぇぉ. こ. ╁. ′っえゃうくしおうえ, 11 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけき こけしっかおっ, くぇ ゅけさっ せ かっしぇ, 
けつっくぬ あうゃけこうしくけっ きっしすけ, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 450 す.さ. 〈けさゅ. ][¨』′¨.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. 『. 850 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, ゃ たけさ. あうゃけこうしくけき 
きっしすっ. 『. 550 す.さ.
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 6 
しけす. いっきかう, そせくょぇきっくす + ぉかけおう. 
『. 1430 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 120 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ. 『. 80 す.さ. 〈けさゅ.
• ′╀‶, しきけすさけゃぇは, けゃけと. はきに, 6た8. 
『. 300 す.さ.

]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
]╃┿╋
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12. 〈っか. 8-909-70-32-322.
• 2-おけきく. おゃ., こ. ]けゃっすしおうえ, ぉっい きっ-
ぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお. 〈っか. 8-902-26-
02-271.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 2-おけきく. おゃ., さ-く ちっくすさ. ぇこすっおう, くっ おさぇえ-
くうえ ねすぇあ. 〈っか. 8-912-20-87-034. ][¨』′¨!
╋╄′ぅぃ
• おけきくぇすせ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ あうかぬっ 
ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-912-20-87-034.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, おけきくぇすに 
ういけかうさ., 21 き2, しけしす. たけさけてっっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『う-
けかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, ぉぇかおけく, 
おけきくぇすに しきっあくにっ, 23 き2, しけしす. たけ-
さけてっっ, ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ., し ょけこかぇすけえ. 『. 1100 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]せさうおけゃぇ, 
47 (さ-く ぇ/ゃけおいぇかぇ), 5/5, おうさこうつ, 
きぇかけしっきっえおぇ, 23,5/16,7, し/せ さぇいょ. 『. 
1450 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7, 3/5, おうさこうつ, 
30/17/6, しけしす. しさっょくっっ. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 4/5, おうさこ., 
44,4/29/6, しぇくせいっか さぇいょ., おけきく. ういけ-
かうさ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 2000 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
〈っか.  8-902-26-02-271.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 き2, さっきけくす. 『. 
3600 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 7/9, こぇくっかぬ, 
58,2/37,8/7, し/せ さぇいょ., おけきくぇすに 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, 
ぉぇかおけく, 2 しきっあくにっ, 2 ういけか., し/せ しけゃき., 
67,6/44,9/6,4 き2, しけしす. たけさけてっっ. 
『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╃けきぇ
• 1/3 ょっさっゃはくくけゅけ ょけきぇ, せか. 
╉けききせくに, 25 き2, せつぇしすけお 4 しけすおう. 『. 
850 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 1/2 ょっさっゃはくくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ, 
′╀‶, せか. ]ぇょけゃぇは, 35 き2, 2 おけきくぇすに, 
ゅぇい, ゃけょぇ, せつ-お 3 しけすおう. 『. 1500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
• せか. ╊っくうくぇ, ょっさっゃ., 80 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, せつ-お 12 しけす. 
『. 4000 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., 10 しけす., 45 
き2, 3 おけきく., ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, ぉぇくは. 
『. 2500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╉けすすっょあう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ゃ おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, 160 き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 『. 
6500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ 
ゃ くけゃけしすさけえおっ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす. 
『. 7500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあくにえ, 170 
き2, ぉかぇゅけせしすさ., くけゃにえ, せつ. 6 しけす., 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは. 『. 4200 す.さ. 
〈けさゅ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ 
くぇ おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-912-20-87-034.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿. ╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26,
2 ねすぇあ (ゃたけょ しけ ょゃけさぇ).

〈っか. 3-22-90,
8-912-246-92-50,

╊のょきうかぇ ┿ょぇきけゃくぇ,
8-912-268-71-85,
′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ,
8-906-810-96-48,

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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┿′ «╁╄[′╇╉»
╀にゃてうえ «[┿╁-╊〈╃»

′けゃけぉっさっいけゃしおうえ こけし., 
せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-90-31-708, 
8-902-26-24-785,

8-953-38-73-780, 3-13-22
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〉つぇしすおう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╆っきかはくうつ-
くぇは, いっき. せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
10 しけす. 『. 1700 す.さ. 〈っか. 8-912-20-
87-034.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, いっき. 
せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 12 しけす. 『. 
700 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ "╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす", 12 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 
『. 500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ "╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす", 6 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 『. 250 
す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• お/し "ぃぉうかっえくにえ" こ. ╉っょさけゃおぇ, 6 
しけす., かっすく. ょけき, 3た6, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, 
ぉぇくは. 『. 450 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-
271.
• お/し, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす., ょけき 80 
き2. 『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.

2 せつぇしすおぇ 11 き2 う 6 き2, こけょ 
いぇしすさけえおせ, ′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ. 

『っくぇ ょけゅけゃけさくぇは.

[╄
╉╊

┿╋
┿



]╃┿╋
• 2-おけきく. おゃ., せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 
4/5, し きっぉ., ょかうす. しさけお. 『. 13 す.さ. + ねか. 
ねく., ゃけょぇ こけ しつっすつうおせ.
• 3-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, ぉっい 
きっぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお, させししおけえ しっきぬっ. 
『. 13 す.さ. + おけき. せしかせゅう.
]′╇╋〉
• 1-おけきく. おゃ. ょかは けょくけゅけ つっかけゃっおぇ, 
くぇ ょかうす. しさけお, ゃ さ-くっ きせい. ておけかに, 
ねす. 1-3, ぉっい きっぉっかう うかう し つぇしすうつくけえ 
きっぉ. ゃ たけさ. しけしすけはくうう.
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っ-
さっいけゃしおけき う こさうかっあぇとうた こけしっかおぇた.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., しぇょ, ゅぇさぇあ ゃ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, ′╀‶ う こさうかっあぇとうた 
こけしっかおぇた. ][¨』′¨.
• 2-おけきく. おゃ., くぇ ′╀‶, "ぉさっあ.", ねす. 
2-4, おけきく. ういけかうさ., ぉぇかおけく. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 4, 1/5, こぇく., S – 
31/17/6, し/せ しけゃきっと., しけしすけはくうっ たけ-
さけてっっ, おゃ. しゃっすかぇは, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 
1450 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 3/5, こぇく., ゅぇ-
いけゃぇは おけかけくおぇ, S – 31/17,5/6, し/せ 
しけゃき., こけしかっ おけしきっすうつっしおけゅけ さっきけく-
すぇ, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 1450 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, 5/5, S – 63/40/7 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ ねすけき 
さ-くっ + ょけこかぇすぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 3/5, S – 63/40/6, し/せ 
しけゃき. ╉けきくぇすに: 2 – しきっあくにっ, 1 – ういけ-
かうさ., ぉぇかお. いぇしすっおかっく. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, S – 63/40/7, 
し/せ しけゃきっと., かけょあ. いぇしすっおか. 『. 2500 す.さ.
╃けきぇ
• ょっさっゃ., ょゃせたおゃぇさすうさくうお (つぇしすぬ あうかけゅけ 
ょけきぇ), こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ‶さうゃけおいぇかぬくぇは, 
あうかぇは こかけとぇょぬ 42 き2 (ょゃっ おけきくぇすに, 
おせたくは, こっつおぇ, しっくおう), せょけぉしすゃぇ くぇ せかう-
ちっ, ゅぇいぇ う ゃけょに ゃ ょけきっ くっす, いっきかは 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 650 す.さ. ╇かう こけきっくはの し ょけ-
こかぇすけえ くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ こ. ╉っょさけゃおぇ.
• ょっさっゃ., ぉっい こっつおう, S – 24 き2, ゃ たけさ. 
しけしす., 12 しけす. ゃ しけぉしすゃ. (いっきかう こけ-
しっかっくうえ), すっこか., ぉぇくは, ゃしっ こかけょけゃ. 
ょっさっゃぬは. 『. 650 す.さ.
• ょっさっゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 3 おけきく., 
ねか. けすけこかっくうっ, ゅぇい, 8 しけす. いっきかう. 『. 
2100 す.さ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, 4 しけすおう ゃ おけか. 
しぇょせ わ11, ょけき かっすくうえ 5た4 (2 おけき.), 
うい ぉさせしぇ, ゃっさぇくょぇ うい しすっおかぇ, おさにてぇ 
こっさっおさにすぇ こさけそくぇしすうかけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか. ねくっさゅうは, しぇさぇえ うい ょけしけお 2た3, 
2 すっこかうちに, っしすぬ こけょゃぇかぬくけっ こけきっ-
とっくうっ, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゃしっ くぇしぇあ-
ょっくうは うきっのすしは. 『. 750 す.さ.
• せつ.  いっきかう, こ. ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ 
17, 282 き2, くぇ せつ. っしすぬ かっすくうえ ょけきうお, 
おけかけょっち, しぇあっくちに, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬ-
すうさ.  『. 115 す.さ.
• 8 しけす. ゃ おけか. しぇょせ  "╃ぇつくうお" こけ [っ-
あっゃしお. すさ., けおけかけ こ. ╋けくっすくにえ, ねか/
ねく., ゃけょに くっす. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇, ′╀‶ (ゃ さ-くっ ぉぇししっえくぇ), 
ねか/ねく. っしすぬ. 『. 110 す.さ.

