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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, 2 きぇさすぇ
ぅしくけ, 

ょくひき -6-8, 
くけつぬの -18-20

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 747 きき さす.しす.
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╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは: 03.03.2011 ゅ.
╁さっきは こさけゃっょっくうは: 9.00 
1. ¨ぉ けすつひすっ け ゃにこけかくっくうう こさけゅさぇききに 

こさうゃぇすういぇちうう きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ 
╀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 いぇ 2010 
ゅけょ.

2. ¨ ゃくっしっくうう ょけこけかくっくうえ ゃ つ.1 しす.4 
‶さけゅさぇききに せこさぇゃかっくうは きせくうちうこぇかぬくけえ 
しけぉしすゃっくくけしすぬの, いっきっかぬくにきう さっしせさしぇきう 
う こさうゃぇすういぇちうう きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっ-
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 くぇ 
2011 ゅけょ.

3. ¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうは  ゃ ‶けかけあっ-
くうっ «¨   こけさはょおっ   ゃにょぇつう さぇいさってっくうは 
くぇ せしすぇくけゃおせ  さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう ゃ 
╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ», せすゃっさあ-
ょひくくけっ さってっくうっき ╃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 けす 21.02.2008  わ391 (ゃ 
さっょぇおちうう けす 22.12.2009 わ104).

4. ¨ぉ せすゃっさあょっくうう ‶けかけあっくうは け こけ-
さはょおっ こさっょけしすぇゃかっくうは いっきっかぬくにた せつぇしす-
おけゃ う けさゅぇくういぇちうう せつひすぇ ゅさぇあょぇく, うきっの-
とうた こさぇゃけ くぇ こさうけぉさっすっくうっ いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ ょかは うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ あうかうと-
くけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ ゃ しけぉしすゃっくくけしすぬ 
ぉっしこかぇすくけ くぇ すっささうすけさうう ╀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.

5. ¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ さってっくうっ 
╃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 けす 
20.04.2006  わ203 «¨ぉ せすゃっさあょっくうう ‶け-
かけあっくうは け くぇいくぇつっくうう う ゃにこかぇすっ こっくしうう 
いぇ ゃにしかせゅせ かっす かうちぇき, いぇきっとぇゃてうき きせ-
くうちうこぇかぬくにっ ょけかあくけしすう う きせくうちうこぇかぬ-
くにっ ょけかあくけしすう きせくうちうこぇかぬくけえ しかせあぉに ゃ 
╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ.

╂[╇‶‶

╂〉╊ぅ╄╋╂〉╊ぅ╄╋

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ 
‶けこせかはさくにっ し すゃけさけゅけき う きはしけき, しかぇょおうっ し きひ-

ょけき う ゃぇさっくぬっき, くっけぉにつくにっ し こさうこひおけき う すにおゃけえ… 
┿ っとひ うい くうた きけあくけ ょっかぇすぬ こうさけゅう, すけさすに う ょぇあっ 
こうちちせ! ╀かうくに – ゅかぇゃくにっ ゅっさけう きぇしかっくうつくけえ くっょっかう, 
くぇつぇゃてっえしは ゃつっさぇ. 

╁ こけしかっょくうっ ょくう こっさっょ ╁っかうおうき こけしすけき たけいはえ-
おう くっ こけおかぇょぇは しおけゃけさけょ ゃにこっおぇのす いけかけすうしすけっ 
かぇおけきしすゃけ, こけ すさぇょうちうう せゅけとぇは うき ゃしった ゅけしすっえ. 
〈った, おすけ しぇき おせかうくぇさうすぬ くっ ゅけさぇいょ, くぇおけさきはす ゃ ゅけ-

さけょしおうた おぇそっ, ゃ きっくの おけすけさにた こけはゃうかうしぬ ぉかうくに 
くぇ かのぉけえ ゃおせし う おけてっかひお: けす こさけしすにた しけ しゅせとひく-
おけえ, ょけ ちぇさしおうた し うおさけえ.

╁ ゅさはょせとっっ ゃけしおさっしっくぬっ きぇくはとうえ いぇこぇた しゃっあっう-
しこっつひくくにた ぉかうくけゃ さぇいけかぬひすしは こけ ╀っさひいけゃしおけきせ – 6 
きぇさすぇ しけしすけうすしは ゅけさけょしおけっ こさぇいょくけゃぇくうっ ╋ぇしかっ-
くうちに. 【うさけおけっ ゅせかはくぬっ, さぇくっっ すさぇょうちうけくくけ こさけ-
ゃけょうゃてっっしは くぇ くにくっ けぉかにしっゃてっえ ‶すうつぬっえ ゅけさおっ, 
こっさっったぇかけ くぇ 〈けさゅけゃせの こかけとぇょぬ. ‶さぇいょくうお, けさゅぇ-
くういけゃぇくくにえ せこさぇゃかっくうっき おせかぬすせさに う しこけさすぇ う ゅけ-
さけょしおうき おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃにき ちっくすさけき, しすぇさすせっす ゃ 
こけかょっくぬ. 

╁ しすぇさうくせ ゃっさうかう: «くっ こけすってうてぬ くぇ てうさけおせの きぇし-
かっくうちせ – いくぇつうす, あうすぬ ゃ ゅけさぬおけえ ぉっょっ う あういくぬ ゅけさっき 
おけくつうすぬ». ╁っしひかにっ しおけきけさけたう さぇいゃかっおせす しけぉさぇゃてうた-
しは  つぇしすせておぇきう う こかはしおぇきう. ╁ こさけゅさぇききっ こさぇいょくうおぇ 
すさぇょうちうけくくにっ おけくおせさしに う いぇぉぇゃに: ぉっゅ ゃ きっておぇた, 
こけょくはすうっ ゅうさう う きくけゅけつうしかっくくにっ ぇすすさぇおちうけくに. ╁ 
ゅせかはくうはた こさうきせす せつぇしすうっ ゃしっ すゃけさつっしおうっ おけかかっおすう-
ゃに ╂╉╃『: すっぇすさぇかぬくぇは しすせょうは «╃っぉのす», ちうさお «┿す-
すさぇおちうけく», 》けさ ゃっすっさぇくけゃ, «╀ぇぉぬっ かっすけ», «╆けかけすけえ 
おぇぉかせつけお» う ょさせゅうっ. 

╇, おけくっつくけ, ょかは せつぇしすくうおけゃ こさぇいょくうおぇ ぉせょっす けさゅぇ-
くういけゃぇくけ こけっょぇくうっ ぉかうくけゃ ゃ くっけゅさぇくうつっくくにた おけかう-
つっしすゃぇた, ぇ すぇおあっ ゅけさはつうえ つぇえ. 

╆ぇあうゅぇすっかぬくにき いぇゃっさてっくうっき こさけゃけょけゃ いうきに しすぇ-
くっす しけああっくうっ つせつっかぇ ╋ぇしかっくうちに. 

┳┲┯┲┦┬┱┤ ┫┤┥┲┯┩┦┼┬┹ – ┨┩┶┬
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
] 14 こけ 17 そっゃさぇかは こけ けぉ-

かぇしすう いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 38242 
しかせつぇは いぇぉけかっゃぇくうは ゅさうここけき 
う ¨[╁╇, つすけ くぇ 13 こさけちっくすけゃ 
くうあっ せさけゃくは こさっょにょせとっえ くっ-
ょっかう, くけ いくぇつうすっかぬくけ こさっゃに-
てぇっす «こけさけゅ こけくっょっかぬくうおぇ». 
′ぇ すっささうすけさうう ╀╂¨, おぇお しけけぉ-
とうかう くぇき しこっちうぇかうしすに ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ そうかうぇかぇ ちっくすさぇ ゅうゅう-
っくに う ねこうょっきうけかけゅうう, ゃ ねすけす あっ 
こっさうけょ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 1080 
しかせつぇっゃ いぇぉけかっゃぇくうは ゅさうここけき 
う ¨[╁╇, こけおぇいぇすっかぬ しけしすぇゃうか 
161,2 くぇ 10 すにしはつ くぇしっかっくうは, 
つすけ くぇ 13 こさけちっくすけゃ くうあっ 
せさけゃくは こさっょにょせとっえ くっょっかう, くけ 
こさっゃにてぇっす しさっょくっきくけゅけかっすくうえ 
せさけゃっくぬ ゃ 3,5 さぇいぇ. ╁  けしくけゃ-
くけき こけょ せょぇさ ねこうょっきうう こけこぇ-
かう ょっすう ょけ 14 かっす: うた ょけかは  ゃ 
しすさせおすせさっ いぇぉけかっゃてうた しけしすぇゃう-
かぇ  53 こさけちっくすぇ.

′ぇこけきくうき, つすけ ゅさうここ – ゃう-
させしくぇは うくそっおちうは, おけすけさぇは こけ-

さぇあぇっす ゃ けしくけゃくけき くけし, ゅけさかけ, 
ぉさけくたう, うくけゅょぇ かひゅおうっ. ¨ぉにつくけ 
ぉけかっいくぬ ょかうすしは けおけかけ くっょっかう, 
っひ たぇさぇおすっさくにっ こさういくぇおう – さっい-
おけっ こけゃにてっくうっ すっきこっさぇすせさに, 
きにてっつくにっ う ゅけかけゃくにっ ぉけかう, 
しうかぬくけっ くっょけきけゅぇくうっ, くっこさけ-
ょせおすうゃくにえ おぇてっかぬ, ぉけかぬ ゃ ゅけさかっ 
う さうくうす. 

╁うさせし かっゅおけ こっさっょぇひすしは けす 
つっかけゃっおぇ つっかけゃっおせ ゃけいょせて-
くけ-おぇこっかぬくにき こせすひき ゃけ ゃさっきは 
おぇてかは うかう つうたぇくうは. ╀けかぬてうく-
しすゃけ うくそうちうさけゃぇくくにた ゃにいょけ-
さぇゃかうゃぇっす いぇ けょくせ-ょゃっ くっょっ-
かう ぉっい おぇおけゅけ-かうぉけ かっつっくうは. 
¨ょくぇおけ, ょかは ょっすっえ, こけあうかにた 
かのょっえ う かのょっえ, しすさぇょぇのとうた 
しっさぬひいくにきう いぇぉけかっゃぇくうはきう, 
ゅさうここ けこぇしっく, ゃっょぬ けく きけあっす 
こさうゃっしすう お けしかけあくっくうはき けし-
くけゃくにた いぇぉけかっゃぇくうえ, さぇいゃうすうの 
こくっゃきけくうう う しきっさすう.

╉ぇお いぇとうすうすぬしは けす ¨[╁╇ う 
ゅさうここぇ? ╁しっき ょけしすせこくに ゃぇすくけ-

きぇさかっゃにっ こけゃはいおう. ╇くそっおちうは 
きけあっす かっゅおけ こっさっょぇゃぇすぬしは つっ-
さっい ゅさはいくにっ させおう. ′ぇぉかのょっくうは 
こけおぇいぇかう, つすけ こさう させおけこけあぇ-
すうう, つっさっい させつおう ょゃっさっえ, ょさせゅうっ 
こさっょきっすに ゃうさせしに こっさったけょはす くぇ 
させおう いょけさけゃにた, ぇ けすすせょぇ お くけしせ, 
ゅかぇいぇき, さすせ. ‶けねすけきせ ゃけ ゃさっきは 
ねこうょっきうう きっょうおう さっおけきっくょせのす 
けすおぇいぇすぬしは けす させおけこけあぇすうは, いぇすけ 
しけゃっすせのす つぇしすけ きにすぬ させおう, けしけ-
ぉっくくけ ゃけ ゃさっきは ぉけかっいくう, せたけょぇ 
いぇ ぉけかぬくにき.