んぞ «ぢづだぱぎででごだぞんず-ゐñë、£Üçï¡óú»,  
Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), öñ¿. 5-50-50, 5-50-07.

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか. 8-904-17-67-229
8-950-19-17-759

╉〉‶╊ぃ 
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• しぇょ.
• いっき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ょゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 31 き2, おうさこうつ, 
4/5. 『. 1500 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゃくっ ゅけさけょぇ, けい. ]せくゅせかぬ, しっかけ [にぉ-
くうおけゃしおけっ, せか. ╃きうすさうっゃぇ, 7, 1/2, 
おうさこ., 30,5/18/6, ゃ 100 き けす けいっさぇ, 2 
しけす. いっきかう. 『. 800 す.さ. 
╃けきぇ 
• 〈┿〉′-》┿〉], せか. ]ゃけぉけょに, 120 き2, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき, 7 しけす. ′っょけさけゅけ.
• 1/2 ょけきぇ, ¨ゃけとくけっ けすょ., 40 き2, 2 
おけきく., おせたくは, ゃけょぇ, ゅぇい, さっきけくす, しすっ-
おかけこぇおっすに, ぉぇくは, せ-お 9 しけす.
• くぇ ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきに, 48 き2, ぉさせし/こっ-
くけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, くけゃぇは しぇせくぇ 30 き2, 
ゅぇさぇあ 60 き2 うい こっくけぉかけおぇ, せゅけかぬくけっ けすけ-
こかっくうっ (おけすっか), ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, いぇゃっ-
ょっくぇ ゃ ょけき, せつぇしすけお 8,5 しけすおう, ゃ お/し わ36.
• せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 29 き2, 15,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ こけ せかうちっ, きけあくけ 
さぇいょっかうすぬ くぇ 2 せつ. 『. 2400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, せつ. 10 しけす., 3 おけき-
くぇすに  + おせたくは, こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけ-
っくくにえ, さっきけくす, こかぇしす. けおくぇ. 『. 3900 す.さ.
]ぇょに
• くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさすぇかぇ, "[はぉうくせて-
おぇ", ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさょけえ, 
こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, ゃけょけ-
っき, せたけあっく. 『. 1500 す.さ.
• いぇ 【うかけゃおけえ, "′ぇたけょおぇ", 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ. 『.  400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす., せつ-お せたけあっく, 
ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, ぉぇくは, 
しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは いうき-
くっゅけ こさけあうゃぇくうは. 『. 1700 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ102, せつ-おう けす 6 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ. 
『. けす 120 す.さ. 
• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 
き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, こけょ-
たけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
〉つぇしすおう
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 15 しけす., くっょぇかっおけ 
けす きっつっすう. 『. 1700 す.さ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 12 しけす., ゃっすた. ょけき, ゅぇい 
う ゃけょぇ こけ せかうちっ. 『. 1700 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 6*5, «╉うさけゃしおうえ», ねか-ゃけ, けゃけと. はきぇ.
• 6*4, «╉うさけゃしおうえ».
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¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすぬ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ. 
¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ くっ-
ょゃうあうきけしすう. ‶さうゃぇすういぇちうは, 
しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけ-
ゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ しせょっ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか. 3-12-92, 

8-912-23-20-018, 
8-908-91-45-036

¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃ. いっき. 
せつ-おけゃ. ¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ 
くっょゃうあうきけしすう, こさうゃぇすういぇちうは, しけ-
ゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけゃけお, しけ-
こさけゃけあょっくうっ しょっかけお.

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃぇさすうさせ, ょけき.
‶[¨╃┿╋ ╇╊╇ ╋╄′ぅぃ
╉けきくぇすに
• せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 16 き2. 『. 630 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 5/5, おうさこうつ. 『. 
1500 す.さ.
• ╀けかぬくうつくにえ ゅけさけょけお, 1/2. 『. 1250 す.さ. 
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7,  2/5, おけきく. 
しきっあ. ╇かう きっくはの くぇ 3-おけきく. おゃ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 20, 1/5, 62/46/6. 『. 
2300 す.さ.
╉けすすっょあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, 261 き2, 11 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしす., さぇししきけすさうき ゃぇさうぇくす 
けぉきっくぇ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさすぇか, 4,7 しけす., ょっさっゃ. ょけきうお. 
『. 650 す.さ.

¨¨¨ «RESPEKT»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16
(ゃたけょ つ/い きぇゅぇいうく «〉のすくにえ ょけき»).

〈っか. 4-90-01,  8-908-92-71-559
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬくにた 
さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 

そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ 

ょけおせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう 
し くっょゃうあうきけしすぬの.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
 〈っか. 8-908-92-06-126, 

8-908-92-12-664

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ.
• いっきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, 35,7/21,4/6 (こっ-
さっこかぇくうさけゃぇくけ ゃ 2-おけきく. おゃ.). 『. 1470 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, 63,3/40/8,5. 
『. 2450 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 26, 2/5, 58,4/42/6. 
╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 2/5, 48,4/34,5.
‶さけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ╉けしにた, 8, 60,5 き2, おせたくは – 15 き2 
(ぉにゃてぇは 4-おけきく. おゃ. し こっさっこかぇくう-
さけゃおけえ). ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
+ ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
╃けきぇ/おけすすっょあう
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 き2, 
ねか-ゃけ, こっつく. けすけこか., 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 700 す.さ.
• ょけき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 
ょっさっゃ., 36 き2, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっきかは – 
16 しけす. 『. 2000 す.さ.
• ょけき, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, おぇきっくくにえ, 
74 き2, ぉかぇゅけせしすさけっく., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 6 
しけすけお いっきかう, ゃしっ ゃ たけさけてっき しけしすけは-
くうう. 『. 4500 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ]すぇくけゃぇは, せか. 1 ╋ぇは, 
こっつくけっ けすけこか., いっきかは 11 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1270 す.さ.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╉っょさけゃぇは, こけょ 
しすさけうすっかぬしすゃけ, 14 しけす., っしすぬ ぉぇくは.
╂ぇさぇあう
• こ. ╉うさけゃしおうえ, ゃにしけおうっ ゃけさけすぇ. 『. 
220 す.さ.
• こっさっせかけお ╉うさけゃしおうえ. 『. 120 す.さ.

おけか-ゃけ 
おけきくぇす

ぇょさっし
ねすぇあ/

ねすぇあっえ

こかけとぇょぬ 
けぉと/あうか/おせた

ぉぇかおけく/
かけょあうは

ちっくぇ 
す.さ.

こさうきっつぇくうっ

‶[¨╃┿╅┿
1/1 せか. ╇しぇおけゃぇ, 7 1/9 51/17,1/18 かけょあうは 2050 っゃさけさっきけくす
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 51/31/8 ぉぇかおけく 2400 うょっぇかぬくけ こけょ けそうし

2/2
こ. 【うかけゃおぇ, 

こっさ. ╊っくうくしおうえ, 8
1/2 46,4/29,9/7,7 – 1500 + 3 しけすおう

2/1
こ. ╉けしせかうくけ, 

せか. 〉さぇかぬしおぇは, 41
3/5 43,8/30/6 ぉぇかおけく 1700 たけさけてうえ さっきけくす

3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1 9/9 64/40,6/8 かけょあうは 2400 たけさけてうえ さっきけくす

╁ 』ったうう う ╀けかゅぇさうう – あうかぇは う おけききっさつっしおぇは 
くっょゃうあうきけしすぬ けす いぇしすさけえとうおぇ

╉せこかの 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに
]くうきせ 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに

╇こけすっおぇ, こさうゃぇすういぇちうは 
おゃぇさすうさ う いっきっかぬくにた 

せつぇしすおけゃ.

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

8-904-38-38-387
8-950-54-04-651

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╇しぇおけゃぇ, ゅぇい, 
7 しけす. 『. 1600 す.さ.
• せつ-お, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす. 『. 750 す.さ.
• こ. ╇いけこかうす, "〈せさゅっくっゃ こぇさお", 17 しけす., 
500 き ょけ けい. 【ぇさすぇて. 『. 4800 す.さ.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 
«ÂÈÇÈÒ» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,

せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 31 ょ, けそ. 411. 
]けゅかぇしけゃぇくうっ 

こっさっこかぇくうさけゃおう.

〈っか. 8-904-54-90-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか. 219-56-27,
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1, 53 き2, おうさこうつ., 
くけゃにえ ょけき. 『. 25 す.さ./き2.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 
おうさこうつ., くけゃにえ ょけき. 『. 70 す.さ./き2.

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/

æèë/êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2 Êîìíàòû â 3-õ êîìí.êâàðòèðå

Îâîùí. îòäåëåíèå, 12 2/3 19 íåò 1 030 000 ð.
êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä, ãàç.
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

ïîñ. ÁÇÑÊ, 11 1/1 15/8,8/6 íåò 700 000 ð.

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä 

îãîðîä, ãàç, âîäà, 

òóàëåò íà óëèöå

8-950-550-59-78

Àê. Êîðîëåâà, 12 1/5 35/20/7 íåò 1 500 000 ð.
ñ/ó ñîâì., äîê. 

ãîòîâû.
8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 36/14/8 ëîäæèÿ 1 263 625 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8,9/9 37/16/8 ëîäæèÿ 1 318 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4/9 62/30/12 ëîäæèÿ 2 180 273 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 64/30/12 ëîäæèÿ 2 155 148 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 2/9 60/32/10 ëîäæèÿ 2 054 145 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,7/9 65/30/12 ëîäæèÿ 2 180 273 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 61/31/10 ëîäæèÿ 2 130 525 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8/9 64/31/12 ëîäæèÿ 2 234 208 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 079 605 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 5/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 069 220 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 8/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 347 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 7À 5/6 58/36/9 ëîäæèÿ 2 450 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 78/48/11 2 ëîäæèè 2 814 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 22 5/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 923 000 ð. 1 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9
îáùàÿ 

73,15
ëîäæèÿ 2 531 353 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 6/9 105/61/12 2 ëîäæèè 3 667 000 ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110/67/12 2 ëîäæèè 3 749 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

ì2

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ïîñ. Ìîíåòíûé, 

óë. Ãîðíÿêîâ
2 400 16 5 450 000 ð.

êîðîáêà 30%, îáëèö.æåëòûé 

êèðïè÷, áàíÿ, ãàðàæ, ãàç, 

ñêâàæèíà, ýëåêòð.

8-950-550-59-78

Äîì, Çàâîäñêàÿ 1 75 6 4 500 000 ð.

äîì êèðïè÷íûé, 2 ãàðàæà, ãàç 

+ âîäà + öåíòð.êàíàëèçàöèÿ, 

íà ó÷àñòêå òåïëèöû, áàíÿ

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå, ñàäîâûå ó÷àñòêè

Êîëëåêòèâíûé ñàä  

«Ìåäèê»
  4 370 000 ð.

ëåòíèé äîì ïîä êðûøåé-

íåäîñòðîé, ëåòíèé 

âîäîïðîâîä, ýëåêòðè÷åñòâî

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ ïëîùàäü, ì2 öåíà, ðóá îïèñàíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1 ýòàæ 64 2 200 000 ð.
â íåæèëîé ôîíä íå 

ïåðåâåäåíî
8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 54 1 070 000 ð. ïîä ñêëàä, ìàñòåðñêóþ 8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1 ýòàæ 110 3 658 000ð.
â íåæèëîé ôîíä íå 

ïåðåâåäåíî
8-922-29-84-636

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿おぇょっきうつっしおぇは, 24

すっか. 8-912-63-25-825
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ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Êàíäèäàò Åëàíöåâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ð/ñ 40810810916300000262, Áåðåçîâñêîå ÎÑÁ ¹6150, Áåðåçîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

Ñòðîêà ôèíàíñîâîãî îò÷åòà Øèôð ñòðîêè Ñóììà, ðóá. Ïðèìå÷àíèå

1 2 3 4
1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûé ôîíä, âñåãî (ñòð.1=ñòð.2+ñòð.7) 1  5000  

â òîì ÷èñëå

1.1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà (ñòð.2=ñòð.3+ñòð.4+ñòð.5+ñòð.6) 2  5000  

èç íèõ

1.1.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 3  5000  

1.1.2 Ñðåäñòâà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, âûäâèíóâøåãî êàíäèäàòà 4  –  

1.1.3 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàíèíà 5  –  

1.1.4 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà 6  –  

1.2 Ïîñòóïèëî â èçáèðàòåëüíûé ôîíä äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ï.8 ñò.73 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ñòð.7=ñòð.8+ñòð.9+ñòð.10) 7 –  

èç íèõ

1.2.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 8 –  

1.2.2 Ñðåäñòâà ãðàæäàíèíà 9 –  

1.2.3 Ñðåäñòâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà 10 –  

2 Âîçâðàùåíî äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, âñåãî  (ñòð.11=ñòð.12+ñòð.13+ñòð.17) 11 –  

â òîì ÷èñëå

2.1 Ïåðå÷èñëåíî â äîõîä áþäæåòà 12  –  

2.2 Âîçâðàùåíî æåðòâîâàòåëÿì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà (ñòð.13=ñòð.14+ñòð.15+ñòð.16) 13  –  