′っ しすけうす ゃ ねすう ょくう ぇおすうゃくけ 
こけかぬいけゃぇすぬしは けぉとっしすゃっくくにき 
すさぇくしこけさすけき う たけょうすぬ ゃ ゅけしすう. 
╃っすう う ゃいさけしかにっ ょけかあくに おぇお 
きけあくけ ぉけかぬてっ ゃさっきっくう くぇ-
たけょうすぬしは くぇ しゃっあっき ゃけいょせたっ: 
すぇき いぇさぇいうすぬしは ゅさうここけき こさぇお-
すうつっしおう くっゃけいきけあくけ. ′っけぉたけ-
ょうきけ こさうくうきぇすぬ ぇしおけさぉうくけ-
ゃせの おうしかけすせ う こけかうゃうすぇきうくに. 
]-ゃうすぇきうくういぇちうの かせつてっ こさけゃけ-
ょうすぬ し ょっおぇぉさは こけ ぇこさっかぬ.
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┫┤ ┥┬┥┯┬┲┶┩┮┷
╇さうくぇ 〈╄╋╊ぅ╉¨╁┿, 
いぇゃ. ぉうぉかうけすっおけえ
] 11 そっゃさぇかは こさうくうきぇっす つう-

すぇすっかっえ くけゃぇは ぉうぉかうけすっおぇ ]すぇ-
さけこにてきうくしおぇ. ╉けくっつくけ, っひ くっ 
しさぇゃくうすぬ し こさっあくっえ: しっえつぇし ゃ たさぇ-
くうかうとっ おくうゅ しゃっすかけ う こさけしすけさくけ, 
せょけぉくけ さぇしこけかけあっくに しすっかかぇあう, 
こさけゃっょっくぇ こけあぇさくぇは しうゅくぇかういぇ-
ちうは. ╁ しすぇさけき こけきっとっくうう すけあっ 
ぉにかけ せのすくけ, くけ あういくぬ こけさすうかう 
こさけぉかっきくぇは ねかっおすさけこさけゃけょおぇ, 
こさけゅくうゃてうえ こけか, けぉゃぇかうゃてぇはしは 
し こけすけかおぇ  てすせおぇすせさおぇ, こさけすっおぇゃ-
てぇは おさにてぇ. ╁ つうすぇかぬくけき いぇかっ こけ-
きっとぇかうしぬ くっ ぉけかぬてっ 13 つっかけゃっお,  
くっ せょうゃうすっかぬくけ: ねすけ ぉにか あうかけえ 
ょけき, こけしすさけっくくにえ かっす 100 くぇいぇょ. 
‶け ょけしすけゃっさくにき うしすけつくうおぇき うい-
ゃっしすくけ, つすけ ぉうぉかうけすっおぇ さぇしこけかぇ-
ゅぇかぇしぬ ゃ くひき し 1954 ゅけょぇ.

╆ょぇくうっ あっ, ゃ おけすけさけき しっえつぇし 
くぇたけょはすしは ぉうぉかうけすっおぇ う おせかぬ-
すせさくけ-ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ こけしひかおぇ, 
ぉにかけ ゃけいゃっょっくけ ゃ 1962-き ょかは 
ょっすしおけゅけ しぇょぇ. 16 かっす くぇいぇょ っゅけ 
いぇおさにかう くぇ おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす, 
くけ こけしかっ けすおさにすぬ ╃¨〉 すぇお う くっ 
せょぇかけしぬ…

╉けゅょぇ けょうく ねすぇあ ぉにゃてっゅけ ょっす-
しぇょぇ いぇくはかう ¨╁‶ う しすけきぇすけかけゅう-
つっしおうえ おぇぉうくっす, ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう 
]すぇさけこにてきうくしおぇ しすぇかう ょせきぇすぬ, 
おぇお かせつてっ さぇしこけさはょうすぬしは けしすぇかぬ-
くけえ こかけとぇょぬの. ¨ょくう こさっょかぇゅぇかう 
さぇいきっしすうすぬ いょっしぬ こぇさうおきぇたっさ-
しおせの うかう きぇしすっさしおせの こけ さっきけくすせ 
けぉせゃう,  ょさせゅうっ – ぇこすっおせ, こけつすせ, 
すさっすぬう – ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ. ╁しひ 
ねすけ ぉにかけ ぉに くっかうてくうき くぇてうき 
あうすっかはき,  くけ こけょせきぇかう, つすけ くけゃけ-
しひかぇきう ょけかあくに しすぇすぬ ぉうぉかうけすっおぇ 
う おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ, せ 
おけすけさけゅけ くぇ すけす きけきっくす う ゃけゃしっ 
くっ ぉにかけ しゃけっゅけ せゅかぇ, くっゅょっ ぉにかけ 
さっこっすうさけゃぇすぬ しぇきけょっはすっかぬくにき 
ぇさすうしすぇき, けぉとぇすぬしは きけかけょひあう. 
] ねすうき こさっょかけあっくうっき こさっあくうえ 
ゅかぇゃぇ こけしひかおぇ 〈. ぁくすっくすっっゃぇ う 
けぉさぇすうかぇしぬ お ょっこせすぇすぇき ╃せきに 
╀╂¨. ╀かぇゅけょぇさは せぉっょうすっかぬくにき 
ょけゃけょぇき 〈ぇきぇさに ┿くぇすけかぬっゃくに 
きっしすくにっ いぇおけくけょぇすっかう こさけくう-
おかうしぬ うょっっえ, ゃにくっしかう こけかけあう-
すっかぬくけっ さってっくうっ う うい ゅけさけょしおけ-
ゅけ ぉのょあっすぇ ゃにょっかうかう ょっくぬゅう くぇ 
さっきけくす こけきっとっくうは. 〉こさぇゃかっくうっ 
おせかぬすせさに う しこけさすぇ しけしすぇゃうかけ 
しきっすせ, ょけゅけゃけさ しけ しすさけうすっかぬくけえ 
けさゅぇくういぇちうっえ, ぉさうゅぇょに おけすけさけえ 
いぇ 40 ょくっえ ょけかあくに ぉにかう けつっくぬ 
いぇこせとっくくにえ こっさゃにえ ねすぇあ さっ-
しすぇゃさうさけゃぇすぬ, けぉっしこっつうすぬ っゅけ 
ねかっおすさけしくぇぉあっくうっき う せしすぇくけゃうすぬ 
くっけぉたけょうきせの しぇくすったくうおせ. ] いぇょぇ-
つっえ けくう しこさぇゃうかうしぬ: ゃ しっさっょうくっ 
ょっおぇぉさは さっきけくす ぉにか いぇおけくつっく.

╆ぇすっき ぉにか くっこさけしすけえ こっさっっいょ. 
] ねくすせいうぇいきけき こけきけゅぇかう «ねゃぇおせ-
うさけゃぇすぬ» すけきぇ くっ すけかぬおけ つうすぇすっ-
かう ぉうぉかうけすっおう う おけかかっゅう うい 『╀]: 
おくうゅう, しすっかかぇあう う きっぉっかぬ  こっさっ-
ゃけいうかう  ゃけっくくけしかせあぇとうっ しさけつ-
くけえ しかせあぉに. ]けかょぇすに さぇぉけすぇかう 
こけ-ゃけっくくけきせ しかぇあっくくけ う ぉにしすさけ. 
┿ し すさぇくしこけさすけき こけきけゅかぇ 〉さぇかぬ-
しおぇは きっぉっかぬくぇは ゅさせここぇ «′けゃにえ 
ゃっお». ‶けすけき ゃいはかうしぬ いぇ おうしすう う 
おさぇしおせ つうすぇすっかう ╁. ┿くすさけこけゃ, ┿. 
╉けゃぇかっくおけ, ╊. ┿くすさけこけゃぇ, ′. ¨しっ-
すさけゃぇ: うき こさうてかけしぬ こさうゃけょうすぬ ゃ 
こけさはょけお しすっかかぇあう. ′っ けしすぇかうしぬ ゃ 
しすけさけくっ けす こさうはすくにた, くけ くっこさけ-
しすにた たかけこけす ぇおすうゃうしすに しけゃっすぇ ゃっ-
すっさぇくけゃ ]すぇさけこにてきうくしおぇ. ╉くうあ-
おう こけきけゅかう さぇししすぇゃうすぬ さっぉはすぇ 
うい ¨〉 わ29. ╁けす すぇお, ぉかぇゅけょぇさは 
けぉとうき せしうかうはき ょっこせすぇすけゃ, ぇょきう-
くうしすさぇちうう ╀╂¨, あうすっかっえ こけしひかおぇ, 
ゃいさけしかにた う ょっすっえ, ゃしった ょさせいっえ ゃ 
くぇてっき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ こけはゃうか-
しは っとひ けょうく しけゃさっきっくくにえ ちっくすさ 
おせかぬすせさに, ょけしせゅぇ う こさけしゃっとっくうは. 
╃けぉさけ こけあぇかけゃぇすぬ お くぇき!

┿╉〈〉┿╊を′¨
‶¨╃ ╃[〉╅′¨╄ ╋¨╊』┿′╇╄: ]╁╄[╃╊¨╁]╉┿ぅ 

¨╀╊┿]〈を ╊╇【┿╄〈]ぅ ‶[¨╂[┿╋╋｠
«╋┿〈を ╇ ╃╇〈ぅ»

〉[┿╊を]╉╇╄ ‶╄╃╇┿〈[｠ ╇ ┿╉〉【╄[｠-╂╇′╄╉¨╊¨╂╇ ╊╇【╇╊╇]を 
╃¨‶╊┿〈 ╉ ╋ぁ]┿╋

«〈はあひかにえ しかせつぇえ, — おけききっく-
すうさせっす しうすせぇちうの つかっく おけきうすっすぇ 
けぉかぇしすくけえ ょせきに こけ しけちうぇかぬくけえ 
こけかうすうおっ ╁かぇょうきうさ ╉さぇしくけかけぉけゃ. 
— ] けすきっくけえ ょけこかぇすに お ╋ぁ]ぇき 
こけしすさぇょぇか しさっょくうえ う きかぇょてうえ 
きっょこっさしけくぇか. ╁ しせぉぉけすせ は けぉとぇか-
しは し しっさけゃしおうき ぇおせてっさけき. ╆ぇさ-
こかぇすぇ せ くっゅけ 8-10 すにしはつ させぉかっえ. ╉ 
つっきせ きに てかう, おけゅょぇ させおけゃけょうすっかぬ 
きっょせつさっあょっくうは こけかせつぇっす ゃ 15-20 
さぇい ぉけかぬてっ さぇぉけすくうおけゃ? ′けゃぇは 
おぇすっゅけさうえくけしすぬ (さぇいさはょくぇは しっすおぇ 
こっさしけくぇかぇ, しけおさぇとっくうっ ょけこかぇすに 
くぇ 2-3 しすぇゃおぇた) くっ こさけしつうすぇくぇ. ′ぇ 

すっささうすけさうう さぇえけくけゃ こけはゃうかけしぬ 
ぉけかっっ ょっしはすおぇ ぉけかぬくうち, くぇ くうた 
しっえつぇし ぉさけしぇのすしは. ′け う ねすう ぉけかぬ-
くうちに くっょけこけかせつぇのす». 