èç íèõ

2.2.1 Ãðàæäàíàì, êîòîðûì çàïðåùåíî îñóùåñòâëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî íå óêàçàâøèì îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå 14  –  

2.2.2 Þðèäè÷åñêèì ëèöàì, êîòîðûì çàïðåùåíî îñóùåñòâëÿòü ïîæåðòâîâàíèÿ ëèáî íå óêàçàâøèì îáÿçàòåëüíûå ñâåäåíèÿ â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå 15  –  

2.2.3 Ñðåäñòâ, ïðåâûøàþùèõ ïðåäåëüíûé ðàçìåð äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé 16  –  

2.3 Âîçâðàùåíî æåðòâîâàòåëÿì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 17  –  

3 Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ, âñåãî (ñòð.18=ñòð.19+ñòð.22+ñòð.23+ñòð.24+ñòð.25+ñòð.26+ñòð.27+ñòð.28) 18  1000  

èç íèõ

3.1 Íà îðãàíèçàöèþ ñáîðà ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà (ñòð.19=ñòð.20+ñòð.21) 19  –  

èç íèõ

3.1.1   íà îïëàòó òðóäà ëèö, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé 20  –  

3.1.2 Íà îïëàòó èçãîòîâëåíèÿ ïîäïèñíûõ ëèñòîâ 21 1000

3.2 Íà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ ÷åðåç îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ 22  –  

3.3 Íà ïðåäâûáîðíóþ àãèòàöèþ ÷åðåç ðåäàêöèè ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé 23  –  

3.4 Íà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå ïå÷àòíûõ è èíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 24  –  

3.5 Íà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 25  –  

3.6 Íà îïëàòó ðàáîò (óñëóã) èíôîðìàöèîííîãî è êîíñóëüòàöèîííîãî õàðàêòåðà 26  –  

3.7 Íà îïëàòó äðóãèõ ðàáîò (óñëóã), âûïîëíåííûõ (îêàçàííûõ) þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè èëè ãðàæäàíàìè ÐÔ ïî äîãîâîðàì 27  –  

3.8 Íà îïëàòó èíûõ ðàñõîäîâ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 28  –  

4 Ðàñïðåäåëåíî íåèçðàñõîäîâàííîãî îñòàòêà ñðåäñòâ ôîíäà (ñòð.29=ñòð.30+ñòð.31) 29  –  

Â òîì ÷èñëå

4.1 Ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè 30 –  

4.2 Äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðîïîðöèîíàëüíî ïåðå÷èñëåííûì â èçáèðàòåëüíûé ôîíä (ñòð.31=ñòð.32+ñòð.33+ñòð.34+ñòð.35) 31  –  

Èç íèõ

4.2.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 32 –

4.2.2 Ñðåäñòâà èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, âûäâèíóâøåãî êàíäèäàòà 33 –

4.2.3 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàí 34 –

4.2.4 Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö 35 –

5
Îñòàòîê ñðåäñòâ ôîíäà íà äàòó ñäà÷è îò÷åòà (çàâåðÿåòñÿ âûïèñêîé îá îñòàòêå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëüíîì èçáèðàòåëüíîì ñ÷åòå êàíäèäà-
òà) (ñòð.36=ñòð.1-ñòð.11-ñòð.18-ñòð.29) 36  4000  

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè íå ïðèâëåêàëîñü.

]╇〈〉┿『╇ぅ

ÐÎÄÎÂÛÅ ÑÕÂÀÒÊÈ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

′┿╃╄╅╃┿ ┿かっおしっっゃくぇ ╋うたっっくおけ, きっょしっしすさぇ しすっさうかういぇちうけくくけえ さけょょけきぇ, 
こけいゃけくうかぇ ゃ さっょぇおちうの ╀[ せすさけき こさけてかけゅけ つっすゃっさゅぇ ゃ ゃっしぬきぇ さぇしすさひこぇく-

くにた つせゃしすゃぇた:
– ╁ おけかかっおすうゃっ けょくけゃさっきっくくけ せてかう ょゃぇ ゃさぇつぇ, ょゃっ ぇおせてっさおう, っとひ くっしおけかぬおけ 

つっかけゃっお ゅけすけゃに こけょぇすぬ いぇはゃかっくうは くぇ せゃけかぬくっくうっ! ╉すけ あっ けしすぇくっすしは ゃ さけょょけきっ 
うい こっさしけくぇかぇ?

〉あっ こさう ゃしすさっつっ し くぇきう ′ぇょっあょぇ ┿かっお-
しっっゃくぇ こけしっすせっす, つすけ すぇおけっ ぉっいけぉさぇいうっ しかせ-
つうかけしぬ ゃこっさゃにっ いぇ 13 かっす っひ さぇぉけすに. ╊のょう 
こさけすっしすせのす こさっあょっ ゃしっゅけ うい-いぇ いぇさこかぇすに: 
っひ ぉっいぉけあくけ せさっいぇかう し くけゃけゅけ ゅけょぇ. ┿おせ-
てっさおぇ ゃにしてっえ おぇすっゅけさうう こけかせつぇっす ょっしはすぬ 
すにしはつ させぉかっえ. ╊のょう こさうくけしはす いぇはゃかっくうは 
くぇ こけょこうしぬ, ぇ うた ょぇあっ くっ しこさぇてうゃぇのす, こけ-
つっきせ けくう せたけょはす.

– ╃ぇ う ゃ ちっかけき けすくけてっくうっ お くぇき しすさぇく-
くけっ, くうおけきせ くっす ょっかぇ, おぇお きに あうゃひき, け つひき 
こっさっあうゃぇっき. ╆ゃぇかう いぇきっしすうすっかは ゅかぇゃゃさぇつぇ 
こけ ょっすしすゃせ う さけょけゃしこけきけあっくうの こけけぉとぇすぬ-
しは – くっ こさうてひか. 

┿ こけゅけゃけさうすぬ くぇさけょせ し «さけょけくぇつぇかぬくう-
おけき» っしすぬ け つひき: ゃ こけょゃぇかっ しすけうす ゃけょぇ, う 
けすすせょぇ すっこっさぬ こぇたくっす おぇお うい ぉけかけすぇ, こぇく-
ょせしけゃ お いょぇくうの おぇお くっ ぉにかけ, すぇお う くっす. ╇ 
ゃけけぉとっ さけょょけき けぉうあぇのす ぉっいさぇいかうつうっき, う 
ねすけ っゅけ しけすさせょくうおぇき おぇお ゅけさぬおぇは こうかのかは. 

╃ぇ, ゅさせしすくけ, おけゅょぇ こけおうょぇのす ぉけかぬくうちせ 
たけさけてうっ すっさぇこっゃすに, たうさせさゅう, ねくょけおさうくけ-
かけゅう, くけ けゅけかひくくにえ てすぇす さけょょけきぇ – そぇおす 
こさけしすけ けこぇしくにえ!