‶さけおけききっくすうさけゃぇすぬ しうすせぇちうの 
ゃ さけょょけきぇた う けすょっかっくうはた さぇくくっ-
ゅけ ゃけいさぇしすぇ ゃさぇつう けすおぇいにゃぇのすしは. 
«〉こさぇゃかっくうっ いょさぇゃけけたさぇくっくうは くぇ-
しすさけゅけ いぇこさっすうかけ さぇしこさけしすさぇくはすぬ-
しは», — こけはしくうか けょうく しけぉっしっょくうお.

‶けおぇ きせくうちうこぇかぬくにっ つうくけゃ-
くうおう しおさにゃぇのす うくそけさきぇちうの け 
しゃひさすにゃぇくうう こさけゅさぇききに «╋ぇすぬ う 
ょうすは», くぇ ょっかっ しすさぇょぇのす さけあっくう-
ちに う ゃさぇつう.

ぢÜ£Ñëíç¿　ñ½ ï がÖ、½ ëÜ¢ÑñÖó　 
ÇñÖñëí¿áÖÜÇÜ Ñóëñ¡öÜëí げんだ «ゐげでと» 
ん¿ñ¡ïíÖÑëí づÜÑÜ¿áâÜçóôí ぱづごゐばでん

〉ゃぇあぇっきにえ 
┿かっおしぇくょさ [せょけかぬそけゃうつ!

〉しこってくけっ くぇしすけはとっっ う ぉせょせとっっ 
╀っさひいけゃしおけゅけ いぇゃけょぇ しすさけうすっかぬくにた 

おけくしすさせおちうえ いぇゃうしうす けす ╁ぇし – けそうちっさぇ, 
させおけゃけょうすっかは, しっきぬはくうくぇ, ぉかぇゅけすゃけさうすっかは.  

╀かぇゅけょぇさは ょけゃっさうの しゃけっゅけ おけかかっおすうゃぇ, 
╁に, ょぇあっ ゃ おさういうしくにっ ゅけょに, さぇいゃうゃぇかう 

しゃけひ こさっょこさうはすうっ くぇ しかぇゃせ ゅけさけょせ 
う くぇ こけかぬいせ けぉとっしすゃせ.

]けすくう かのょっえ, さぇぉけすぇのとうた くぇ ╀╆]╉, 
すゃひさょけ せゃっさっくに ゃ しゃけひき ぉせょせとっき.

╃っしはすおう しこけさすうゃくにた おけきぇくょ ゅけさけょぇ 
すさっこっとせす こっさっょ しさぇあっくうっき 

し さぇぉけつっえ きけかけょひあぬの.
〈にしはつう ぉっさっいけゃつぇく – ゃっすっさぇくに いぇゃけょぇ, 

ょっすう う しせこさせゅう さぇぉけすくうおけゃ – けぉなっょうくっくに 
ゃ ぉけかぬてせの いぇゃけょしおせの しっきぬの.
╀けかぬてけきせ おけさぇぉかの – ゅけさょけしすう 

╀っさひいけゃしおけゅけ – ぉけかぬてけっ 
こかぇゃぇくうっ! ┿ おぇこうすぇくせ – 

あっかっいくけゅけ いょけさけゃぬは 
う せょぇつう ゃけ ゃしった 
っゅけ くぇつうくぇくうはた!

[っょぇおちうは ゅぇいっすに 
«╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ»

¨╉¨ ╂¨]〉╃┿[╄╁¨
«┮┲┱┩┻┱┤╃ ┲┵┶┤┱┲┦┮┤ – 

┨┦┲┴?»
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
‶けょ すぇおうき くぇいゃぇくうっき ゃ ╀[ けす 10 そっゃさぇかは 

ぉにか けこせぉかうおけゃぇく きぇすっさうぇか け くっしぇくおちうけくうさけ-
ゃぇくくけえ こぇさおけゃおっ きぇさてさせすくにた すぇおしう ゃけ ょゃけさぇた 
ょけきけゃ わ7 う 8 くぇ ]すさけうすっかっえ. ‶っさっゃけいつうおう, 
くっ あっかぇは こかぇすうすぬ ょっくぬゅう いぇ しすけはくおせ きぇてうく 
くぇ ぇゃすけしすぇくちうう, けおおせこうさせのす こさうょけきけゃにっ 
すっささうすけさうう, こさけういゃけょはす こけしぇょおせ こぇししぇあうさけゃ, 
さうしおせは うた あういくぬの. ╀かぇゅけょぇさは こせぉかうおぇちうう 
こさけぉかっきけえ いぇうくすっさっしけゃぇかぇしぬ こさけおせさぇすせさぇ 
ゅけさけょぇ. ╁ うすけゅっ くぇつぇかぬくうお ╂╇╀╃╃ ¨╁╃ こけ ╀っ-
さひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ きぇえけさ きうかうちうう 
].╁. ╃はょのく こけかせつうか すさっぉけゃぇくうっ けす こさけおせさけ-
さぇ ゅけさけょぇ ┿. ′. ╋けてっゅけゃぇ こさうくはすぬ ょけこけかくう-
すっかぬくにっ きっさに こけ おけくすさけかの いぇ しけぉかのょっくうっき 
こさぇゃうか ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは ゃけょうすっかはきう 
きぇさてさせすくにた ぇゃすけぉせしけゃ (すぇおしう) ゃ さぇえけくっ ぇゃすけ-
しすぇくちうう, こさうゃかっおぇすぬ くぇさせてうすっかっえ お せしすぇくけゃ-
かっくくけえ いぇおけくけき けすゃっすしすゃっくくけしすう. 

╇ さっょぇおちうは, う つうすぇすっかう, う あうすっかう ょゃせた 
しすさぇょぇのとうた ょけきけゃ くぇょっのすしは, つすけ こけさはょけお ゃしひ 
あっ ぉせょっす ゃけししすぇくけゃかっく.

╁け うしこけかくっくうっ いぇょぇくうは こさけおせさぇすせさに ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 14.02.2011 わ7/2-24-11 こさけ-
おせさぇすせさけえ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ ぉせょっす こさけゃけょうすぬしは 
こさけゃっさおぇ うしこけかくっくうは そっょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくけょぇ-
すっかぬしすゃぇ, さっゅかぇきっくすうさせのとっゅけ ゃけこさけしに すったくう-
つっしおけゅけ う しぇくうすぇさくけゅけ しけしすけはくうは ╋〉╆ «╀っさひ-
いけゃしおぇは ちっくすさぇかぬくぇは ゅけさけょしおぇは ぉけかぬくうちぇ». 

╁ たけょっ こさけゃっさおう こさけおせさぇすせさけえ ゅけさけ-
ょぇ けさゅぇくういけゃぇくぇ ゅけさはつぇは かうくうは こけ すっか. 
4-89-55 こけ そぇおすぇき こけぉけさけゃ し こぇちうっくすけゃ 
う うた さけょしすゃっくくうおけゃ  こけょ ゃうょけき ぉかぇゅけ-
すゃけさうすっかぬくにた ゃいくけしけゃ くぇ さっきけくす いょぇくうえ 
╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは ちっくすさぇかぬくぇは ゅけさけょしおぇは 
ぉけかぬくうちぇ».

┥┴┲┨╃┻┬┩ ┵┲┥┤┮┬ ┲┥┴┩┶┷┶ ┳┴┬╂┶
╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
‶さけおせさぇすせさぇ ╀╂¨ ゃこかけすくせの いぇくはかぇしぬ 

こさけぉかっきけえ ぉさけょはつうた しけぉぇお, ゃっしぬきぇ ゃけかぬ-
ゅけすくけ つせゃしすゃせのとうた しっぉは くぇ せかうちぇた くぇてっゅけ 
ゅけさけょぇ. ‶けきけゅかけ ぉせさくけっ けぉしせあょっくうっ ょぇく-
くけえ こさけぉかっきに くぇ しぇえすっ http://berezovskii.
ru/《けさせき/ぁおしすさっくくにっ けぉさぇとっくうは/ょうおうっ 
ぉっいょけきくにっ しけぉぇおう, くっしおけかぬおけ おけかかっおすうゃ-
くにた けぉさぇとっくうえ お こさけおせさけさせ う しすさぇてくぇは 
しすぇすうしすうおぇ こけ っあっょくっゃくにき けぉさぇとっくうはき 
こけおせしぇくくにた しけぉぇおぇきう ゃいさけしかにた う ょっすっえ 
ゃ 『╂╀. 

‶けしかっ すとぇすっかぬくけゅけ ういせつっくうは こさけすうゃけ-
さっつうゃけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ う けこにすぇ ょさせ-
ゅうた ゅけさけょけゃ, こさけおせさぇすせさぇ ゃくっしかぇ ゃ しせょ 

けぉとっえ のさうしょうおちうう すさっぉけゃぇくうっ お ぇょきうくう-
しすさぇちうう けおさせゅぇ しけいょぇすぬ くぇ っゅけ すっささうすけさうう 
こさうのす う けさゅぇくういけゃぇすぬ けすかけゃ ぉさけょはつうた あう-
ゃけすくにた. ‶けしかっ しせょぇ (っしかう けく こけょょっさあうす 
すさっぉけゃぇくうっ こさけおせさぇすせさに), ょっこせすぇすに こけ 
こさっょしすぇゃかっくうの ぇょきうくうしすさぇちうう ょけかあくに 
ぉせょせす ゃにょっかうすぬ ゃ ぉのょあっすっ ょっくぬゅう くぇ しけい-
ょぇくうっ こさうのすぇ.

‶け しぇきにき しおさけきくにき こけょしつひすぇき, しけいょぇくうっ 
こさうのすぇ しけ ゃしっきう しけゅかぇしけゃぇくうはきう, っゅけ しけ-
ょっさあぇくうっ, ゃおかのつぇは おけききせくぇかぬくにっ さぇしたけょに, 
いぇさこかぇすせ こっさしけくぇかぇ う おけさき ょかは 15 しけぉぇお こけ-
すさっぉせのす ゃにょっかっくうっ うい ぉのょあっすぇ こさうきっさくけ 
すさひた し こけかけゃうくけえ  きうかかうけくけゃ させぉかっえ.

‶[┿╁¨]╊┿╁╇╄

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ Î ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
3 きぇさすぇ ゃ きせいにおぇかぬくけえ ておけかっ, 

4 きぇさすぇ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう しけ-
しすけはすしは ぉっしっょに しこっちうぇかぬくけ こさう-
ゅかぇてひくくけゅけ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ こさけ-
すけうっさっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ 
(ゅ. ╋けしおゃぇ). 