– ′うおぇおけゅけ きぇししけゃけゅけ せゃけかぬくっくうは くっす, 
– おぇお ゃしっゅょぇ くっゃけいきせすうき ゅかぇゃゃさぇつ ╋〉╆ 
«『╂╀» ′. 』っすゃっさうおけゃ – ╁しひ, け つひき ゃに さぇし-
しおぇいぇかう, – ぉせさは ゃ しすぇおぇくっ ゃけょに. 〉てかぇ いぇゃっ-
ょせのとぇは, くけ くぇ ょくはた こさうしすせこうす お うしこけかくっ-
くうの っひ けぉはいぇくくけしすっえ くけゃにえ させおけゃけょうすっかぬ 
こけょさぇいょっかっくうは – ょけおすけさ うい ]っゃっさけせさぇかぬ-
しおぇ. ╇ ぇおせてっさおう ぉせょせす ゃ すけき おけかうつっしすゃっ, ゃ 

おぇおけき すさっぉせっすしは. 』すけ おぇしぇっすしは いぇはゃかっくうえ, 
あぇかぬ, つすけ かのょう せたけょはす, くけ  は ゃしっゅょぇ うく-
すっさっしせのしぬ こさうつうくけえ せゃけかぬくっくうは. 〈ぇお ゃけす, 
ゃ こけしかっょくっき しかせつぇっ こっさってかぇ  くぇ さぇぉけすせ ゃ 
くけゃにえ こっさうくぇすぇかぬくにえ ちっくすさ しすけかうちに いぇ-
ゃっょせのとぇは さけょょけきけき, いぇ くっえ こけすはくせかうしぬ う 
ょさせゅうっ っおぇすっさうくぉせさあちに. ╉しすぇすう, いぇさこかぇすぇ 
すぇき くっ ぉけかぬてっ, つっき せ くぇし. ┿ ょっすう, おぇお ゃに 
こけくうきぇっすっ, すぇおうっ あっ, おぇお ゃっいょっ.

′せ, すけゅょぇ ゃけゃしっ けぉうょくけ: おゃぇかうそうちうさけ-
ゃぇくくにっ おぇょさに ぉっゅせす くっ うい-いぇ ょっくっゅ, ぇ こけ 
ょさせゅうき ゃっしおうき こさうつうくぇき. ] ょさせゅけえ しすけさけ-
くに, うい ょさせゅうた ゅけさけょけゃ こさうぉにゃぇのす ゃさぇつう う 
そっかぬょてっさに, つすけぉに さぇぉけすぇすぬ せ くぇし う あうすぬ 
ゃ けぉとぇゅっ うかう しなひきくけえ おゃぇさすうさっ. ╆くぇつうす, せ 
しけしっょっえ ょっかぇ けぉしすけはす っとひ こっつぇかぬくっっ? 

– ╁けす う は しつうすぇの: こさっあょっ つっき せこさっおぇすぬ, 
くぇょけ せきっすぬ しさぇゃくうゃぇすぬ しうすせぇちうう, – せゃっさっく 
′うおけかぇえ ╂っさきぇゅっくけゃうつ. – ╁ ょさせゅうた ぉけかぬくう-
ちぇた – けぉしすぇくけゃおぇ ゅけさぇいょけ すはあっかっっ, おぇょさに 
ゃ ぉけかぬてけき ょっそうちうすっ. ┿ ゃ うすけゅっ ゃけさせっき うた 
ょさせゅ せ ょさせゅぇ…

[にぉぇ うとっす ゅょっ ゅかせぉあっ, つっかけゃっお – ゅょっ 
ょっくっあくっっ. ‶けつっきせ し くけゃけゅけ ゅけょぇ せさっいぇかう 
いぇさこかぇすせ? 

– ぁすけ くっこさぇゃょぇ, くうおすけ っひ くっ せさっいぇか, – 
すゃひさょけ けすゃっすしすゃせっす させおけゃけょうすっかぬ. – ‶さけしすけ 
ぉにかぇ ゃゃっょっくぇ くけゃぇは しうしすっきぇ けこかぇすに すさせょぇ, 
ぇ きくけゅうっ くっ さぇいけぉさぇかうしぬ っとひ ゃ っひ しせすう, けす-
しのょぇ くっょけきけかゃおう. ╂けすけゃ こさけおけくしせかぬすうさけ-
ゃぇすぬ ゃしった – けす しぇくうすぇさおう ょけ ゃさぇつぇ, しうあせ 
ゃ おぇぉうくっすっ おぇあょけっ せすさけ, くけ こけつっきせ-すけ すぇお 

くうおすけ う くっ こさうたけょうす. 
]せすぬ くけゃけゃゃっょっくうは  – ゃ ょゃせた 

しけしすぇゃかはのとうた けこかぇすに: ぉぇいけゃけえ 
う しすうきせかうさせのとっえ. ╀ぇいけゃぇは – ゅぇ-
さぇくすうさけゃぇくくぇは, ねすけ ょけかあくけしすくけえ 
けおかぇょ, ぇ ゃすけさせの, つすけ はしくけ うい くぇ-
いゃぇくうは, くぇょけ けつっくぬ こけしすぇさぇすぬしは 
ょけぉにすぬ おぇつっしすゃっくくけえ,  うくすっくしうゃ-
くけえ う ゃにしけおけさっいせかぬすぇすうゃくけえ さぇ-
ぉけすけえ. ╉さけきっ すけゅけ, おぇお しおぇいぇくけ ゃ 
ょけおせきっくすっ, ゃにこかぇすに しすうきせかうさせ-
のとっゅけ たぇさぇおすっさぇ – ねすけ «ゃにこかぇ-
すに いぇ しすぇあ くっこさっさにゃくけえ さぇぉけすに, 
ゃにしかせゅせ かっす, こさっきうぇかぬくにっ». ┿ 
っとひ きっょうおぇき  こけかけあっくに ゃにこかぇすに 
おけきこっくしぇちうけくくけゅけ たぇさぇおすっさぇ, ゃ 
つぇしすくけしすう, いぇ しけゃきっとっくうっ こさけそっし-
しうえ, しきっくに くけつくにっ, ゃ ゃにたけょくにっ う 
こさぇいょくうつくにっ ょくう. ╁ さけょょけきっ あっ 
こさうぉぇゃおせ お いぇさこかぇすっ ょぇのす う さけょけ-

ゃにっ しっさすうそうおぇすに, くけ し ょっおぇぉさは うた いょっしぬ ゃ 
ゅかぇいぇ くっ ゃうょっかう. 

– ╉ぇお ゃしっゅょぇ, ゃ おけくちっ ゅけょぇ しかせつぇのすしは くっ-
しすにおけゃおう: ゃ そっゃさぇかっ しけちしすさぇた こっさっつうしかうか 
しさっょしすゃぇ すけかぬおけ いぇ ょっおぇぉさぬ. ′ぇ ょくはた かのょう 
こけかせつぇす こけかけあっくくにっ ょっくぬゅう. 

╃っえしすゃうすっかぬくけ, ゃ こはすくうちせ しけすさせょくうおけゃ 
さけょょけきぇ せあっ こけいゃぇかう ゃ おぇししせ. ¨ こけょゃぇかっ, 
ゃっくすうかはちうう う ゅけさはつっえ ゃけょっ ゅかぇゃゃさぇつせ ょぇあっ 
う ょうしおせすうさけゃぇすぬ くっ たけつっすしは: こけょゃぇか, こけ っゅけ 
しかけゃぇき, くうおけゅょぇ くっ さぇぉけすぇか, くけ くぇたけょうかしは 
ゃ しせたけき ゃうょっ. ‶さけしすけ くっょぇゃくけ うい-いぇ ぇゃぇさうう 
くぇ ゃっさたくっき ねすぇあっ ゃけょぇ こけこぇかぇ しのょぇ, くけ 
はゃかっくうっ ねすけ ぉにかけ ゃさっきっくくけっ, ゃけょせ けすおぇつぇ-
かう. ╁っくすうかはちうけくくせの しうしすっきせ こっさしけくぇか しぇき 
くうおぇお くっ けしゃけうす, たけすは すぇき けょくぇ おくけこおぇ, ぇ 
おぇおうっ きけゅせす ぉにすぬ ゃけこさけしに し ゅけさはつっえ ゃけょけえ, 
っしかう しすけはす ょっゃはすぬ ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ こけ 
150 かうすさけゃ: ゃおかのつぇえ う ゅさっえ. 