┿さすっきうえ ╁かぇょうきうさけゃ – こうしぇ-
すっかぬ, ぇゃすけさ おくうゅ, ょっすしおうた しおぇ-
いけお う きくけゅけつうしかっくくにた しすぇすっえ け 
ゃけしこうすぇくうう ょっすっえ, つかっく ]けのいぇ 
さけししうえしおうた こうしぇすっかっえ, つっかけゃっお 

けゅさけきくけえ ねさせょうちうう. ╋くけゅうっ せゃぇ-
あぇっきにっ う ういゃっしすくにっ ゃ しすさぇくっ 
かのょう ゃにぉさぇかう けすちぇ ┿さすっきうは しゃけ-
うき ょせたけゃくにき くぇしすぇゃくうおけき. ¨つっくぬ 
うくすっさっしくにえ しけぉっしっょくうお, せきっの-
とうえ けすゃっつぇすぬ くぇ しぇきにっ くっこさけ-
しすにっ ゃけこさけしに ぇせょうすけさうう.

‶っさゃぇは ゃしすさっつぇ し けすちけき ┿さすっきう-
っき ぉせょっす くぇ すっきせ «[ぇいきにてかっくうは 
け あういくう つっかけゃっおぇ ゃ しかけゃぇた う きせ-
いにおっ». ╀っしっょぇ こさけたけょうす こけょ きせいに-

おぇかぬくにえ う ゃけおぇかぬくにえ ぇおおけきこぇくっ-
きっくす [っくぇさに (‶ぇさうあ, 《さぇくちうは). 

╁すけさぇは ゃしすさっつぇ ぉせょっす せしかけゃくけ 
くぇいにゃぇすぬしは «‶けゅけゃけさうき け くさぇゃ-
しすゃっくくけしすう». 

′ぇしすけはすっかぬくけ さっおけきっくょせっき 
こさうくはすぬ ぇおすうゃくけっ せつぇしすうっ ゃけ 
ゃしすさっつぇた さけょうすっかはき, いぇょせきにゃぇの-
とうきしは け ょせたけゃくけき う くさぇゃしすゃっく-
くけき ゃけしこうすぇくうう しゃけうた つぇょ, ぇ すぇお-
あっ こっょぇゅけゅぇき ゅけさけょぇ!

╆ぇゃすさぇ, 2 きぇさすぇ, 
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 そうかぬき «〈に う は» 
╊ぇさうしに 【っこうすぬおけ. 

╁ 1971 ゅけょせ ゃすけさぇは (う こけ-
しかっょくはは) ちゃっすくぇは おぇさすうくぇ ぉにかぇ 
しくはすぇ こけ しちっくぇさうの ╊ぇさうしに 【っ-
こうすぬおけ う ╂っくくぇょうは 【こぇかうおけゃぇ う 
こけしゃはとっくぇ うた こけおけかっくうの, こけおけ-
かっくうの すさうょちぇすうかっすくうた. 

′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. 

‶¨╇╂[┿╄╋

ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ!
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
′うおけきせ くっかぬいは ゃっさうすぬ. ╋っょしっしすさぇ, ゃけ-

ょうすっかぬ きけこっょぇ う ぉっいけぉうょくにえ ぇかおけゅけかうお 
– ゃしっ けくう けおぇいぇかうしぬ あっしすけおうきう せぉうえ-
ちぇきう, ぉっさひいけゃしおけえ きぇそうっえ, ぉっいあぇかけしす-
くけ せくうつすけあうゃてっえ ょっしはすおう きうさくにた あう-
すっかっえ. ╇ すっ う ょさせゅうっ ゃ うすけゅっ こけかせつうかう 
けゅさけきくけっ せょけゃけかぬしすゃうっ. 

╉ぇあょせの くけつぬ, おけゅょぇ ゅけさけょ いぇしにこぇっす, きぇそうは 
せぉうゃぇっす きうさくにた あうすっかっえ. ╆ぇょぇつぇ ゃにあうゃてうた – 
おぇお きけあくけ ぉにしすさっっ «さぇしおけかけすぬ» いかけょっっゃ: すぇおけ-
ゃぇ うょっは こけこせかはさくけえ うゅさに «╋ぇそうは», しけぉさぇゃてっえ 
ゃ しせぉぉけすせ いぇ けょくうき しすけかけき ょっしはすおう ぉっさっいけゃつぇく. 

╇ゅさぇ «╋ぇそうは» こけいゃけかはっす くっ すけかぬおけ けす-
かうつくけ こさけゃっしすう しゃけぉけょくにえ ゃっつっさ, くけ う ょぇすぬ 
ゃけかの しゃけっきせ ゃけけぉさぇあっくうの. ╁ ねすけき せぉっょうかうしぬ 
せつぇしすくうおう しせぉぉけすくっえ うゅさに, おけすけさせの けさゅぇくういけ-
ゃぇかぇ ╋けかけょひあくぇは ておけかぇ ぉせょせとっゅけ. ┿くてかぇゅ くぇ 
こっさゃけえ, ねおしこっさうきっくすぇかぬくけえ うゅさっ けぉっしこっつうかう 
こけかぬいけゃぇすっかう ゅけさけょしおけゅけ しぇえすぇ berezovskii.ru 
う そぇくぇすに うゅさに うい ╋【╀. 

]うくうっ かせつう しゃっすぇ, さぇいかうゃてうっしは こけ ╃ゃけさちせ 
きけかけょひあう, ゃっしぬきぇ せょぇつくけ ょけこけかくはかう ゅぇくゅ-
しすっさしおせの ぇすきけしそっさせ. ¨しかっこかひくくにっ せつぇしすくうおう, 
しさっょう おけすけさにた ぉにかう きぇすひさにっ うゅさけおう う くけゃうつ-
おう, し ぇいぇさすけき ゃおかのつうかうしぬ ゃ うゅさせ. ‶けくぇつぇかせ 
きぇそうは けたけすうかぇしぬ いぇ ょゃせきは しすけかぇきう: ゃ いぇぉさけ-
てっくくけき こしうたけくっゃさけかけゅうつっしおけき うくすっさくぇすっ う 
こぇかぇすっ けぉにつくけえ ぉけかぬくうちに. 

〉あっ ゃ こっさゃけき ぉけっ くけゃうつおう こけかくけしすぬの 
ぇょぇこすうさけゃぇかうしぬ: きっょこっさしけくぇか, けぉなっょう-
くうゃてうしぬ し こぇちうっくすけき, しかにてぇとうき ゅけかけ-
しぇ, せしこってくけ こさうおけくつうかう こけかけゃうくせ ぉけかぬ-
くうちに, ょぇあっ けぉうすぇゃてっゅけ すぇき ょせたぇ. 

¨ぉなっょうくうゃ しすけかに, せつぇしすくうおう さぇいにゅさぇ-
かう せぉうえしすゃぇ くぇ きけょくけき こけおぇいっ, おけさこけさぇ-
すうゃっ, しなひきけつくけえ こかけとぇょおっ そうかぬきぇ う ゃ 
ょっさっゃくっ ╉せおせっゃけ. ‶さうたけょうかけしぬ ゃおかのつぇすぬ 
くっ すけかぬおけ ゃけけぉさぇあっくうっ (ゃっょぬ つっき こさけょせ-
きぇくくっえ ぉせょっす けぉさぇい, すっき ぉけかぬてっ てぇくしけゃ 
ゃにあうすぬ), くけ う うくすせうちうの, しかせた, ゃくうきぇ-
くうっ. ╁に すけかぬおけ こさっょしすぇゃぬすっ: ゃっょせとうえ し 
さぇょけしすくけえ うくすけくぇちうっえ こさけういくけしうす: «‶け-
いょさぇゃかはの, すっぉは せぉうかう!», ぇ ゃけおさせゅ ょゃぇょ-
ちぇすぬ こぇさ ぇぉしけかのすくけ つっしすくにた ゅかぇい. ╁けす 
う こさうたけょうすしは こけかせあうゃけきせ (っしすっしすゃっくくけ, 
すけかぬおけ こけ かっゅっくょっ) さっこけさすひさせ ゃしこけきうくぇすぬ けす-
おせょぇ しかにてぇかしは てけさけた う おすけ ゃ おぇおけえ こけいっ こさけ-
しくせかしは. ┿ きぇそうは すっき ゃさっきっくっき しすさけうす くけゃせの 
しすさぇすっゅうの, しかっょうす いぇ けぉしせあょっくうっき, こけょしすぇゃ-
かはっす けしけぉっくくけ ぇおすうゃくにた,  «ゃぇかうす» しゃけうた  さぇょう 
こけぉっょに. ]けゅかぇしうすっしぬ, せつぇしすうっ ゃ すぇおけき さっぇかうすう-
てけせ ぉせょっす こけうくすっさっしくっっ ゃっつっさぇ せ すっかっゃういけさぇ? 

[ぇいけえすうしぬ うゅさけおう しきけゅかう すけかぬおけ けおけかけ こけかせ-
くけつう – すぇお いぇすはくせかぇ うゅさぇ! ]かっょせのとぇは ゃしすさっつぇ 
おかせぉぇ かのぉうすっかっえ «╋ぇそうう» つっさっい きっしはち. ‶さう-
たけょうすっ けすょけたくせすぬ すっかけき (かひあぇ くぇ つせょっしくにた 

ぇくぇすけきうつっしおうた こせそうおぇた) う ょせてけえ. ┿ し しけぉけえ 
きけあっすっ こさうゃっしすう ょさせいっえ う ょぇあっ ゃさぇゅけゃ, うゅさぇ 
«╋ぇそうは» – けすかうつくにえ しこけしけぉ こさけゃっさうすぬ こっさ-
ゃにた う こけおゃうすぇすぬしは し こけしかっょくうきう! 

╋┿〈╄╋┿〈╇╉: 
╉かぇししくけ しっゅけょくは こけうゅさぇかう! ]こぇしうぉけ けさゅぇくう-

いぇすけさぇき う ゃしっき, おすけ うゅさぇか!!! 》けすぬ きくっ う くっ こけ-
ゃっいかけ, は っょうくしすゃっくくにえ ゃさけょっ ぉに ぉにか ょゃぇ さぇいぇ 
こけょさはょ きぇそうっえ う ょゃぇ さぇいぇ ぉにか さぇしおせてっく, きくっ 
けつっくぬ こけくさぇゃうかけしぬ! ぅ こけかくけしすぬの こけょょっさあう-
ゃぇの うょっの しけぉうさぇすぬしは おぇあょにえ きっしはち! ]こぇしうぉけ!  

www.berezovskii.ru



]╃┿╋
• 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.