╂かぇゃゃさぇつせ けぉうょくけ, つすけ こけょつうくひくくにっ きけ-
ゅせす すけかぬおけ こさっすっくいうう こさっょなはゃかはすぬ, ぇ くう-
おすけ っゅけ しぇきけゅけ くっ しこさけしうす, おぇおけゃけ ねすけ こさう 
ぉっいょっくっあぬっ すぇおけっ たけいはえしすゃけ ゃっしすう? ╁ 2009 
ゅけょせ しすさぇたけゃにっ おけきこぇくうう こっさっつうしかうかう 
116 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, けすさぇぉけすぇかう すけゅょぇ 
80 こさけちっくすけゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた ょっくっゅ. ╁ 
こさけてかけき ゅけょせ しせききぇ せきっくぬてうかぇしぬ ょけ 112 
きうかかうけくけゃ, ぇ さぇぉけすに ぉにかう ゃにこけかくっくに くぇ 
103 こさけちっくすぇ. ′にくつっ し ょっくぬゅぇきう ぉせょっす っとひ 
あひしすつっ. ぁすけ こさぇゃょぇ: きっしすくにえ ぉのょあっす すけあっ 
こさうかうつくけ せさっいぇか ゃしこけきけあっくうっ 『╂╀.

– 〈っき くっ きっくっっ, くぇ こぇくょせしに くぇき しさっょ-
しすゃぇ ょぇかう, – くぇこけきうくぇっす ′うおけかぇえ ╂っさきぇ-
ゅっくけゃうつ. – 300 すにしはつ させぉかっえ けしゃけうき, おぇお 
すけかぬおけ ぉせょっす すっこかけ う しせたけ. ╋くっ くっこけくはすくけ, 
こけつっきせ おけかかっゅう しつうすぇのす, つすけ さけょょけきせ くっす 
ょけかあくけゅけ ゃくうきぇくうは? ぁすけ けしけぉけっ, こさうゃう-
かっゅうさけゃぇくくけっ こけょさぇいょっかっくうっ, こけこさけぉけゃぇか 
ぉに は いぇぉにすぬ け くひき たけすぬ くぇ ょっくぬ! ‶け さけょょけ-
きせ けすつうすにゃぇのしぬ くぇこさはきせの きうくうしすさせ. ‶さけ-
しすけ いょっしぬ う すさっぉけゃぇくうは ゃにてっ お おぇょさぇき, う 

けすゃっすしすゃっくくけしすぬ うた おけかけししぇかぬくぇは いぇ きぇき, 
ょっすっえ, う っひ くっ ゃしはおうえ ゃにょっさあうゃぇっす.  

┿ くぇき けしすぇひすしは ゃしこけきくうすぬ, つすけ  ゃ しすさぇくっ 
くっす おけききっさつっしおけゅけ さけょけゃしこけきけあっくうは, いくぇ-
つうす, さけあぇすぬ あっくとうくに きけゅせす すけかぬおけ ゃ ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくにた おかうくうおぇた (ぉっいゅけかけゃにっ きけゅせす う 
ょけきぇ). ╆くぇつうす, ゃしっ ぉけかはつおう さけょょけきぇ – ねすけ 
う くぇてう こっさっあうゃぇくうは. ¨ぉっ しすけさけくに ゅけゃけ-
さはす けぉ けすしせすしすゃうう ょうぇかけゅぇ. ┿ ゃっょぬ ぇょきうくう-
しすさぇちうは ぉけかぬくうちに う っひ «さけょけゃけっ うきっくうっ» 
くぇたけょはすしは ゃ ょっしはすう きっすさぇた ょさせゅ けす ょさせゅぇ. 
«]ゃはすぇは くぇせおぇ – せしかにてぇすぬ ょさせゅ ょさせゅぇ». 》け-
さけてけ, つすけ っしすぬ ゅぇいっすぇ: こけゅけゃけさうすぬ きけあくけ 
くぇ っひ しすさぇくうちぇた.

╄]〈を ╋′╄′╇╄
〈ぇすぬはくぇ ╇]┿╉¨╁┿, 
いぇゃ. あっくしおけえ おけくしせかぬすぇちうっえ:
– ╆ぇ ぉにすくけしすぬ きけっえ さぇぉけすに うい さけょ-

ょけきぇ せてかう こけつすう 30 つっかけゃっお, すっおせ-
つっしすぬ おぇょさけゃ – くけさきぇかぬくけっ はゃかっくうっ 
う くっ こけゃけょ ょかは うしすっさうおう. 〈っき ぉけかっっ, 
ゃ ょぇくくけき しかせつぇっ さっつぬ うょひす け ゃぇおぇく-
しうはた ゃ おさせこくけき けぉかぇしすくけき こっさうくぇ-
すぇかぬくけき ちっくすさっ, おけすけさにきう ゃけしこけかぬ-
いけゃぇかうしぬ おけかかっゅう-っおぇすっさうくぉせさあちに. 
‶けつっきせ ぉに うき くっ こけこさけぉけゃぇすぬ しっぉは 
くぇ くけゃけえ さぇぉけすっ, おけすけさぇは くぇたけょうす-
しは, つすけ くぇいにゃぇっすしは, ゃ いけくっ ょっえしすゃうは 
しっすう? ╃ぇ う こけ-あうすっえしおう は うた こけくう-
きぇの: おぇあょにえ ょっくぬ っいょうすぬ ゃ ╀っさひいけゃ-
しおうえ, こさけぉうさぇはしぬ つっさっい せすけきうすっかぬ-
くにっ こさけぉおう, – くうおぇおけゅけ ねくすせいうぇいきぇ 
くっ たゃぇすうす. ╉ぇょさに きうゅさうさせのす, おすけ-すけ 
せあっ くっ っょうくけあょに せたけょうか う ゃけいゃさぇ-
とぇかしは, ぇ すっこっさぬ こさうょせす くけゃにっ かのょう. 
╂かぇゃくけっ, つすけぉに しうすせぇちうは くっ けすさぇい-
うかぇしぬ くぇ こぇちうっくすぇた.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹32 îò 31.01.2011
Î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÎÐÂÈ è ãðèïïà â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 
2010/2011 ãîäà

Â ïåðèîä ñ 24.01.2011 ïî 27.01.2011 â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  óñòàíîâëåí óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè 
ÎÐÂÈ è ãðèïïîì âûøå àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîé íåäåëè íà 50,8 % è óðîâíÿ àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 
ïðîøëîãî ãîäà íà 63,4 % . Åæåäíåâíîå êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ ïðåâûøàåò «ïîðîã ïîíåäåëüíèêà íà íåýïèäå-
ìè÷åñêèé ïåðèîä» íà 64-103%, ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ïðåäýïèäåìè÷åñêàÿ.

Â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ñ 25.01.2011 ïî 31.01.2011 ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ è ãðèï-
ïîì ñîñòàâëÿåò 777,9 íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ, ÷òî ïðåâûøàåò â 2,8 ðàçà ïîêàçàòåëü ñðåäíåìíîãîëåòíåãî 
óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñòè è â 1,7 ðàçà ïîêàçàòåëü  àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2010 ãîäà. Îò âñåõ çàáîëåâøèõ 75,2 
% ñîñòàâëÿþò äåòè  äî 17 ëåò. 

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïðåäëîæåíèåì Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà  ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è â  ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè î ðåàëèçàöèè ìåð ïî 
óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíî – ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà îò 25.01.2011 ¹01-01-01-04-03/761, â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è îãðàíè÷åíèþ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà è îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé íà òåððèòîðèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ãëàâíîìó âðà÷ó ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 

áîëüíèöà» ×åòâåðèêîâó Í.Ã.:
1.1. Ââåñòè â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-

íèöà» êàðàíòèí ïî ãðèïïó è îñòðûì ðåñïèðàòîðíûì âèðóñíûì èíôåêöèÿì ñ 01.02.2011.
1.2. Îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ  «Áåðåçîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» ê îñóùåñòâëåíèþ ëå÷åáíûõ, äèàãíîñòè÷åñêèõ, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ïðîòèâîýïèäåìè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ýïèäåìè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà ñðåäè íàñåëåíèÿ Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.3. Àêòèâèçèðîâàòü ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì  ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî âîïðîñàì 
êëèíèêè, äèàãíîñòèêè, ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà è îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé, â ò.÷. íåîáõîäèìî-
ñòè ðàííåãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. 

1.4. Îáåñïå÷èòü ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå çà áåðåìåííûìè, ïðåäóñìîòðåòü îðãàíèçàöèþ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ îòäåëåíèé â ñòàöèîíàðàõ äëÿ èõ ãîñïèòàëèçàöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ; 
ïðè âûÿâëåíèè ïðèçíàêîâ ðåñïèðàòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ ó áåðåìåííûõ îðãàíèçîâàòü ïîñòîÿííîå ìåäèöèíñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå è ïðè íåîáõîäèìîñòè – íåìåäëåííóþ ãîñïèòàëèçàöèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîå îòäåëåíèå.

1.5. Ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ àïòå÷íîé ñåòè ïðîòèâîâèðóñíûìè ïðåïàðàòàìè è ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé 
çàùèòû; îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü çà ñîçäàíèåì íåñíèæàåìîãî è ïîñòîÿííî îáíîâëÿåìîãî çàïàñà äèàãíîñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
ïî ìåðå èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, äåçèíôåêöèîííûõ ñðåäñòâ, 
ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ýïèäåìè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà ñðåäè íàñåëåíèÿ. 

1.6. Ââåñòè â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàçäåëüíûé ïðèåì ïàöèåíòîâ ñ ïðèçíàêàìè 
ÎÐÂÈ è äðóãèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïðè íåîáõîäèìîñòè – îòñðî÷èòü ïëàíîâûé ïðèåì áîëüíûõ.

1.7. Â ïåðèîä ìàññîâîãî ïîñòóïëåíèÿ áîëüíûõ îðãàíèçîâàòü ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà äîìó 
ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè áðèãàä íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

2. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Áðàò÷èêîâó À.Â.:
2.1. Îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó ðàííåãî àêòèâíîãî âûÿâëåíèÿ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ãðèïïîì è ÎÐÂÈ ñðåäè 

ñîòðóäíèêîâ, ó÷àùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ: ââåäåíèå «óòðåííåãî ôèëüòðà» è èçîëÿöèè ëèö ñ ïðèçíàêàìè çà-
áîëåâàíèÿ èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

2.2. Ïðèíÿòü ìåðû ïî îòñòðàíåíèþ îò ðàáîòû, ó÷åáû è/èëè ïîñåùåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ëèö 
ñ ïðèçíàêàìè îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé.

2.3. Îáåñïå÷èòü ïðèîñòàíîâëåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà â îòäåëüíûõ ãðóïïàõ, êëàññàõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïðè îòñóòñòâèè ïî ïðè÷èíå çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì è ÎÐÂÈ îò 20% äî 25% äåòåé â êëàññàõ, ãðóïïàõ 
è ó÷ðåæäåíèÿõ â öåëîì  ïðè îòñóòñòâèè 30% è áîëåå îò ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

2.4. Îáåñïå÷èòü ïîääåðæàíèå îïòèìàëüíîãî òåïëîâîãî ðåæèìà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ââåäå-
íèå «ìàñî÷íîãî ðåæèìà», ïðîâåäåíèå òåêóùåé äåçèíôåêöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì âèðóëèöèäíûõ äåçèíôåêòàí-
òîâ, ðåæèìîâ ïðîâåòðèâàíèÿ.

2.5. Îãðàíè÷èòü ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîâîäèìûõ â 
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.

2.6. Îðãàíèçîâàòü äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå ïåðñîíàëà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì ïðî-
ôèëàêòèêè ãðèïïà è ÎÐÂÈ; ïîðó÷èòü ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäèòü 
ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ðîäèòåëåé ïî âîïðîñàì èíäèâèäóàëüíîé è  îáùåñòâåííîé ïðî-
ôèëàêòèêè ãðèïïà è îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì  ââåñòè ñ 01.02.2011 
îãðàíè÷åíèå íà ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ  îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîâîäèìûõ â çàêðû-
òûõ ïîìåùåíèÿõ. 

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé  âíåñòè êîððåêòèâû â 
ðàáîòó â ÷àñòè ïðèîñòàíîâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ñ  01.02.2011.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Øåëóõèíó Î.Â.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ



╁ぇおぇくしうう
• ╀っしこかぇすくけ ゃにゃっいっき う ゃに-
くっしっき ゃぇて しすぇさにえ たけかけょうかぬくうお, 
しす. きぇてうくせ, こかうすに, ゃぇくくに, すさせぉに 
う す.ょ. 8 (343) 361-15-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか こけょ かのぉけっ こけおさに-
すうっ, しぇくすった. さぇぉけすに. 8-908-90-68-758.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったさぇぉけすに. 8-902-26-24-779.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 8-908-90-24-652.
[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ. 
ぁかっおすさうおぇ. 8-908-91-39-742, 
8-904-17-51-720.

[╄╉╊┿╋┿

• ̈ おぇあせ ぉせた. せしかせゅう ╇‶ う けさゅぇ-
くういぇちうはき. 8-902-87-54-804.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁しっ ゃうょに しぇくすった. う ねかっお-
すさけきけくすぇあくにた さぇぉけす. 〈ぇおあっ 
せしすさぇくの かのぉにっ いぇしけさに. ╀けかぬ-
てけえ けこにす, おぇつっしすゃけ. 『っくに しすぇ-
さにっ. 8-902-44-14-019.

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう ]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

[ぇいくけっ

• ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶けさけしはすぇ. 4-91-87, 8-912-21-
33-613.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉ゃぇさすうさに (しせすおう, つぇし). 8-909-
00-90-450.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ]さけつくけ! 2-おけきく. おゃ. うかう 
ょけき. ‶けさはょけお う けこかぇすせ ゅぇさぇくすう-
させの. 8-904-98-54-425.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っきっえくぇは こぇさぇ (ゃ ゃけいさぇしすっ) 
しくうきっす 1-おけきく. おゃ. うかう おけきくぇ-
すせ. 』うしすけすせ う こけさはょけお ゅぇさぇくすうさせ-
っき. 8-902-87-61-914.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 5/5, 
さっきけくす, 28,7 き2. 8-919-38-13-700.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ. 8-912-27-
52-338.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けすすっょあ, せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 
おうさこうつ, 300 き2, ぉぇくは, ゅけしす. ょけき, せつ-お 
6 しけす. ゃ しけぉしす., ゃけいきけあっく けぉきっく, 
うこけすっおぇ. 8-912-69-52-442.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, こ. ]すぇくけゃぇは. ′っょけさけゅけ. 
8-902-40-91-388.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあくにえ ぉけおし, 23 き2, けゃけと. 
はきぇ. 8-908-90-03-657 (]けしくけゃにえ ぉけさ).