]′╇╋〉
• 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-, 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 せつぇしすけお.  
〈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.
• 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┿, き/し, 11 き2, 
4/5, おうさこ., しけしす. けすか. 『. 600 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718. 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6┿, 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., 11 き2, せか. 
┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 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., 16,7 き2, せか. 
╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 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., 17 き2, せか. 
┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 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. 『. 850 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 
• ̈ ゃけとくけっ けすょ., 12, せ/こ, 36/17/9, 2/3, 
おうさこ., ぉぇかおけく, 』‶. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 18, 2/10, おうさこ., 
せ/こ, 40/21/11, かけょあうは, つ/こ. 『. 1900 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは, 30/17/6, 1/2, ゅぇい, 
"たさせと.", しすっおかけこぇおっす, ょせて. おぇぉうく. 
『. 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. 【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. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, せ/こ, 53/29/6, 
5/5, こぇくっかぬ, かけょあうは. 『. 2050 す.さ. ¨ぉ-
きっく. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 16, せ/こ, 
49/28/8, 3/3, っゃさけさっきけくす, おせた. ゅぇさくう-
すせさ, しこぇかぬくは, ゅぇさぇあ. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• 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┿, 2/4. 『. 1650 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• 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. ╋. ]うぉうさはおぇ, 137, ちっくすさ, 2/7, 
45/28/6, ういけかうさ., ぉぇかおけく. 『. 2800 
す.さ. ╊うぉけ けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ ゃ ゅ. 
╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 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, 
ういけかうさ., 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 
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, こぇくっかぬ, せ/こ, 
64/41/9, 6/9, けすか. しけしす. 『. 2600 す.さ. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• 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.
• 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. [っゃけかのちうけくくぇは, ぉさっゃっく., 
50/30/6, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい う 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ, 9 しけす. 
いっきかう. 『. 2100 す.さ. 〈っか. 8-904-38-
34-454.
• 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.

]′╇╋〉
• 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., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 7, 1/2, 15,6 き2. 『. 650 す.さ.
• 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.
• おけきくぇすせ ゃ 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, こぇくっかぬ, 12 き2, おせた-
くは 9 き2, ゃにたけょ くぇ ぉぇかおけく うい おせたくう, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ. 『 . 780 す.さ.
• 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.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╋ぇきうくぇ ]うぉうさはおぇ, 7, 3/5, こぇ-
くっかぬ, せ/こ, 33,5/14,5/8, ぉぇかおけく, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ. 『. 1650 す.さ.
• こ. ╊けしうくおぇ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 1/4, 
おうさこうつ, 32,8/18,5/6, し/せ さぇいょっかぬ-
くにえ, ぉ/ぉ. 『. 670 す.さ.
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 24, 4/5, おうさこうつ, 
31/16/9, し/せ しけゃきっと., こ/かけょあうは いぇ-
しすっおかっくぇ, すっかっそけく, けおくぇ こかぇしす., ゃ 
おゃぇさすうさっ けしすぇっすしは おせたけくくにえ ゅぇさくう-
すせさ う ておぇそ-おせこっ, ょけき しょぇく 08.2008 ゅ. 
『. 1700 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 4/6, 
おうさこうつ, 34,4 き2, し/せ しけゃきっと., かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 1800 す.さ. 
• 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, 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. 『. 
1530 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. ╉けしにた, 5, 1/5, こぇくっかぬ, 
43/26,5/6,7, おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっかぬく., ぉ/ぉ. 『. 1800 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿, 1/5, おうさこうつ, 
40,6/26,9/6, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく 
(せいぇおけくっく). 『. 1650 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, おうさこうつ, 
45,5/30,4/6, おけきくぇすに – ゃぇゅけく, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1720 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.
• 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. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 1/9, こぇくっかぬ, 
63,1/39,8/8,2, 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. 『. 2450 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. 
『. 2100 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. ]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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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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
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〈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

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] 
ゃ 1-けえ けつっさっょう おけすすっょあ. 
こけしっかおぇ "]すぇくけゃかはくおぇ" 

けす しけぉしすゃっくくうおぇ 
〈っか. 8-912-24-59-989

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
ゃ こ. "]っさっぉさはくくぇは さっつおぇ" 

けす 420 す.さ.
8-912-24-59-989

• 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. 
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.
′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

〉つぇしすおう
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ょけき 30 き2, 7 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっく., こっつく. けすけこか., ゅぇい う ゃけょぇ 
こけ こけ せかうちっ. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 8-904-
38-34-454.
• いっき. せつ-お こけょ しすさ-ゃけ, せか. ╉うさけゃぇ, 
7,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ, おけききせく. こけ せかう-
ちっ. 『. 1600 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• 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 420 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
• 93 き2.
• 53 き2.
• 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.

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

′けゃにっ おゃぇさすうさに けす 38 す.さ./き2 ゃ ′╀‶
2-おけきく. おゃ. 93 き2

3-おけきく. おゃ. 101 き2-118 き2

8-912-24-59-989

〉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.

』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.

• 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.
╃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┿, 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. 《っゃさぇかぬしおぇは, ょっさっゃはく., 15 き2, 
こけょ しくけし, いっき. せつ-お 6 しけす. 『. 1550 す.さ.
• ]′〈 "ぅゅけょおぇ" わ43, 100 き2, うい 
ぉさせしぇ, けぉてうす しぇえょうくゅけき, 2010 ゅ. 
こけしすさけえおう, 3 おけきくぇすに, おせたくは, けおくぇ 
こかぇしすうお, しおゃぇあうくぇ, ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかぬ, ぉぇくは 40 き2. 『. 1575 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.
• 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.
• 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.
• 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
• こけし. ╋けくっすくにえ, ]′〈 "╀っさっいおぇ" 
わ81, ょゃぇ いっき せつ-おぇ, S – 21 しけす., ょけ-
きうお, ぉっしっょおぇ, ぉぇくは. 『. 760 す.さ.
• 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.



╉〉‶╊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. ╋うさぇ, 5/5, 12 き2. 『. 600 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• 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.

╉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.

]╃┿╋ 
• 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. 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. 『. 750 
す.さ. 
• おけきく. 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. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 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.
• ゅ. ┿しぉっしす, せか. ╁. ╃けかけくうくぇ, 2/2, 
おうさこ., 30/16/6,6, ねか. こかうすぇ. 『. 350 
す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 4/4, 
30/18/6, ぉっい ぉぇかおけくぇ. 『. 1150 す.さ.
2-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, 10, 2/2, ょっさっゃ., 
ゃ たけさ. しけしすけはくうう. 『. 850 す.さ.
• 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.
3-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, 13, 1/3, おうさこ., 
55/46/-, こっさっこかぇくうさけゃぇくぇ ゃ 2-おけきく. 
おゃ. 『. 1850 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 2, 3/10, おうさこ., 
76/47/10, しこっちこさけっおす, こかぇしす. けおくぇ. 
『. 3400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, こぇくっかぬ, 7/9, 
64/41/8,5, かけょあうは いぇしすっおかっくぇ, 
こかぇしす. けおくぇ, しっえそ-ょゃっさう. 『. 2575 
す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
• 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┿, 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
• せか. 】けさしぇ, 35 き2, 6 しけす., おけききせくう-
おぇちうう こけ せかうちっ. 『. 1500 す.さ.
• 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. 〈けさゅ.

╁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. 
• 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. 『. 1700 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.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 59, こけょ 
きぇゅぇいうく, そっさきっさしおけっ たけいはえしすゃけ, 
おうさこ., S – 246 き2, せつ. 18 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 4100 す.さ.
• 〈せさぉぇいぇ "╉せさぬう", ゅ. ]せたけえ ╊けゅ, 110 
おき けす ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 18 しけす. いっき., 
3 ゅぇ ゃ ぇさっくょっ, 2 おけさこせしぇ こけ 70 き2, 
VIP-ょけき し おぇきうくけき, ぉぇくは, ぉっしっょおぇ 
くぇ 20 つっかけゃっお. 『. 4100 す.さ.
• ╀╋╃╉, 300 き2, うかう しょぇき ゃ ぇさっくょせ. 
(150 させぉ. いぇ 1 き2).

]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
• おけきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう.
• 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.

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.

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, 19, 4/5, 43/27/7, 
ぉっい さっきけくすぇ. 『. 1780 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.
╃けきぇ
• 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. 『. 3100 
す.さ. ╇かう さぇししきけすさの けぉきっく.
• 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. 『. 1300 す.さ.
• 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.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, 18 き2, 3た6.
• ′╀‶, (いぇ しぇょぇきう てお. わ7), 24 き2. 
〈っか. 8-912-22-19-767.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 6た4, こかうすに, けゃけと. 
はきぇ, ねか-ゃけ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 8-912-22-
19-767.
′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.
• せか. ‶っしけつくぇは, くっょけしすさ. おけすすっょあ 
うい こっくけぉかけおぇ, けぉかけあっく おうさこうつけき, 
ちけおけかぬくにえ ねすぇあ (ゃにしけすぇ 2,5 き) + 
2 あうかにた ねすぇあぇ, こっさっおさにすうっ – あ/ぉ 
こかうすに, おさにてぇ うい きっすぇかかけつっさっこうちに, 
9 しけすけお, ゅぇさぇあ 4た10 し こけょおかのつ. ねか-
ゃぇ 380 ╁, そせくょぇきっくす こけょ ぉぇくの 5た12, 
ゃしっ ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 4300 す.さ. 
[ぇししきけすさの けぉきっく. 〈けさゅ.

• 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. 
『. 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 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
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 52 き2, 1/2, 
せ/こ, ぉぇかおけく. 『. 1750 す.さ. ╁けいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-953-00-35-491, 8-965-
51-88-305.
• 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, 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. 『. 
2050 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. 『. 4500 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.

¨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
′けゃにえ ょけき 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.

2 1 ìàðòà
2011 ãîäà РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

┿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

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”
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]けこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
しけしすぇゃかっくうっ ょけゅけゃけさけゃ 

かのぉけえ しかけあくけしすう.

1 ゅぇ けゅけさけあっく あ/ぉ いぇぉけさけき, 
ゃけいきけあっく こけょゃけょ あ/ょ こせすっえ, 
せつぇしすけお けすしにこぇく しおぇかぬくにき 
ゅさせくすけき.

〉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.

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• 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.

• 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.
• 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.
]ぇょに
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ 3 , 4 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さぇいさぇぉけすぇく ぉっい こけしすさけっお. 
『. 150 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 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.

┿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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠



• 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.
• 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
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす. いっきかう, 
ょけきうお, ゃけょぇ, ねか-ゃけ. 『. 750 す.さ.
• 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. ╇しぇおけゃぇ, 1

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶.
╋╄′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 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
• おけきくぇすせ, せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 
12 き2, 4/5, おうさこうつ. 『. 520 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┿, 
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. 』ぇこぇっゃぇ, 15, 5/5, こぇくっかぬ, 
66/39/12, ぉぇかおけく.
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿, 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.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, 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. 
• 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.
╃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.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

«╀ぃ[¨
]¨╂╊┿]¨╁┿′╇╈» 

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┿, 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. ╊けしうくおぇ, 3/5. 『. 780 す.さ. ][¨』′ .̈
• 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. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
22, 3/5. 『. 1300 す.さ.
• 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.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, せ/こ, 
64/40/8, ておぇそ-おせこっ, しっえそ-ょゃっさぬ.
• 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.

╋╄′ぅぃ
• 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.
‶[¨╃┿╋
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╀うかうきぉぇっゃしおぇは, 25/1, 7/12, 
62/45/10. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 8-922-
17-99-230.
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. ╂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.
• 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.

• 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. 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.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 19, 
3/5. 『. 2150 す.さ.
╃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.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈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. 『. 1350 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.
╉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, 
ぉかけお, けぉかうちけゃおぇ – おうさこうつ, 240 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-お 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 
『. 8600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 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. ]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", 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.

‶さけょぇき いっき. せつ-お, 
5 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす.

′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ
(ゃけょけこさけゃけょ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかう-

いぇちうは こけ せかうちっ). 『. 1200 す.さ.
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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 %
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]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 8, 1/3, 
ぉっい きっぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお. 『. 9 す.さ. + 
ゅぇい こけ おゃ.
• 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-, 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.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╅けかけぉけゃぇ, 1, 1/3, 
おうさこ., しこっちこさけっおす, つうしすぇは けすょっかおぇ, 
S – 60/40/12, ねか. こかうすぇ, こ/かけょあ. いぇ-
しすっおか., しっえそ-ょゃ., おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっか., ゃ ょけきっ うきっっすしは しこせしお ょかは 
おけかはしけつくうおけゃ. 『. 2369 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.
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┿′ «╀╂¨»
 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 ╊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.). 『. 1520 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
1/1 せか. ]すさけうすっかっえ, 4┿ 3/9 33/21/8,2 かけょあうは 1720 くけゃぇは, し けすょっかおけえ
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
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 2500 たけさけてうえ さっきけくす
3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18 5/6 68,4/45,7/11,5 かけょあうは 4380 くけゃぇは, けすか. けすょっかおぇ

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

しぇょ
こ. 【うかけゃおぇ, お/し  

わ27
4 しけすおう 560

かっすくうえ ょけきうお 

22 き2, ねか-ゃけ, 

かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ

╁ 』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

╉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

]ょぇき 1- う 2-おけきく. おゃ., こ. ]けゃっすしおうえ, ょかは しっきっえくけえ こぇさに

╇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

[╄╉╊┿╋┿

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

¨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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

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 000ð. 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. 

÷/ï, ä/ã

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

Òåàòðàëüíàÿ, 2/1 2/10 36/19/11 ëîäæèÿ çàñò. 1 770 000 ð.
ñòåêëîïàêåòû, êàôåëü, 

åâðîîòäåëêà
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 1 1/5 31/17/6 íåò 1 550 000 ð.
ñòåêëîïàêåòû, çàìåíà òðóá, 

áàòàðåè
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 1 2/5 31/17/6 áàëêîí 1 570 000 ð. ñòåêëîïàêåòû, æ./äâåðü 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 4 2/5 30/17/6 áàëêîí çàñò. 1 620 000 ð.
ñòåêëîïàêåòû, ëàìèíàò, 

õîðîøèé ðåìîíò
8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 20 3/5 34/15/9 ëîäæèÿ 1 500 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

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 4/9 37/14/8 ëîäæèÿ 1 293 025 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 1/9 64/30/10 ëîäæèÿ 2 187 090 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 2/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 084 580 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5,7/9 65/30/10 ëîäæèÿ 2 212 590 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 66/31/10 ëîäæèÿ 2 267 330 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 63/31/10 ëîäæèÿ 2 162 100 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 28 5/5 52/37/6  1 950 000 ð. êîìíàòû èçîëèðîâàíû 8-950-550-59-78

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

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

Âàéíåðà   6,5
2 800 

000 ð.

íà çåì. ó÷àñòêå ðàñïîëîæåí 

íåäîñòðîåííûé äîì 

â 2 ýòàæà èç áðóñà, 

óñòàíîâëåíû ñòåêëîïàêåòû, 

ïîäâåäåíî ýë-âî, ó÷àñòîê 

ðàçðàáîòàí, öåíòðàëèçîâ. 

õîëîäíàÿ âîäà

8-950-550-59-78

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

Òåàòðàëüíàÿ, 16À öîêîëü/6 465 7 000 000 ð.
ïîä îôèñ, ìàãàçèí. 

Òðåíàæåðíûé çàë.
8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 18 10 000/ì2  8-922-29-84-636

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

┋〞┗┇┌┒, ┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, ┑┏┒─┚

┇ ┑.┃. 
(343) 361-15-10

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

¨そうし, 20-25 き2, ゃ ╀っさっいけゃ-
しおけき うかう ゃ ′けゃけ-╀っさっいけゃしおけき 

くぇ ょかうすっかぬくにえ しさけお.

╇‶ 【〉〈¨╁ 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.
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╉ぇあょけっ くけゃけっ ういょぇくうっ け いけ-

かけすっ くっ きけあっす くっ ゃにいにゃぇすぬ うし-
おさっくくっゅけ うくすっさっしぇ せ ぉっさっいけゃつぇく: 
ぉけかぬてうくしすゃけ うた しっきっえ うしすけさうつっ-
しおう うかう しっゅけょくはてくうき ょくひき しゃは-

いぇくけ し ょけぉにつっえ あひかすけゅけ きっすぇかかぇ. 
«》さっぉっす [けししうう» – すぇお くぇいにゃぇっす-
しは おくうゅぇ, ゃけいくうおてぇは こけ すっかっこさけ-
っおすせ ┿かっおしっは ╇ゃぇくけゃぇ う ╊っけくうょぇ 
‶ぇさそひくけゃぇ. ╇ゃぇくけゃ, こうしぇすっかぬ, 

しちっくぇさうしす, うしすけさうお, しけい-
ょぇか おくうゅせ-ねおしこっょうちうの, 
おくうゅせ-さぇししかっょけゃぇくうっ, 
ゃおかのつうゃてせの ゃ しっぉは 100 
せゃかっおぇすっかぬくにた けつっさおけゃ う 
こけつすう 600 そけすけゅさぇそうえ. ╇ 
すっおしすに, くぇこうしぇくくにっ くっ-
しすぇくょぇさすくにき はいにおけき,  う 
てうおぇさくにっ しくうきおう せぉっあ-
ょぇのす: さけししうえしおぇは けおさぇう-
くぇ ょぇゃくけ しすぇかぇ たさっぉすけき 
ょっさあぇゃに, ぇ せくうおぇかぬくけしすぬ 
おぇあょけゅけ さっゅうけくぇ けすつひすかう-
ゃけ ゃにしゃっつうゃぇっす せくうおぇかぬ-
くけしすぬ ゃしっえ けゅさけきくけえ しすさぇ-
くに. ╇ つっすにさひたしっさうえくにえ 
ょけおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき, 
う おくうゅぇ こけしゃはとひくに うしすけ-
さうう, こさうさけょっ う おせかぬすせさっ 
〉さぇかぇ: ┿かっおしっえ ╇ゃぇくけゃ 
こさけゅせかはかしは こけ くっきせ う しけ-
ぉさぇか ゃしひ しぇきけぉにすくけっ う しぇ-

きけちっくくけっ, けこさっょっかうゃ きぇすっさうぇか 
おぇお «うょっくすうそうおぇちうは さっゅうけくぇ». 

╉ぇおうっ ゃこっつぇすかっくうは けしすぇゃかは-
っす ぇかぬぉけき, ゃにこせとっくくにえ ゃ しゃっす 
ういょぇすっかぬしおけえ ゅさせここけえ «┿いぉせおぇ-
╉かぇししうおぇ»? ¨すょぇひてぬ ょけかあくけっ 
きぇしてすぇぉくけしすう けたゃぇすぇ: し いぇこぇょぇ 
くぇ ゃけしすけお けす ‶っさきう ょけ 〈けぉけかぬしおぇ 
う し しっゃっさぇ くぇ のゅ けす しっかぇ ′にさけぉ 
ょけ いぇこけゃっょくうおぇ ┿さおぇうき. 〉ょうゃかは-
っす うしすけさうつっしおうえ こさけしすけさ: いょっしぬ 
う ╄さきぇお, おけすけさにえ せたけょうか し くういけ-
ゃぬっゃ 』せしけゃけえ ゃ ]うぉうさぬ, う しけかっ-
こさけきにてかっくくうおう ]すさけゅぇくけゃに, う 
ゃけゅせかに, きぇくしう, おけすけさにっ しこかぇゃかは-
かうしぬ こけ きっしすくにき さっおぇき くぇ かひゅおうた 
かけょおぇた うい ぉっさっしすに. ′っ こさけえょひてぬ 
きうきけ さぇししおぇいぇ けぉ 〉さぇかっ おぇお きっ-
しすっ あうすっかぬしすゃぇ ょさっゃくうた ぇさうっゃ 
(ゃ ねすけ あっ ゃさっきは くぇ ぉっさっゅぇた ′うかぇ 
っゅうこすはくっ ゃにすぇつうゃぇかう おぇきくう ょかは 
しゃけうた こうさぇきうょ). ┿ いくぇきっくうすにっ 
せさぇかぬしおうっ いぇゃけょに,  ╀ぇあけゃ し っゅけ 
きぇかぇたうすけゃにきう しおぇいぇきう  ゃけゃしっ 
ぉかういおう くぇてっきせ しっさょちせ. ╀かぇゅけ-
ょぇさは かひゅおけきせ, けぉさぇいくけきせ はいにおせ 
╇ゃぇくけゃぇ すっおしす つうすぇってぬ くぇ けょくけき 

ょにたぇくうう: «‶さう おぇあょけき さにゃおっ 
ゃこっさひょ すけかつおけゃぇは くけゅぇ [けししうう 
せこうさぇかぇしぬ ゃ 〉さぇか». ′け ぉっい かけあ-
おう ょひゅすは すけあっ くっ けぉけてかけしぬ. ′ぇ 
しすさぇくうつおっ «╉けさけかぬ こさうぉにか», 
こけしゃはとひくくけえ  けすおさにすうはき ╋ぇさ-
おけゃぇ う ╀させしくうちにくぇ, っしすぬ すぇおうっ 
こっさかに: «〉あっ つっさっい ょゃぇ ゅけょぇ くぇ 
きっしすっ くぇたけょおう ╄さけそっは ╋ぇさおけゃぇ 
ょにきうか ╀っさひいけゃしおうえ いけかけすけこさけ-
きにゃぇかぬくにえ いぇゃけょ. ¨く さぇぉけすぇっす う 
しっえつぇし: いけかけすけ ╄さけそっは ╋ぇさおけゃぇ 
ゃしひ くうおぇお くっ きけゅせす ゃにぉさぇすぬ ょけ 
ょけくにておぇ», «╁ 1814 ゅけょせ うくあっくっさ 
╀っさひいけゃしおけゅけ いけかけすけゅけ いぇゃけょぇ 
╊っゃ ╀させしくうちにく こさうょせきぇか きぇてう-
くせ ょかは こさけきにゃおう いけかけすけくけしくにた 
こっしおけゃ – いけかけすけこさけきにゃぇかぬくにえ 
おけゃて. ╇ つっかけゃっつっしすゃけ くぇおけくっち-
すけ こけょけぉさぇかけ おかのつうお お いけかけすにき 
おかぇょけゃにき しゃけっえ こかぇくっすに. ‶け-
ょけぉくけ つせきっ, こけ こかぇくっすっ ゃょさせゅ 
ゃしこにたうゃぇかう けつぇゅう いけかけすけえ かうたけ-
さぇょおう. ╉けゃて ╀させしくうちにくぇ ぉにか っひ 
ゃうさせしけき. ]すぇさぇすっかう ╉ぇかうそけさくうう 
う ╉かけくょぇえおぇ, ╀さぇいうかうう う ┿そさう-
おう – ゃしっ けくう おぇすうかう ゅけさに いけかけすけ-

くけしくにた こっしおけゃ こけ かけすおぇき おけゃてぇ 
╊ぬゃぇ ╀させしくうちにくぇ». ╁ ゅかぇゃっ «╁け-
おさせゅ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ» くっ けつっくぬ-すけ 
かっしすくけ しおぇいぇくけ け くぇし: «┿ ゅけさけょ 
╀っさひいけゃしおうえ ょけ しうた こけさ くっ ゃに-
くにさくせか うい ]]][, う ゅけしすうくうちせ 
いょっしぬ かせつてっ くっ ぉさぇすぬ».  

╃させゅぇは おくうゅぇ – «╆けかけすけ 〉さぇ-
かぇ» うい  しっさうう «‶けかっいくにっ うしおけ-
こぇっきにっ 〉さぇかぇ», くぇこっつぇすぇくくぇは ゃ 
«〉さぇかぬしおけき さぇぉけつっき» すうさぇあけき 
ょゃっ すにしはつう ねおいっきこかはさけゃ, – しっ-
さぬひいくけっ くぇせつくけ-こけこせかはさくけっ うい-
ょぇくうっ. ]さっょう ぇゃすけさけゃ – ╄ゃゅっくうえ 
╊けぉぇくけゃ, ょうさっおすけさ すせさそうさきに 
«┿URUM». ╉くうゅぇ さぇししおぇいにゃぇっす 
けぉ うしすけさうう ういせつっくうは ょけぉにつう いけ-
かけすぇ ゃ くぇてっき さっゅうけくっ, けすょっかぬ-
くにっ ゅかぇゃに こけしゃはとっくに いけかけすせ 
‶けかはさくけゅけ, ]さっょくっゅけ う ぃあくけゅけ 
〉さぇかぇ, しけかうょくけっ きっしすけ けすょぇくけ 
╀っさひいけゃしおけきせ きっしすけさけあょっくうの, 
させょくうおせ, すせさそうさきっ, きうくっさぇか-
てけせ, おけすけさけっ かのぉはす こけしっとぇすぬ 
くぇてう ゅけさけあぇくっ. ¨ぉっ おくうゅう っしすぬ 
ゃ こさけょぇあっ ゃ おうけしおっ ぇょきうくう-
しすさぇちうう ╀╂¨.

]‶¨[〈

‶ぅ〈を – ╆′┿』╇〈 ¨〈╊╇』′¨
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁, そけすけ ぇゃすけさぇ
╁ ╃っくぬ いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇ ゃ 

]¨╉ «╊うょっさ» しけしすけはかぇしぬ すさぇょうちう-
けくくぇは ゃしすさっつぇ ゃっすっさぇくけゃ そせすぉけかぇ 
くぇてっゅけ けおさせゅぇ. ╀けかぬてうくしすゃけ ゃっすっ-
さぇくけゃ, さぇくっっ うゅさぇゃてうた いぇ おけきぇく-
ょに させょくうおぇ うきっくう ].╋. ╉うさけゃぇ, 
╀╆]╉, ょさせゅうた こさっょこさうはすうえ, ゃうょはす-
しは さっょおけ う, おけくっつくけ, ゃ «きせあしおけえ» 
ょっくぬ うた «すせしけゃおぇ» ぉにゃぇっす くっいぇぉに-
ゃぇっきけえ.

┿ ゃ ねすけす さぇい ょかは せつぇしすうは ゃ しこけさ-
すうゃくけえ つぇしすう こさけゅさぇききに  こさぇいょくうおぇ  
こけょぇかう いぇはゃおう  くう きくけゅけ くう きぇかけ 
こはすぬ おけきぇくょ ゃっすっさぇくけゃ: させょくうおぇ, 
╀╆]╉, こけしひかおけゃ ╋けくっすくけゅけ う ╉っ-
ょさけゃおう, しぉけさくけえ ゅけさけょぇ, ぇ すぇおあっ いぇ-
ゃけょぇ  うきっくう ╋.╇. ╉ぇかうくうくぇ うい ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ. «╉ぇかうくうくちに» っあっゅけょくけ 
こさうっいあぇのす お くぇき ゃ ゅけしすう. ╇ せ ねすけえ 
ょさせあぉに, くぇ きけえ ゃいゅかはょ, っしすぬ けょくぇ 
うくすっさっしくぇは こけょけこかひおぇ, けくぇ しゃはいぇ-
くぇ し くぇてうき いっきかはおけき  ╁かぇょうきうさけき  
╉ぇいうきうさしおうき, おけすけさにえ ゃ きけかけょにっ 
ゅけょに うゅさぇか ゃ しけしすぇゃっ そせすぉけかぬくけえ 
おけきぇくょに させょくうおぇ, ぇ こけいょくっっ ゃけい-

ゅかぇゃかはか けぉなっょうくっくうっ «╋ぇてうくけ-
しすさけうすっかぬくにえ いぇゃけょ うきっくう  ╋.╇. 
╉ぇかうくうくぇ».

‶はすぬ ゃっすっさぇくしおうた おけきぇくょ し 
てせすおぇきう う こさうぉぇせすおぇきう, くけ ょっ-
きけくしすさうさせは  けょくけゃさっきっくくけ う  
しすさっきかっくうっ お こけぉっょっ, しにゅさぇかう 
きっあょせ しけぉけえ  こけ けょくけきせ こはすくぇょ-
ちぇすうきうくせすくけきせ  すぇえきせ  (こけ おさせゅけ-
ゃけえ しうしすっきっ).

╉ぇお ゃ ゅけょに きけかけょにっ, すぇお う しっえ-
つぇし,  せこけさくせの ぉけさぬぉせ きっあょせ しけ-
ぉけえ せしすさけうかう そせすぉけかうしすに おけきぇくょ 
«╂けさくはお» う ╀╆]╉. ╃けかゅけ  くう けょくぇ 
うい しすけさけく くっ きけゅかぇ ょけぉうすぬしは せしこっ-
たぇ. ′け ゃょさせゅ ゃ けぉけさけくっ ねくっさゅけしすさけ-
うすっかっえ おぇお ぉせょすけ けぉさぇいけゃぇかぇしぬ 
ぉさってぬ, う ゃ うた ゃけさけすぇ ゃかっすぇのす きはつう 
けす せょぇさけゃ ╀.′っせしすさけっゃぇ – ょゃぇ, う 
けょうく –  けす くけゅう ]. 【ぇたきぇすけゃぇ. ╆ぇ-
ゃけょつぇくっ しきけゅかう しおゃうすぇすぬ すけかぬおけ 
けょうく ゅけか. ‶けしかっ すけゅけ, おぇお «╂けさ-
くはお» し けょうくぇおけゃにき  しつひすけき 3:0 こけ-
ぉっょうか ゅけさけょしおせの しぉけさくせの おけきぇくょせ 
«╊せつ» う おけきぇくょせ こけしひかおけゃ, ょけさけ-

ゅぇ お おせぉおせ こさぇいょくうつくけゅけ すせさくうさぇ 
ぉにかぇ けすおさにすぇ. 〈ぇお つすけ こけしかっょくのの 
うゅさせ し そせすぉけかうしすぇきう «╉ぇかうくうく-
ちぇ» ゅけさくはおう きけゅかう «ゅけしすっこさううき-
くけ» こさけうゅさぇすぬ, くけ けくう いぇおけくつうかう 
ゃしすさっつせ し くせかはきう くぇ すぇぉかけ. ╁っすっ-
さぇくに  ╀╆]╉ いぇくはかう ゃすけさけっ きっしすけ, 
おけきぇくょぇ «╊せつ» – すさっすぬっ.

╁しっ せつぇしすくうおう すせさくうさぇ ぉにかう くぇ-
ゅさぇあょっくに こぇきはすくにきう きっょぇかはきう, 
おけきぇくょぇ-こけぉっょうすっかぬくうちぇ  –  ╂さぇきけ-
すけえ う おせぉおけき.  ╁っすっさぇくに そせすぉけかぇ ╂. 
┿ぉぇおせきけゃ, ╀. ‶ぇゃかうくけゃ, ╂. ╀ぇすぇくけゃ う 
ょさせゅうっ こけかせつうかう こぇきはすくにっ こけょぇさおう 
けす けさゅぇくういぇすけさけゃ ゃしすさっつう いぇ ぉにかにっ 
いぇしかせゅう. 

‶けしかっ そせすぉけかぬくにた ぉにかう っとひ ぉぇ-
しおっすぉけかぬくにっ ぉぇすぇかうう ゃっすっさぇくけゃ, くけ 
けくう, おぇお ゅけゃけさうすしは, こかぇゃくけ こっさってかう 
ゃ ぉぇすぇかうう いぇしすけかぬくにっ, おけすけさにっ こさう-
きうさうかう ょぇあっ しぇきにた くっこさうきうさうきにた  
くぇ しこけさすこかけとぇょおぇた しけこっさくうおけゃ. ╁けす 
すせす-すけ ぉけえちに う  ゃしこけきくうかう きうくせゃ-
てうっ ょくう う きぇすつう, ゅょっ ゃきっしすっ しさぇあぇ-
かうしぬ けくう.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ ÌÀÐÒ
ぞñÑñ¿　 ï 28 âñçëí¿　 äÜ 6 ½íëöí ïä¿ÜüÖí　, ï▲ëÖí　 (ぜíï¿ñÖóîí)

4 ½íëöí, ä　öÖóîí 16.00 ゑñôñëÖ　. ばöëñÖ　
5 ½íëöí, ïÜßßÜöí 9.00 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　

16.00 ゑïñÖÜàÖÜñ ßÑñÖóñ
6 ½íëöí, çÜï¡ëñïñÖáñ – ぢëÜàñÖÜñ çÜï¡ëñïñÖáñ

8.30 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　
げíÇÜçñÖáñ Öí ゑñ¿ó¡óú äÜïö. 

ぢñëçí　 ÖñÑñ¿　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ äÜïöí
7 ½íëöí, äÜÖñÑñ¿áÖó¡

16.00
ゑñ¿ó¡óú ¡íÖÜÖ äëñäÜÑÜßÖÜÇÜ 
んÖÑëñ　 とëóöï¡ÜÇÜ

8 ½íëöí, çöÜëÖó¡
16.00

ゑñ¿ó¡óú ¡íÖÜÖ äëñäÜÑÜßÖÜÇÜ 
んÖÑëñ　 とëóöï¡ÜÇÜ

9 ½íëöí, ïëñÑí
16.00

ゑñ¿ó¡óú ¡íÖÜÖ äëñäÜÑÜßÖÜÇÜ 
んÖÑëñ　 とëóöï¡ÜÇÜ

10 ½íëöí, ôñöçñëÇ
16.00

ゑñ¿ó¡óú ¡íÖÜÖ äëñäÜÑÜßÖÜÇÜ 
んÖÑëñ　 とëóöï¡ÜÇÜ

11 ½íëöí, ä　öÖóîí
8.30

ばöëñÖ　. ゑñôñëÖ　. 
ずóöÜëÇó　 ぢëñ¢ÑñÜïç　àñÖÖ▲ê がíëÜç. 
だïç　àñÖóñ ¡Ü¿óçí

16.00 ばöëñÖ　
12 ½íëöí, ïÜßßÜöí 9.00 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　

16.00 ゑïñÖÜàÖÜñ ßÑñÖóñ
13 ½íëöí, çÜï¡ëñïñÖáñ – どÜë¢ñïöçÜ ぢëíçÜï¿íçó　

8.30 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　
ゑöÜëí　 ÖñÑñ¿　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ äÜïöí

15 ½íëöí, çöÜëÖó¡ 9.00 でÜßÜëÜçíÖóñ

17 ½íëöí, ôñöçñëÇ 16.00 ばöëñÖ　
18 ½íëöí, ä　öÖóîí

8.30
ぶíï▲. ゑñôñëÖ　. 
ずóöÜëÇó　 ぢëñ¢ÑñÜïç　àñÖÖ▲ê がíëÜç

16.00 げíÜäÜ¡ÜúÖí　 ÜöëñÖ　
19 ½íëöí, ïÜßßÜöí  – ぢÜ½óÖÜçñÖóñ ÜïÜäüóê

9.00 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　
16.00 ゑïñÖÜàÖÜñ ßÑñÖóñ

20 ½íëöí, çÜï¡ëñïñÖáñ 8.30 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　
15.00 でÜßÜëÜçíÖóñ
どëñöá　 ÖñÑñ¿　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ äÜïöí

27 ½íëöí, çöÜëÖó¡ 9.00 でÜßÜëÜçíÖóñ
24 ½íëöí, ôñöçñëÇ 16.00 ばöëñÖ　
25 ½íëöí, ä　öÖóîí

8.30

ぶíï▲. 
ゑñôñëÖ　. 
ずóöÜëÇó　 ぢëñ¢ÑñÜïç　àñÖÖ▲ê がíëÜç

16.00 げíÜäÜ¡ÜúÖí　 ÜöëñÖ　
26 ½íëöí, ïÜßßÜöí – ぢÜ½óÖÜçñÖóñ ÜïÜäüóê

9.00 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　

16.00
ゑïñÖÜàÖÜñ ßÑñÖóñ. 
ゑ▲ÖÜï とëñïöí ó äÜ¡¿ÜÖñÖóñ ñ½Ü

27 ½íëöí, çÜï¡ëñïñÖáñ 8.30 ゐÜ¢ñïöçñÖÖí　 ¿óöÜëÇó　
15.00 でÜßÜëÜçíÖóñ

ぶñöçñëöí　 ÖñÑñ¿　 ゑñ¿ó¡ÜÇÜ äÜïöí 
とëñïöÜäÜ¡¿ÜÖÖí　

29 ½íëöí, çöÜëÖó¡ 9.00 でÜßÜëÜçíÖóñ
31 ½íëöí, ôñöçñëÇ 16.00 ばöëñÖ　
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╂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 66019. 〈うさぇあ 3080. ̈ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╁けょうすっかう ゃにしけおけ-
ゅけ せさけゃくは, し か/ぇ ぉういくっし-おかぇししぇ. 
8-982-61-10-993.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-
15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさぬ こけ すった. けぉしかせあうゃぇ-
くうの し/た すったくうおう, け/さ, くぇかうつうっ 
せょけしすけゃっさっくうは すさぇおすけさうしすぇ, い/こ 
15 す.さ. + こさっきうう, しけち. こぇおっす. 
8-904-38-99-162, 383-11-72 (73).

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇきとうお, こけきけとくうお さぇきとう-
おぇ かっくすけつく. こうかけさぇきに, いぇすけつ-
くうお. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╋ぇてうくうしす おけこさぇ 
]‶49. 8-908-63-33-092.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ ょかは しぉけさぇ てうてっお, 
い/こ しょっかぬくぇは, 20 さ./おゅ, ょけしすぇゃおぇ. 
8-922-29-76-004, 213-13-85.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉させこくぇは そぇさきぇちっゃすうつっしおぇは 
おけきこぇくうは こさうゅかぇてぇっす くぇ ゃぇおぇく-
しうう: ぉせたゅぇかすっさぇ (せつぇしすけお しゃっ-
さけお) – 20-40 かっす, ゃ/け ねおけくけき. うかう 
しさっょ. しこっち. けぉさぇいけゃぇくうっ, けこにす さぇ-
ぉけすに けす 1 ゅけょぇ, いくぇくうっ ‶╉, "1]", 
い/こ けす 12600 させぉ.; うくしこっおすけさぇ 
¨╉ (し そせくおちうはきう しっおさっすぇさは) 
– 20-40 かっす, ゃ/け, けこにす さぇぉけすに けす 6 
きっし., いくぇくうっ ‶╉, "1] ╆う╉" (7 ゃっさ-
しうは), い/こ けす 18000 させぉ. ¨そうちうぇかぬ-
くけっ すさせょけせしすさけえしすゃけ, しすぇぉうかぬくぇは 
いぇさこかぇすぇ, ょけしすぇゃおぇ, さぇえけく 〉╆‶], 
せか. ╉けかぬちっゃぇは, 13. 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-
569.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ "╁┿╆". 
8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせのすしは しすけかはさに, せこぇ-
おけゃとうおう. ╁けいきけあくけ けぉせつっくうっ. 
4-61-75, 8-922-10-67-400.

[╄╉╊┿╋┿

• ]こっちうぇかうしす-こしうたけかけゅ. 4-41-79.
[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう. 8-912-28-86-585.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶かけすくうおう-ぉっすけくとうおう. 8-912-
28-86-585.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ くぇ こさけういゃけょしすゃけ しすっ-
おかけこかぇしすうおぇ. ╁けいきけあくけ けぉせつっくうっ. 
8-912-28-86-585.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちに ゃ こさけょせおす. きぇゅぇいうく, 
2/2, い/こ けす 7500 さ. 8-919-38-42-811.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの すさっぉせっすしは うくあっ-
くっさ-ねかっおすさけくとうお. ╃けゅけゃけさ こけょ-
さはょぇ (さぇいけゃにっ さっきけくすくにっ さぇぉけすに). 
8-902-87-23-221.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ (′╀‶). 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ. 8-904-98-75-030.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇ-
しぇき. 8-965-53-00-444.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, くぇ ょかうす. しさけお, させししおうき, 
ゅぇい. けすけこかっくうっ. 8-902-44-47-015.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っあうか. う こさけういゃ. こけきっとっ-
くうは. 4-40-51.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ». 〉か. ╉さ. ╂っ-
さけっゃ, 29. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくおぇ, せか. 
〉さぇかぬしおぇは, 12, 5/5, 31,1 き2, ぉぇかおけく, 
き/ゅぇさぇあ. 8-953-04-99-065.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
21. 8-922-29-50-058.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 
13, おうさこ., 1/3, 55 き2, こかぇしすうお. けおくぇ, 
ち. 1850 す.さ. 〈けさゅ. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╊せぉはくけえ, 30 き2, 50 おき 
けす ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, せつ-お 5 しけす., ち. 
500 す.さ. 8-953-04-99-065.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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 くぇ 
ょけきせ. ╂ぇさぇくすうは. 8-902-40-92-661.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇく «〉さぇか», 14/014. 
8-904-54-63-186.

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ [っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ]こっちすったくうおぇ

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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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" う 
"LG", 54 しき. 『. 2000 させぉ. (おぇあ-
ょにえ). 8-902-26-78-071.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 【うておう しけしくけゃにっ (いぇおさに-
すにっ). 20 さ./おゅ. 8-922-29-76-004, 
213-13-85.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

• ╀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: こかうすおぇ, 
けぉけう, しぇくすったくうおぇ, てすせおぇすせさおぇ, 
ゅうこしけおぇさすけく, こけすけかおう. ‶かけすくうお. 
8-902-27-49-063.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇしうゃにえ っゃさけさっきけくす ゃぇ-
てっえ おゃぇさすうさに! ‶けすけかおう, けぉけう, 
おぇそっかぬ, かぇきうくぇす, ねかっおすさうおぇ, しぇく-
すったくうおぇ う きくけゅけっ ょさせゅけっ. ╋ぇしすっさ 
し きくけゅけかっすくうき しすぇあっき. ╉ぇつっしすゃけ. 
8-902-44-14-019. ╀っい ゃにたけょくにた.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, さぇぉうちぇ, 
すおぇくぇは, 『‶╁] けす こさけういゃけ-
ょうすっかは. ┿ょさっし: ¨ゃけとくけっ けすょ., 
3/1. 4-24-24, (343) 213-213-4, 
217-81-61, 378-66-73.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, 
おけかのつぇは, ぇさきぇすせさぇ.  (343) 
213-213-4, 217-81-61, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╉させゅかはお (しうすけ). 8-902-87-99-
662.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098
[╄

╉╊
┿╋

┿

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

[╄╉╊┿╋┿

〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

ÐÅÌÎÍÒ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ä Å Ø Å Â Î
8-950-64-90-195
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┴╉]〉〈』 ‒〉[〉╈′[ぉ〈′‶〉╆
〈╄ ╈〉]【. Âñå ðàéîíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-902-26-75-615
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┿

ちっくすさ «]すうくけか»

┐┅┌┎┍┒ 

┕┎┋┎┄┈┋├┍┈┊┎│ ┈
┑┒┈┐─┋├┍┛┕ ┌─┘┈┍ 

│┑┅┕ ┌─┐┎┊

8 (343) 290-90-93 
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• ╂┿╆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. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう

╅うゃけすくにっ

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

ぞí ï¡¿íÑ ÑñëñçÜÜßëíßíö▲çí0àñÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí 
(Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, äÜï. ずñÖóÖï¡óú) 

てちかいとかてつみ さしあおそうはけさ 
• どëñßÜçíÖó　: Üßëí£ÜçíÖóñ Öñ Öó¢ñ ïëñÑÖñÇÜ ïäñîóí¿áÖÜÇÜ, 
£ÖíÖóñ ぢと - "1で" (8.0), Üä▲ö ëíßÜö▲ Üß　£íöñ¿ñÖ 
• だß　£íÖÖÜïöó: Üôñö ½íöñëóí¿Üç ó ÇÜöÜçÜú äëÜÑÜ¡îóó Öí 
ï¡¿íÑñ
• げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 15000 ëÜß¿ñú 

8 (343) 338-21-96, 8-902-26-34-423
[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお. 8-922-15-09-135.
[╄╉╊┿╋┿

╇とせ さぇぉけすせ
• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

┴╉]〉〈』 
‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆

┥ぇ『』》〉. ┱╉╈〉》〉╇〉
8-912-29-38-010
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"[せししおうえ たかっぉ" てちかいとまてつみ:
 ½ñÖñÑ¢ñë äÜ ëíßÜöñ ï ¡¿óñÖöí½ó 
 ëíßÜöÖó¡ó ç ¡ÜÖÑóöñëï¡óú îñê 
 ÜßÜëàóî▲
8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328
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〈╄》′╇╉┿ 
Üßëí£ÜçíÖóñ ïëñÑÖñöñêÖóôñï¡Üñ ó¿ó ç▲ïüññ, 

Öíç▲¡ó ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ¡ÜÖöëÜ¿　 £í ïóïöñ½í½ó 
¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖó　, ÜöÜä¿ñÖó　, ~ÖñëÇÜïÖíß¢ñÖó　, 

çñÖöó¿　îóó
£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí – ÑÜïöÜúÖí　
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ゐñëñ£Üçï¡Üñ ÜöÑñ¿ñÖóñ でßñëßíÖ¡í づÜïïóó 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 4-15-39 
うかう こけ ぇょさっしせ せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9

┴╉]〉〈』 
‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆

8-953-82-17-480
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