[╄╉╊┿╋┿ • ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 
す, けすしっゃ, とっぉっくぬ. ┿ゃすけねゃぇおせぇすけさ. 
8-922-20-38-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す, 
けすしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ. ┿ゃすけねゃぇおせぇ-
すけさ.  8-922-21-31-317. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す. 
8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6 き, 6 す. 
8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す, しすさっかぇ 3 す. 
8-904-38-14-144, 8-912-64-53-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ».  
〉ぉけさおぇ しくっゅぇ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• «╉┿╋┿╆»-しぇきけしゃぇか, 10 す. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ, せぉけさおぇ しくっゅぇ. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 
させぉ./つ. 8-904-54-32-354.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお JCB 
+ ゅうょさけきけかけす. 8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けかせこさうちっこ, 13,6 き, ぉけさす. 
8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-
475.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ すぇおしう ゃけょうすっかう くぇ «╁┿╆». 
8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ. 【ぇさすぇて. 341-59-93.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき (きっ-
すぇかかけこさけおぇす, ぇかのきうくうえ), いくぇくうっ 
"1]" (8), ′╀‶. (343) 345-08-72.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨こっさぇすけさ ‶╉ ゃ けすょっか しぉにすぇ 
(いくぇくうっ "1]"), ぉせたゅぇかすっさ (いくぇくうっ 
"1]"). 8-909-01-61-095.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぉけさとうお-おけきこかっおすけゃとうお 
くぇ しおかぇょ. 8-963-05-08-225.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう-しぉけさとうおう, けこにす, 
さぇぉけすぇ ゃ ちったっ, い/こ 20 す.さ. 8-953-
38-63-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせっすしは さぇしおさけえ-
とうちぇ ゃ ちった こけ こけてうゃせ さのおいぇおけゃ, 
さぇくちっゃ, しせきけお. 4-85-97, 8-922-22-
85-477.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. "]", くぇ きぇくうこせ-
かはすけさ. 8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

• ╃けき. ょっす. しぇょ. 8-963-27-32-363.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおう けす 1 おゅ ょけ 3 す. 
8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-61-95-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-963-04-52-027.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 800 させぉ. 8-902-
87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 700 させぉ. ‶うかけきぇすっさうぇか, 
いぇぉけさくにっ しすけかぉうおう. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ, けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 8-963-85-16-343.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-912-62-11-559.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょさけゃぇ, 
しさっいおぇ こうかっくぇは, しけさす 1. 8-953-
05-45-153.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ (ぉっさっいぇ おけかけすぇは), し ょけ-
しすぇゃおけえ. 8-912-62-11-559.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ しせたうっ, おけかけすにっ. ╂けさ-
ぉにかぬ くぇこうかっくくにえ. 8-961-57-36-
475.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-
420, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
8-912-69-99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っかっゃういけさに "Shivaki" 54 しき, 
ち. 2 す.さ., "Panasonic" 72 しき, ち. 3 
す.さ. 8-902-27-83-749.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ‶けょせておう けす きっぉっかぬくけゅけ 
くぇぉけさぇ "╉かぇさぇ", ‶‶〉 5 てす., きけあくけ 
ぉ/せ. 8-904-17-96-090.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすおぇ: すさけすせぇさ., そぇしぇょくぇは, 
ぉけさょのさ. 8-904-38-14-144.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ くぇ 
ょけきせ. ╀っい ゃにたけょくにた. ‶っくしうけくっさぇき 
しおうょおぇ 10%. 8-912-28-37-529.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
╂ぇさぇくすうは. 8-922-60-09-429.

[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

• ┿おゃぇぇねさけぉうおぇ. 8-912-60-
01-909. ′ぇすぇかぬは.

[╄╉╊┿╋┿

4 8 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-35

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 65683. 〈うさぇあ 3035. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru ╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 

うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす 
さっおかぇきけょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33.

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

¨すょっか さっおかぇきに - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《けすけおけささっしこけくょっくす - ┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨.

‶さけしぬぉぇ くぇこさぇゃかはすぬ しけけぉとっくうは くぇ けょうく うい しかっょせのとうた ぇょさっしけゃ:
bgo@list.ru – ょかは けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきに ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ,
brreklama@mail.ru– ょかは さっおかぇきに う ╁]╄》 ゃうょけゃ けぉなはゃかっくうえ,
bergrad@mail.ru – ょかは けぉさぇとっくうえ う いぇこさけしけゃ ゅさぇあょぇく.

‶けょぇすぬ けぉなはゃかっくうっ う こけょこうしぇすぬしは くぇ ゅぇいっすせ ゃに きけあっすっ おさせゅかけしせすけつくけ こけ ぉっしこかぇすくけきせ すっかっそけくせ: 8-800-3001-076.

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÊÓÏËÞ

• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.
[╄╉╊┿╋┿

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè
8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

[╄╉╊┿╋┿

«[せししおうえ たかっぉ»
][¨』′¨ 〈[╄╀〉╄〈]ぅ!

きっくっょあっさ こけ さぇぉけすっ し 
おかうっくすぇきう

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

┋〞┗┇┌┒, 
┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, 
┑┏┒─┚
┇ ┑.┃. 

(343) 361-15-10
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ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3900 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5900 – «こけょ おかのつ»

[ぇししさけつおぇ ぉっい %
┥′╋〈╉『-｠╉〈』》, 【[. ┵』》〉′』╉[╉¨, 4, 3 ゃ』.

www.gostspecstroy.ru   219-43-83, 8-904-16-15-763
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Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà äëÿ òåõ, êòî 
õî÷åò ñîçäàòü ñâîé áèçíåñ! Áåç 

íà÷àëüíîãî êàïèòàëà. 

8-922-22-75-274

ñ 10-00 äî 17-00 [╄
╉╊

┿╋
┿

ÎÎÎ "ÁÐÎÇÝÊÑ" 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

{ おけくすさけかっさ しすっくけゃにた う ゃはあせとうた 
きぇすっさうぇかけゃ (あっくとうくぇ, 25-45 かっす, けぉさぇいけゃぇくうっ くっ くうあっ 
しさっょくっ-しこっちうぇかぬくけゅけ, ぉっい ゃ/こ)
{ ねかっおすさけきけくすっさ (きせあつうくぇ, 25-45 かっす, けこにす さぇぉけすに けす 
1 ゅけょぇ, ぉっい ゃ/こ)

4-000-4
[╄╉╊┿╋┿

ぜñöí¿¿ÜëÇóôñï¡Üñ äëñÑäëó　öóñ         
 だだだ «でぎんず ó と»

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
ßÜêÇí¿öñëí äÜ ½íöñëóí¿í½

{ Üßëí£ÜçíÖóñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜñ
{ Üä▲ö ëíßÜö▲

づíßÜöí ç äÜïñ¿¡ñ ぜÜÖñöÖ▲ú
づñ£0½ñ äëóï▲¿íöá äÜ íÑëñïÜ: sealik_oup@mail.ru

(34369) 3-40-88, 3-40-89, 8-908-63-00-464
ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぜí¡ïó½í ゎÜëá¡ÜÇÜ, 1
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╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿


