
]さっょぇ, 26 はくゃぇさは
‶ぇしきせさくけ, 

ょくひき -10-12, くけつぬの -13-15
╁っすっさ のあくにえ, 5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 741 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 27 はくゃぇさは
‶ぇしきせさくけ, 

ょくひき -10-12, くけつぬの -11-13
╁っすっさ のあくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 730 きき さす.しす.
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╁っつっさけき 21 はくゃぇさは ‶けかうすしけゃっす きっしすくけゅけ けすょっかっくうは 

こけかうすうつっしおけえ こぇさすうう «╄ょうくぇは [けししうは» しけぉさぇかしは ょかは 
すけゅけ, つすけぉに こさうくはすぬ さってっくうっ け こけょょっさあおっ しゃけっゅけ おぇくょう-
ょぇすぇ 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. ╁ おけくちっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ くぇ しけしすけはゃてうたしは こさぇえきっさうい 
(こさっょゃぇさうすっかぬくけっ ゅけかけしけゃぇくうっ つかっくけゃ こぇさすうう) こけょょっさあ-
おせ ぉにかけ さってっくけ けおぇいぇすぬ させおけゃけょうすっかの ゅさせここに おけきこぇくうえ 
«Brozex» ╄ゃゅっくうの ‶うしちけゃせ, ょっこせすぇすせ ゅけさけょしおけえ ょせきに.

╇い 33 つかっくけゃ ‶けかうすしけゃっすぇ くぇ いぇしっょぇくうう こさうしせす-
しすゃけゃぇかう 28 つっかけゃっお. ╁しっ けくう こさうくはかう せつぇしすうっ ゃ 

すぇえくけき ゅけかけしけゃぇくうう. «╆ぇ» ╄ゃゅっくうは ‶うしちけゃぇ こさけゅけ-
かけしけゃぇかけ ぉけかぬてうくしすゃけ せつぇしすくうおけゃ. ╇すけゅけき こけかうすう-
つっしおけゅけ しけゃっすぇ っょうくけさけししけゃ しすぇかけ さってっくうっ こけょょっさ-
あぇすぬ くぇ ゃにぉけさぇた ゅかぇゃに ╀╂¨ おぇくょうょぇすせさせ ╄ゃゅっくうは 
[せょけかぬそけゃうつぇ ‶うしちけゃぇ.

]ゃけの おぇくょうょぇすせさせ くぇ ゃにぉけさに, おけすけさにっ しけしすけはすしは 13 
きぇさすぇ ねすけゅけ ゅけょぇ, こさっすっくょっくすに きけゅせす ゃにょゃうくせすぬ ょけ 26 
はくゃぇさは. ‶さうひき ょけおせきっくすけゃ いぇおぇくつうゃぇっすしは 31 はくゃぇさは. 
′ぇこけきうくぇっき, つすけ こけおぇ ゃ こさっょゃにぉけさくけえ ゅけくおっ せつぇしすゃせ-
のす おぇくょうょぇすに けす ょゃせた こぇさすうえ う ょゃぇ しぇきけゃにょゃうあっくちぇ.
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╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁, そけすけ ぇゃすけさぇ

′╄‶｠╊を′┿ぅ さぇぉけすおぇ せ こさっょしすぇ-
ゃうすっかっえ くぇさけょぇ: しうょう ゃ いぇかっ, 

ょぇ させおせ こけょくうきぇえ, いぇおけくに こさうくうきぇは. 
′ぇしおけかぬおけ ねすけ さぇしこさけしすさぇくひくくけっ 
こさっょしすぇゃかっくうっ け ょっこせすぇすぇた ょぇかっおけ 
けす うしすうくに, は せぉっょうかしは しぇき, しせぉぉけすくっえ 
くけつぬの ぉせょせつう ゃにさゃぇくくにき うい すうたけえ 
ょけきぇてくっえ けぉしすぇくけゃおう う こけかっすっゃてうえ 
ゃきっしすっ し ょっこせすぇすしおけえ おけきうししうっえ ゃ こけ-
しひかけお ╋けくっすくにえ.

╁ ╋けくっすくけき – ぉっょぇ. ]っえつぇし は せあっ しけ 
ゃいょけたけき けぉかっゅつっくうは きけゅせ しおぇいぇすぬ – ぉにかぇ. 
‶さう きけさけいっ ゃ -25˚] ぉっい けすけこかっくうは けしすぇ-
かうしぬ ょっゃはすぬ こはすうねすぇあっお, ょっすしおうえ しぇょ, ておけ-
かぇ う きくけあっしすゃけ ょゃせた-すさひたねすぇあくにた ょけきけゃ 
こけ せかうちぇき ‶せておうくぇ う ╊っさきけくすけゃぇ. ‶けょ 
せゅさけいけえ くけつひゃおう ゃ かっょはくにた おゃぇさすうさぇた けおぇ-
いぇかうしぬ しさぇいせ ょゃっ すにしはつう すさうしすぇ あうすっかっえ. 
]うゅくぇか け こさけうしてっしすゃうう こけしすせこうか ゃ しせぉぉけすせ 
]っさゅっの ‶ぇゃかけゃせ, いぇきっしすうすっかの ゅかぇゃに けおさせ-
ゅぇ こけ ╅╉》, けおけかけ つぇしぇ ょくは, ゃしっ しかせあぉに, 
ゃ すけき つうしかっ: ╁けょけおぇくぇか, ╋』] う ╀っさひいけゃ-
しお╃けさ]すさけえ ぉにかう こけょくはすに «ゃ させあぬひ». 〉あっ 
お ょゃせき つぇしぇき こけこけかせょくう ]っさゅっえ ′うおけかぇっ-
ゃうつ, こさうぉにゃてうえ くぇ きっしすけ, こさうくはか さってっ-
くうっ けぉなはゃうすぬ さっあうき 』] – つさっいゃにつぇえくけえ 
しうすせぇちうう. ′っこさうはすくけしすう しかせつぇのすしは. ′け くぇ 
すけ う おけききせくぇかぬとうおう, つすけぉに くっ ょぇゃぇすぬ ぉっょっ 
さぇしこけはしぇすぬしは. ‶けかせつうゃてうえ しうゅくぇか 』] ょっ-
あせさくにえ けぉかぇしすくけえ ╄ょうくけえ ╃うしこっすつっさしおけえ 
]かせあぉに こけかおけゃくうお ゃ けすしすぇゃおっ ‶ぇしすっさくぇお 
(しぇき あうすっかぬ ╉かのつっゃしおぇ) せすけつくうか: «‶ぇゃかけゃ 
くぇ きっしすっ? – ′せ, すけゅょぇ は しこけおけっく». ′っ ゃけい-
くうおかけ こぇくうおう う しさっょう しぇきうた きけくっすくうくちっゃ. 
‶さけたけあうっ ゃうょっかう けぉうかうっ きぇてうく う すったくうおう 
せ おけすっかぬくけえ, おうこせつせの ょっはすっかぬくけしすぬ さぇぉけ-
つうた う こけくうきぇかう – うた くっ けしすぇゃはす ゃ ぉっょっ.

╋っあょせ すっき, つすけ せょうゃうすっかぬくけ, けすけこかっくうっ 
こっさっしすぇかぇ ょぇゃぇすぬ しぇきぇは かせつてぇは ゃ くぇてっき 
けおさせゅっ おけすっかぬくぇは. ]ぇきぇは くけゃぇは, けしくぇとひく-
くぇは くっいぇゃうしうきにきう うしすけつくうおぇきう ねかっおすさけ-
ねくっさゅうう う すけこかうゃぇ, ゃおかのつひくくぇは ゃ しっすぬ ぇゃ-
すけきぇすうつっしおけゅけ けこけゃっとっくうは, しこけしけぉくぇは 
さぇぉけすぇすぬ ゃけけぉとっ ぉっい かのょっえ, ぉかぇゅけょぇさは 
きくけあっしすゃせ ょぇすつうおけゃ しゃけょはとぇは こさっしかけゃせ-
すにえ «つっかけゃっつっしおうえ そぇおすけさ» お きうくうきせきせ, 
けくぇ ぇゃすけきぇすうつっしおう けすおかのつうかぇしぬ うい-いぇ ょっ-
そうちうすぇ ゃけょに. 〈ぇお つすけ あっ こさけういけてかけ?

╃っこせすぇすしおぇは おけきうししうは, ゃけいゅかぇゃかはっきぇは 
こさっょしっょぇすっかっき ょせきしおけゅけ おけきうすっすぇ こけ ╅╉》 
╄ゃゅっくうっき ‶うしちけゃにき, くぇ いぇしっょぇくうう てすぇぉぇ 
』] いぇしかせてぇかぇ ょけおかぇょ ]っさゅっは ‶ぇゃかけゃぇ.

 – ‶さけういけてかぇ せすっつおぇ. 〈けかぬおけ う ゃしっゅけ, – 
ょけかけあうか ]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ. ]っゅけょくは おけ-
すっかぬくぇは こけょこうすにゃぇっすしは ゃけょけえ けす あっかっいくけ-
ょけさけあくけゅけ せいかぇ ゃ ╋せさいうくおっ ゃ けぉなひきっ 12 き3 
ゃけょに ゃ つぇし. ╋っかおせの せすっつおせ おけすっかぬくぇは きけあっす 

うゅくけさうさけゃぇすぬ. ′け, せゃに, おけゅょぇ けぉなひき すっさはっ-
きけえ ゃ きっしすっ こけさにゃぇ ゃけょに ょけてひか ょけ おさうすう-
つっしおけえ けすきっすおう, ぇゃすけきぇすうおぇ おけすっかぬくけえ こさう-
けしすぇくけゃうかぇ さぇぉけすせ. 

╉ぇお さぇいにしおぇすぬ ょにさせ ゃ すさせぉっ こけょ しかけっき 
いっきかう う しくっゅぇ? ╃ぇあっ ょゃっくぇょちぇすぬ おせぉけきっ-
すさけゃ ゃけょに ゃにょぇょせす きっしすけ せすっつおう つっさっい 
くっしおけかぬおけ ょくっえ, ょけ ねすけゅけ しゃけぉけょくけ ゃこうすに-
ゃぇはしぬ ゃ いっきかの. ‶けねすけきせ こっさゃけけつっさっょくけえ 
いぇょぇつっえ しすぇか くっ こけうしお こさけさせたう, ぇ ゃけししすぇ-
くけゃかっくうっ こけょぇつう すっこかぇ ゃ ょけきぇ. «╉けくしう-
かうせき» おけききせくぇかぬくにた ねおしこっさすけゃ こさうくはか 
さってっくうっ しさけつくけ こけょこうすぇすぬ おけすっかぬくせの うい 
ょさせゅけゅけ うしすけつくうおぇ. ╉ しつぇしすぬの, すぇおけえ うし-
すけつくうお ぉにか – ゃっすおぇ きぇゅうしすさぇかぬくけゅけ ゃけょけ-
こさけゃけょぇ こけょたけょうかぇ お おけすっかぬくけえ う あょぇかぇ 
しゃけっゅけ つぇしぇ うい-いぇ けすしせすしすゃうは しこっちうぇかぬくけゅけ 
ょけさけゅけしすけはとっゅけ こっさったけょくうおぇ きっあょせ こかぇ-
しすうおけゃにきう う きっすぇかかうつっしおうきう すさせぉぇきう. ‶っ-

さったけょくうお ゃ ╁けょけおぇくぇかっ くぇてひかしは, こけおぇ っゅけ 
ょけしすぇゃかはかう, すったくうおぇ ゃゅさにいかぇしぬ ゃ しすにかにえ 
ゅさせくす, こけょゅけすけゃうゃ くぇ すさひたきっすさけゃけえ ゅかせぉう-
くっ きっしすけ ょかは しすにおぇ. ╁けょぇ うい くけゃけゅけ うしすけつ-
くうおぇ くぇこけかくうかぇ ぉに ぉぇすぇさっう, ぇ すっき ゃさっきっ-
くっき, せあっ くっ すけさけこはしぬ, ゃ さぇぉけつっき こけさはょおっ, 
さぇいにしおぇかう ぉに う きっしすけ こけさにゃぇ すっこかけすさぇししに.

′け おけききせくぇかぬとうおぇき こけゃっいかけ (たけすは, くっ 
きけゅせ くっ いぇきっすうすぬ, つすけ せょぇつぇ こさうたけょうす お 
こさけそっししうけくぇかぇき しゃけっゅけ ょっかぇ): きっしすけ, ゅょっ 
すひこかぇは ゃけょぇ さってうかぇ しけゃっさてうすぬ こけぉっゅ くぇ 
ゃけかの, ぉにかけ くぇえょっくけ こさぇおすうつっしおう しさぇいせ あっ 
– こさけゅくうか しすにお ょゃせた すさせぉ. [ぇしおけこぇかう-けぉさっ-
いぇかう-しゃぇさうかう-こさけゃっさうかう-いぇおけこぇかう – う ゃしひ 
ねすけ こけょ くぇょいけさけき ょっこせすぇすしおけえ おけきうししうう う 
あせさくぇかうしすけゃ, う ゃしひ ねすけ – くぇ たけさけてっき きけ-
さけいちっ ゃ おかせぉぇた こぇさぇ う こけ おけかっくけ ゃ ゃけょっ. 
〈ぇおうき けぉさぇいけき, っとひ ょけ こけかせくけつう う ょにさせ 
いぇかぇすぇかう, う くけゃせの きぇゅうしすさぇかぬ こけょおかのつう-

かう. 〈っこっさぬ おけすっかぬくぇは ゃしっゅょぇ ぉせょっす うきっすぬ 
さっいっさゃくにえ うしすけつくうお ゃ けぉなひきっ ぉけかぬてっ くっ-
けぉたけょうきけゅけ – 50 おせぉけきっすさけゃ ゃきっしすけ ょゃっ-
くぇょちぇすう.

– ╇い ゃしった ょっゃはすう きくけゅけおゃぇさすうさくうおけゃ 
いぇきけさけいうかしは すけかぬおけ けょうく しすけはお ゃ けょくけき 
こけょなっいょっ – ねすけ こけすっさう くうあっ くういおけゅけ, ねすけ 
きに ぉにしすさけ せしすさぇくうき, – さぇょけゃぇかしは ‶ぇゃかけゃ. 
– ]っすぬ すっこかけしくぇぉあっくうは «あうゃぇは». ╁こさけつっき, 
こけおぇ くっ いぇおけくつうすしは こさけゃっさおぇ, う きに くっ ぉせ-
ょっき せゃっさっくに ゃ っひ さぇぉけすけしこけしけぉくけしすう くぇ 
100%, は けすしのょぇ くっ せっょせ! 

〈っき くっ きっくっっ, ょっこせすぇすに ゅけさけょしおけえ ょせきに 
いぇ すさうょちぇすぬ きうくせす ょけ こけかせくけつう こけてかう こけ 
おゃぇさすうさぇき. ╆ゃけくうかう, おけくっつくけ, すけかぬおけ すせょぇ, 
ゅょっ ゅけさっか しゃっす, けぉなはしくはかう こさうつうくに けたかぇあ-
ょっくうは ぉぇすぇさっえ, ょけおかぇょにゃぇかう け しょっかぇくくけき. 
╁こさけつっき, お すけきせ ゃさっきっくう しすけはおう こけ せかうちっ 
╊っさきけくすけゃぇ せあっ さぇしおぇかうかうしぬ, ぇ さぇょうぇすけさに 
ゃ おゃぇさすうさぇた くぇ ‶せておうくぇ くぇこけかくうかうしぬ すっ-
こかけき ゃしっゅけ つっさっい つぇし こけしかっ ょゃっくぇょちぇすう.

╉さぇしうゃけっ くぇいゃぇくうっ – «【すぇぉ 』]». ′ぇ しぇきけき 
ょっかっ すさう ょっこせすぇすぇ, うしこけかくはのとうえ けぉはいぇくくけ-
しすう ゅかぇゃに ゅけさけょぇ ╇ゅけさぬ ╉ぇさこけゃ, ]っさゅっえ ‶ぇゃ-
かけゃ う ゃぇて こけおけさくにえ しかせゅぇ こさけしすけ ゃすうしくせかうしぬ 
ゃ けょうく うい ぇゃすけきけぉうかっえ. 』っすゃっさけ くっ しぇきにた 
すけとうた きせあうつおけゃ ゃ いうきくっえ けょっあょっ くぇ けょくけき 
しうょっくぬっ – ねすけ, ょけかけあせ は ゃぇき, つすけ-すけ!

╊うつくけ せぉっょうゃてうしぬ, つすけ ぉっょぇ けすしすせこうかぇ, 
ょっこせすぇすに こけしすぇゃうかう ゃけこさけし さっぉさけき.

– ╄しかう ねすぇ かせつてぇは くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ 
ぇゃすけきぇすうつっしおぇは おけすっかぬくぇは こさう ぇゃぇさうう 
くぇ すっこかけすさぇししっ つせすぬ くっ けしすぇゃうかぇ ぉっい すっこ-
かぇ すにしはつう かのょっえ, – しおぇいぇか ╄ゃゅっくうえ ‶うし-
ちけゃ, – すけ つすけ ゅけゃけさうすぬ け しぇきけえ たせょてっえ 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 おけすっかぬくけえ 
«╋けくっすくにえ-『っくすさぇかぬくにえ»? ぁすけ きうくぇ いぇ-
きっょかっくくけゅけ ょっえしすゃうは, う こさぇゃうかぬくけ ぉにかけ 
ぉに くっ ょけあうょぇすぬしは, おけゅょぇ けくぇ さゃぇくひす, ぇ せあっ 
しっえつぇし, ゃ こかぇくけゃけき こけさはょおっ くぇつぇすぬ こさけょせ-
きにゃぇすぬ きっさけこさうはすうは こけ っひ いぇきっくっ.

‶けしかっ おけさけすおけゅけ しけゃっとぇくうは てすぇぉ さっ-
てうか けぉさぇすうすぬしは お ゅけさけょしおけえ ょせきっ し こさっょ-
かけあっくうっき ゃにょっかうすぬ ぉのょあっすくにっ しさっょしすゃぇ 
くぇ こさけっおすうさけゃぇくうっ, くぇ こけょゃっょっくうっ しっすっえ, 
つすけぉに こけすけき けぉなはゃうすぬ おけくおせさし くぇ うくゃっしすう-
ちうけくくにえ こさけっおす くけゃけえ おけすっかぬくけえ.

〈ぇお つすけ くっす たせょぇ ぉっい ょけぉさぇ: けぉあひゅてうしぬ 
くぇ けょくけえ ぇゃぇさうう, ゅけさけょしおぇは ぇょきうくうしすさぇ-
ちうは う ょっこせすぇすに しさぇいせ あっ こさうくはかう さってっくうっ 
«ょせすぬ くぇ ゃけょせ» ゃ ょさせゅうた, こけすっくちうぇかぬくけ 
けこぇしくにた きっしすぇた けおさせゅぇ.

‶けょ せすさけ は ゃっさくせかしは ょけきけえ, つせすぬ ぉけかぬてっ 
こさっあくっゅけ こけくうきぇは, うい おぇおけゅけ きくけあっしすゃぇ 
こけょけぉくにた すさっゃけあくにた ゃにっいょけゃ しけしすけうす ょっは-
すっかぬくけしすぬ ょっこせすぇすけゃ. ┿ ゃに ゅけゃけさうすっ, «させおう 
こけょくうきぇすぬ ゃ すひこかにた おさっしかぇた»…
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╀っい さぇしおぇつおう, し こっさゃにた ょくっえ 

はくゃぇさは ょっこせすぇすに ょせきに ╀╂¨ 
くぇつぇかう さぇぉけすぇすぬ し  けぉさぇとっくう-
はきう ゅさぇあょぇく. ¨くう こけしすせこうかう 
けす あうすっかっえ ╀っいさっつくけゅけ う ╋け-
かけょひあくけゅけ. ╁ こっさゃけき こけしひかおっ, 
う ゅぇいっすぇ せあっ さぇししおぇいにゃぇかぇ け 
しかけあうゃてっえしは しうすせぇちうう, かのょう 
けおぇいぇかうしぬ ゃ しくっあくけき こかっくせ: ょけ-
さけゅう いょっしぬ くっ つうしすはすしは, «╂けさ]-
ゃっす» くっ しこさぇゃうかしは し ゃいはすにきう くぇ 
しっぉは けぉはいぇくくけしすはきう こけ ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃせ. ╃っこせすぇすに ゃきっしすっ し 
こけしっかおけゃけえ ゃかぇしすぬの うとせす ゃに-
たけょ うい こけかけあっくうは. ′ぇ ょくはた ゃ 
╀っいさっつくにえ せあっ こさうてかぇ しくっゅけせ-
ぉけさけつくぇは すったくうおぇ.

╅うすっかう 36-おゃぇさすうさくけゅけ ょけきぇ 
くぇ せかうちっ ╁っしっくくっえ, つすけ ゃ ╋けかけ-
ょひあくけき,  こけあぇかけゃぇかうしぬ ゃ ょせきせ 
くぇ たけかけょ ゃ おゃぇさすうさぇた. ╆ぇおけくくぇは 
こさっすっくいうは! ′け おぇお けおぇいぇかけしぬ, 
あうかぬちに いくぇのす け しゃけうた こさぇゃぇた, 
くけ くっ あっかぇのす ゃにこけかくはすぬ こさはきにっ 
けぉはいぇくくけしすう. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ しけ-
ゃしっき くっぉけかぬてけえ ょけき いぇょけかあぇか 
こけ あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくにき せし-
かせゅぇき くぇ こっさゃけっ ょっおぇぉさは 2010 
ゅけょぇ けょうく きうかかうけく 80 させぉかっえ, 
ぇ くぇ こっさゃけっ はくゃぇさは ねすぇ ちうそさぇ 
こけょさけしかぇ ょけ きうかかうけくぇ 200 すに-
しはつ. 〈け っしすぬ ゃ しさっょくっき おぇあょぇは 
おゃぇさすうさぇ くっ ょけくっしかぇ ょけ おぇししに 
こけ 33 すにしはつう ちっかおけゃにた. ┿ ゃっょぬ 
ぉけかっっ こけかけゃうくに しせききに こかぇすっ-
あっえ, おぇお ういゃっしすくけ, こさうたけょうすしは 
くぇ すっこかけ. 〉ゅけかひお ょかは おけすっかぬくけえ 
っしすぬ, くけ さぇいぉうさぇすぬしは, こけつっきせ 
くっ こけ ゃしっき しすけはおぇき うょひす すっこかけ, 
おけききせくぇかぬとうおう けすおぇいにゃぇのすしは: 
こせしすぬ あうかぬちに しくぇつぇかぇ さぇししつう-
すぇのすしは し くうきう. ╇ ゃけけぉとっ けくう 
けすおぇいにゃぇのすしは こさっょけしすぇゃかはすぬ 
«くったけさけてっきせ ょけきせ» あうかうとくにっ 
せしかせゅう, ゃこさっょぬ けく きけあっす さぇし-
しつうすにゃぇすぬ すけかぬおけ くぇ ぇゃぇさうえくけっ 
けぉしかせあうゃぇくうっ…

– ′っこさうはすくにえ おけくそかうおす, くっ-
こさけしすけ こさうくはすぬ ゃ くひき つぬの-すけ 
しすけさけくせ, – ゅけゃけさうす こさっょしっょぇ-
すっかぬ ょせきに ╀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 ╄ゃゅっくうえ ╂けゃけさせたぇ. 
– ╃ぇ, あぇかぬ かのょっえ, くけ くっこかぇ-
すっあう, ぇ けくう せ くぇし しせとっしすゃせのす 
こけゃしっきっしすくけ, しっさぬひいくけ こけょな-
っょぇのす ぉのょあっす. ]せょうすっ しぇきう: ゃ 
こさけてかけき ゅけょせ くっしおけかぬおけ こさっょ-
こさうはすうえ ╅╉》 こけかせつうかう きせくうちう-
こぇかぬくにっ ゅぇさぇくすうう. ╁ すけき つうしかっ 
¨¨¨ «〈╁う╉» – 6,5 きうかかうけくぇ くぇ 
ゅぇい: つすけぉに ╋けくっすくにえ くっ けしすぇか-
しは ぉっい すっこかぇ, ょっこせすぇすに ぉにかう 
ゃにくせあょっくに こさうくはすぬ すぇおけっ さっ-
てっくうっ. 〉ゃに, ねすう しさっょしすゃぇ せあっ 
くっ ゃっさくせすしは ゃ おぇいくせ. ╂ぇさぇくすうの 
ゃ 9,9 きうかかうけくぇ させぉかっえ こけかせつう-
かけ ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおうっ すっこかけゃにっ 
しっすう»: しさっょしすゃぇ こけすさっぉけゃぇかうしぬ 
ょかは こけおさにすうは せぉにすおけゃ, おけすけさにっ 
ゃけいくうおかう うい-いぇ たけかけょくけえ いうきに, 
ぇ すぇおあっ つぇしすうつくけ うい-いぇ くっこかぇ-
すっあっえ くぇしっかっくうは: ょせきぇ ゃいはかぇ 
くぇ しっぉは せょぇさ う いぇおさにかぇ こさけ-
さったせ, うくぇつっ  ╀〈] くっ しきけゅかけ ぉに 
さぇししつうすぇすぬしは し ねくっさゅけしくぇぉあぇの-
とっえ けさゅぇくういぇちうっえ. 

′っこかぇすっあう こけ «おけききせくぇかおっ» 
けすおさけゃっくくけ «ょにさはゃはす»  ぉのょあっす. 
¨ぉうょくけ: おぇお ぉせょすけ くぇき くっおせょぇ 
こけすさぇすうすぬ ねすう しぇきにっ きうかかうけ-
くに! ╃ぇ くぇ くうた きけあくけ ぉにかけ けす-
さっきけくすうさけゃぇすぬ くっ けょうく しぇょうお, 
いぇぇしそぇかぬすうさけゃぇすぬ くっしおけかぬおけ 
ょゃけさけゃ.

– ′にくってくうえ ぉのょあっす ぉせょっす 
しかけあくにき, – ゃくけゃぬ くぇこけきうくぇっす 
╄ゃゅっくうえ ]すぇくうしかぇゃけゃうつ, – こけ-
ねすけきせ くぇ すぇおけえ ゃうょ こけきけとう, おぇお 
きせくうちうこぇかぬくにっ ゅぇさぇくすうう, くぇき 
くっ こさうたけょうすしは さぇししつうすにゃぇすぬ. 〈ぇお 
つすけ ょけかあくうおう ょけかあくに くっ すけかぬおけ 
こさっょなはゃかはすぬ こさっすっくいうう, くけ う ゃに-
こけかくはすぬ しゃけう けぉはいぇくくけしすう.  

╁┿╅′¨

ÑÒÐÎÈÌ ÄÎÌ ÍÀ ÌÀÌÈÍÛ ÄÅÍÜÃÈ
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╁ 2011-╋, おぇお う ゃ こさっょにょせとうっ ょゃぇ ゅけょぇ, しさっょしすゃぇきう きぇ-
すっさうくしおけゅけ おぇこうすぇかぇ きけあくけ  ぉせょっす こけゅぇしうすぬ あうかうとくにっ 

おさっょうすに う いぇえきに, ゃ すけき つうしかっ うこけすっつくにっ, ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす 
ょぇすに うた こけかせつっくうは. ‶さう ねすけき ゃけいさぇしす さっぉひくおぇ, おけすけさにえ ょぇか 
こさぇゃけ くぇ きぇすっさうくしおうえ おぇこうすぇか, くっ うきっっす いくぇつっくうは! ]けけすゃっす-
しすゃせのとうえ いぇおけく こけょこうしぇか ‶さっいうょっくす [《.

– ‶けしかっ すけゅけ, おぇお ぉにかけ さぇい-
さってっくけ こけゅぇてぇすぬ きぇすっさうくしおうき 
おぇこうすぇかけき あうかうとくにっ おさっょうすに, 
くっ ょけあうょぇはしぬ すさひたかっすうは ゃすけさけゅけ 
さっぉひくおぇ, こけつすう 300 すにしはつ さけししうえ-
しおうた しっきっえ つぇしすうつくけ うかう こけかくけ-
しすぬの くぇこさぇゃうかう ねすう しさっょしすゃぇ くぇ 
さぇしつひすに こけ あうかうとくにき いぇえきぇき, – 
ゅけゃけさうす いぇきっしすうすっかぬ くぇつぇかぬくうおぇ 
せこさぇゃかっくうは ‶っくしうけくくけゅけ そけくょぇ 
こけ ゅ. ╀っさひいけゃしおけきせ ╄かっくぇ ╊せおぬはく-
つっくおけ. – ╁ ╀╂¨ ゃ 2010 ゅけょせ 120 
しっきっえ こけょぇかう いぇはゃかっくうは くぇ さぇし-
こけさはあっくうっ しさっょしすゃぇきう きぇすっさうく-

しおけゅけ おぇこうすぇかぇ, くけ すけかぬおけ つっすゃっ-
さけ さってうかう うしこけかぬいけゃぇすぬ ょっくぬゅう 
くぇ けぉさぇいけゃぇくうっ ょっすっえ, けしすぇかぬくにっ 
ゃけしこけかぬいけゃぇかうしぬ うきう ょかは せかせつてっ-
くうは しゃけうた あうかうとくにた せしかけゃうえ.

′け ねすけ こさぇゃうかけ ょっえしすゃけゃぇかけ 
すけかぬおけ ょかは おさっょうすけゃ, ゃいはすにた ょけ 
おけくちぇ 2010 ゅけょぇ. 〈っこっさぬ けゅさぇ-
くうつっくうっ けすきっくっくけ: ゅぇしうすぬ あう-
かうとくにっ いぇえきに, ゃいはすにっ ゃ 2011-き 
う ょぇかっっ, きけあくけ, くっ ょけあうょぇはしぬ 
すさひたかっすうは ゃすけさけゅけ さっぉひくおぇ. 

╀[ こけしすけはくくけ さぇししおぇいにゃぇっす け 
きぇすっさうくしおけき (しっきっえくけき) おぇこうすぇ-

かっ. ╃かは すった, せ おけゅけ くっょぇゃくけ さけ-
ょうかしは ゃすけさけえ きぇかにて, う おすけ すけかぬおけ 
しすぇくっす けぉかぇょぇすっかっき しっさすうそうおぇすぇ, 
くぇこけきうくぇっき: ょけおせきっくすに ゃにょぇひす 
‶っくしうけくくにえ そけくょ. ┿ うしこけかぬいけゃぇすぬ 
しさっょしすゃぇ ゃに しきけあっすっ くぇ せかせつてっ-
くうっ あうかうとくにた せしかけゃうえ しっきぬう, けぉ-
さぇいけゃぇくうっ ょっすっえ 
う せゃっかうつっくうっ 
ぉせょせとっえ こっくしうう 
きぇきに. ‶さぇゃょぇ, 
くぇょけ ぉせょっす ょけ-
あょぇすぬしは, おけゅょぇ 
くぇしかっょくうおせ うし-
こけかくうすしは すさう 
ゅけょぇ. ╇しおかのつっくうっき しすぇかけ かうてぬ 
こけゅぇてっくうっ あうかうとくにた おさっょうすけゃ, け 
つひき きに う ゅけゃけさうかう ゃにてっ. ╉しすぇすう, 
ゃ 2011 ゅけょせ きぇすっさうくしおうえ おぇこうすぇか 
きけあくけ ぉせょっす すぇおあっ くぇこさぇゃうすぬ くぇ 

しすさけうすっかぬしすゃけ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ 
あうかけゅけ ょけきぇ, こけかせつうゃ こけかけゃうくせ 
しせききに ゃ おぇつっしすゃっ ぇゃぇくしぇ, ょさせゅせの 
– つっさっい てっしすぬ きっしはちっゃ, っしかう こけょ-
すゃっさょうすっ こさけういゃけょしすゃけ けしくけゃくにた 
さぇぉけす. ╄とひ けょくけ くけゃけゃゃっょっくうっ: 
しっきぬは, せあっ こけしすさけうゃてぇは ょけき こけ-

しかっ 1 はくゃぇさは 2007 
ゅけょぇ, きけあっす こけ-
かせつうすぬ しさっょしすゃぇ 
き ぇ す っ さ う く し お け ゅ け 
おぇこうすぇかぇ ょかは つぇ-
しすうつくけえ おけきこっく-
しぇちうう いぇすさぇす. 

〉いくぇすぬ こけょ-
さけぉくけしすう, せすけつくうすぬ しこうしけお くっ-
けぉたけょうきにた ょけおせきっくすけゃ きけあくけ ゃ 
おかうっくすしおけえ しかせあぉっ せこさぇゃかっくうは 
‶《 うかう こけ すっかっそけくぇき  4-36-52 
う 4-66-48.

『╇《[┿ ╃′ぅ
[ぇいきっさ きぇすっさうくしおけゅけ おぇこうすぇかぇ 

っあっゅけょくけ うくょっおしうさせっすしは 
ゅけしせょぇさしすゃけき. 

] 1 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ 
けく しけしすぇゃかはっす 

365 689 させぉかっえ.

╀¨╊を′¨╈ ╁¨‶[¨]

╆┿ ╃╄〈]╉╇╋ ‶╇〈┿′╇╄╋ – ]¨ ]‶[┿╁╉¨╈
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╃╄〈]╉┿ぅ こけかうおかうくうおぇ くぇたけょうすしは «ゃ さっあうきっ けあうょぇくうは». ╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは  
こさぇゃうすっかぬしすゃけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう さぇししきぇすさうゃぇっすしは こけしすぇくけゃかっくうっ, しけ-

ゅかぇしくけ おけすけさけきせ うしおせししすゃっくくにっ しきっしう ょかは ょっすっえ ゃ ゃけいさぇしすっ ょけ ゃけしぬきう きっしはちっゃ ぉせょせす 
ゃにょぇゃぇすぬしは すけかぬおけ こさう こさっょなはゃかっくうう しこさぇゃおう け しさっょくっょせてっゃけき ょけたけょっ くうあっ こさけ-
あうすけつくけゅけ せさけゃくは, せしすぇくけゃかっくくけゅけ くぇ すっささうすけさうう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 

╃け ねすけゅけ すぇおぇは しこさぇゃおぇ すさっぉけゃぇかぇしぬ ょかは 
こさうけぉさっすっくうは うしおせししすゃっくくにた しきっしっえ ょっすはき けす 
ゃけしぬきう きっしはちっゃ ょけ すさひた かっす, ぇ ゃしっ ゅさせょくうつおう 
きけかけあっ ゃけしぬきう きっしはちっゃ けぉっしこっつうゃぇかうしぬ こうすぇ-
くうっき ぉっい ょけこけかくうすっかぬくにた せしかけゃうえ. 

╁ おけくちっ ょっおぇぉさは け くけゃけゃゃっょっくうう ぉっさひいけゃ-
しおうた きっょうおけゃ ういゃっしすうかう こうしぬきけき, こけょこうしぇく-
くにき きうくうしすさけき いょさぇゃけけたさぇくっくうは ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう ┿.[. ╀っかはゃしおうき, ゃ しゃはいう し つっき 
ゃにょぇつぇ ょっすしおけゅけ こうすぇくうは ぉっい くっけぉたけょうきけえ 
しこさぇゃおう ぉにかぇ こさっおさぇとっくぇ. ¨ょくぇおけ こけつすう しさぇいせ 
『╂╀ ぉにかけ こけかせつっくけ ゃすけさけっ こうしぬきけ いぇ こけょこうしぬの 
ゅかぇゃくけゅけ こっょうぇすさぇ ╊.′. ╋ぇかはきけゃけえ, ゃ おけすけさけき 
しけけぉとぇかけしぬ, つすけ けぉっしこっつっくうっ ょっすしおうき こうすぇくう-
っき ょけかあくけ けしせとっしすゃかはすぬしは こけ しすぇさけえ したっきっ ょけ 
こけょこうしぇくうは しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ こけしすぇくけゃかっくうは 

こさぇゃうすっかぬしすゃけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. [ぇぉけすぇ 
こけ ゃにょぇつっ ゃけいけぉくけゃうかぇしぬ.

╁ はくゃぇさっ 2011 ゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ くぇ こけ-
かせつっくうっ うしおせししすゃっくくにた しきっしっえ ょかは ょっすっえ ゃ 
ゃけいさぇしすっ ゃけしぬきう-ょゃっくぇょちぇすう きっしはちっゃ ぉにか ゃに-
こうしぇく 381 さっちっこす, ょかは ょっすっえ けす ゅけょぇ ょけ ょゃせた 
かっす – 395 さっちっこすけゃ, けす ょゃせた ょけ すさひた かっす – 218 
さっちっこすけゃ. ╃っすう けす ゃけしぬきう きっしはちっゃ ょけ すさひた かっす 
せあっ しっゅけょくは こけかせつぇのす ぉっしこかぇすくけっ こうすぇくうっ 
すけかぬおけ こさう くぇかうつうう しこさぇゃおう け ゃっかうつうくっ ょけ-
たけょぇ くうあっ こさけあうすけつくけゅけ きうくうきせきぇ. ╉ぇお こけはし-
くっくけ くぇ しぇえすっ きうくうしすっさしすゃぇ いょさぇゃけけたさぇくっくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, ゃゃっょっくうっ すぇおけえ きっさに 
ょかは ょっすっえ ょけ ゃけしぬきう きっしはちっゃ ょけかあくけ しすうきせ-
かうさけゃぇすぬ うた きぇき ょけかぬてっ くっ けすおぇいにゃぇすぬしは けす 
ゅさせょくけゅけ ゃしおぇさきかうゃぇくうは.

¨〈╆｠╁｠ ‶¨╊を╆¨╁┿〈╄╊╄╈ 《¨[〉╋┿ 
BEREZOVSKII.RU 

Kern

┿ こけおぇ ねすせ しこさぇゃおせ きけかけょにっ しっきぬう こけかせ-
つぇのす, ょっすうておう つすけ ょけかあくに しけしぇすぬ? ‶けしすぇ-
くけゃかっくうっ? 

╇ っしかう ょけたけょに くっ こけょたけょはす こけょ «ぉっしこかぇす-
くせの» おぇすっゅけさうの, すけ おけゅょぇ ぉせょせす ういゃっしすくに 
さぇしちっくおう くぇ こけかせつっくうっ こかぇすくけゅけ こうすぇくうは?

‶さっしし-しかせあぉぇ 『╂╀
]っえつぇし ょっすしおけっ こうすぇくうっ ゃにょぇのす ぉっい しこさぇ-

ゃけお. 〈さっぉせえすっ せ しゃけっゅけ こっょうぇすさぇ くぇこさぇゃかっ-
くうっ. ′け ゃっかうおぇ ゃっさけはすくけしすぬ, つすけ ゃ ぉかうあぇえ-
てうっ ょくう ゃしひ あっ こさうきせす ねすけ こけしすぇくけゃかっくうっ. 

‶さっょかぇゅぇの せしすさけうすぬ そかってきけぉ (すけかぬおけ くっ 
ゅけゃけさうすっ, つすけ は ゃぇき こけしけゃっすけゃぇか). ‶けいゃけくう-
すっ ゅかぇゃくけきせ こっょうぇすさせ ╋うくいょさぇゃぇ ╋ぇかはきけゃけえ 
╊のぉけゃぬ ′うおけかぇっゃくっ. 〈っか. 270-18-46. ╊うぉけ 
こけあぇかせえすっしぬ くぇ しぇえすっ ╋うくいょさぇゃぇ – http://
mzso.ru/ministr/faq/

╋｠ ╇ ╆┿╉¨′
╆┿】╇〈╇╊╇ 

‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊ぅ
╁ぇょうき ╋┿『╉╄╁╇』, こけきけとくうお こさけおせさけさぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ

‶[¨╉〉[┿〈〉[┿ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ こさけゃっかぇ こさけゃっさおせ うしこけかくっ-
くうは いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ け いぇとうすっ こさぇゃ のさうょうつっしおうた かうち 

う うくょうゃうょせぇかぬくにた こさっょこさうくうきぇすっかっえ こさう けしせとっしすゃかっくうう ゅけ-
しおけくすさけかは ゃ せこさぇゃかっくうう しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに くぇしっかっくうは くぇてっ-
ゅけ ゅけさけょぇ.

]すけうす くぇこけきくうすぬ, つすけ ゃくっこかぇくけ-
ゃぇは ゃにっいょくぇは こさけゃっさおぇ のさうょうつっ-
しおうた かうち, ぇ すぇおあっ ╇‶ きけあっす ぉにすぬ 
こさけゃっょっくぇ すけかぬおけ こけしかっ しけゅかぇしけ-
ゃぇくうは し こさけおせさぇすせさけえ う くぇ けしくけ-
ゃぇくうう しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ こさうおぇいぇ 
させおけゃけょうすっかは けさゅぇくぇ ゅけしおけくすさけかは 
うかう くぇょいけさぇ. ╁ たけょっ あっ くぇてっえ 
こさけゃっさおう ぉにかけ せしすぇくけゃかっくけ, つすけ 
せこさぇゃかっくうっ しけちいぇとうすに くぇしっかっ-
くうは こさぇおすうおせっす すぇおせの さっゃういうの 
«しぇきけょっはすっかぬくけ». 〈ぇお, 16 くけはぉさは 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ うくょうゃうょせぇかぬくにえ 
こさっょこさうくうきぇすっかぬ こけかせつうか せゃっ-
ょけきかっくうっ け すけき, つすけ さけゃくけ つっさっい 
きっしはち っゅけ こさけゃっさはす くぇ しけぉかのょっくうっ 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, さっゅせかうさせのとっゅけ 
こさぇゃぇ くぇ ょけしすせこくけしすぬ お けぉなっおすぇき 
しけちうぇかぬくけえ うくそさぇしすさせおすせさに かうち 
し けゅさぇくうつっくくにきう ゃけいきけあくけしすはきう 
いょけさけゃぬは う きぇかけきけぉうかぬくにた ゅさぇあ-

ょぇく. 〉ゃっょけきかっくうっ しけょっさあぇかけ うく-
そけさきぇちうの け こさっょきっすっ こさけゃっさおう う 
しこうしおっ ょけおせきっくすけゃ, おけすけさにっ ょけかあ-
くに ぉにすぬ こさっょしすぇゃかっくに. 

′け ょぇくくぇは こさけゃっさおぇ くっ ぉにかぇ 
しけゅかぇしけゃぇくぇ し こさけおせさぇすせさけえ, 
いくぇつうす, こさぇゃぇ ╇‶, ゅぇさぇくすうさけゃぇく-
くにっ 《っょっさぇかぬくにき いぇおけくけき けす 
26.12.2008 わ294-《╆ «¨ いぇとうすっ 
こさぇゃ のさうょうつっしおうた かうち う うくょうゃう-
ょせぇかぬくにた こさっょこさうくうきぇすっかっえ こさう 
けしせとっしすゃかっくうう ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
おけくすさけかは (くぇょいけさぇ) う きせくうちう-
こぇかぬくけゅけ おけくすさけかは», けおぇいぇかうしぬ 
くぇさせてっくに. ╁ ぇょさっし くぇつぇかぬくうおぇ 
せこさぇゃかっくうは しけちいぇとうすに くぇしっかっくうは 
′.‶. ┿かっおしっっゃぇ ゃくっしっくけ こさっょしすぇゃ-
かっくうっ けぉ せしすさぇくっくうう くぇさせてっくうえ. 
¨くけ さぇししきけすさっくけ, こさうくはすに きっさに, 
ゃうくけゃくにっ かうちぇ こさうゃかっつっくに お ょうし-
ちうこかうくぇさくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう.

╃┿〈┿
Не грусти, студент!

[けししうえしおうっ しすせょっくすに けすきっつぇのす しゃけえ «こさけそっししうけくぇかぬくにえ» こさぇいょくうお 25 はく-
ゃぇさは ゃ 〈ぇすぬはくうく ょっくぬ. ╉ぇお さぇい ゃ ねすけす しぇきにえ ょっくぬ ゃ 1755 ゅけょせ うきこっさぇすさうちぇ ╄かう-
いぇゃっすぇ ‶っすさけゃくぇ こけょこうしぇかぇ せおぇい «¨ぉ せつさっあょっくうう ╋けしおけゃ-
しおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ» う 12 (25 こけ くけゃけきせ しすうかの) はくゃぇさは 
しすぇかけ けそうちうぇかぬくにき せくうゃっさしうすっすしおうき ょくひき. 

′け さけししうえしおうき しすせょっくすぇき こうすぬ-ゅせかはすぬ くっおけゅょぇ. 
╉ぇお さぇい くぇ ねすう ょくう ゃにこぇょぇっす しっししうは – くぇ-
こさはあひくくぇは つっさっょぇ ねおいぇきっくけゃ. ′っ ゅさせしすう-
すっ, しすせょうけいせしに, しっししうう ゃしっゅけ ょゃぇ さぇいぇ ゃ 
ゅけょ, ぇ きっあょせ くうきう – ゃぇて こさぇいょくうお!

‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋
]ゃっすかぇくせ ╁かぇょうきうさけゃくせ 

¨』╉┿′¨╁〉,
せこさぇゃかはのとせの ょっかぇきう
 ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨,

し ╃くひき さけあょっくうは!
╁に う «けしぬ», ╁に う «きけすけさつうお» 

ぇょきうくうしすさぇちうう,
ゃょけたくけゃうすっかぬくうちぇ 

う さっゃくうすっかぬくうちぇ ゃしった 
ゅけさけょしおうた ぇおちうえ,

╁に う いぇぉけすかうゃぇは きぇきぇ, 
う おさぇしうゃぇは あっくとうくぇ.
〉しこったけゃ ╁ぇき ゃけ ゃしった 
╁ぇてうた くぇつうくぇくうはた!

[っょぇおちうは ╀[

‶さうかけあっくうっ お さってっくうの ぉっさひいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 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 けす 12 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ わ1-1       

]¨¨╀】╄′╇╄
╀っさひいけゃしおぇは ゅけさけょしおぇは すっささうすけさうぇかぬくぇは ういぉうさぇすっかぬくぇは おけきうししうは さってっくうっき 

けす 17.12.2010 わ26-161 せすゃっさょうかぇ つうしかっくくにえ しけしすぇゃ 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, おけすけさにっ ぉせょせす しそけさきうさけゃぇくに ょかは こけょゅけすけゃおう う こさけゃっょっくうは 
ょけしさけつくにた ゃにぉけさけゃ 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 13 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ. 

╁ しけけすゃっすしすゃうう し ╇いぉうさぇすっかぬくにき おけょっおしけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こさぇ-
ゃけき ゃにょゃうあっくうは 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 けぉかぇょぇのす ういぉうさぇすっかぬくにっ けぉなっょうくっくうは, けぉとっしすゃっくくにっ けぉなっょうくっくうは, 
╃せきぇ ╀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, しけぉさぇくうは ういぉうさぇすっかっえ こけ きっしすせ 
あうすっかぬしすゃぇ, さぇぉけすに, せつひぉに, しかせあぉに.

‶さっょかけあっくうは こけ おぇくょうょぇすせさぇき ょかは くぇいくぇつっくうは 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 こさうくうきぇのすしは ぉっさひいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 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 おけきうししうっえ し 29 はくゃぇさは ょけ 19.00 つぇしけゃ 7 そっゃさぇかは 
2011 ゅけょぇ.

‶け ゃしっき ゃけこさけしぇき けぉさぇとぇすぬしは ゃ ぉっさひいけゃしおせの ゅけさけょしおせの すっささうすけさうぇかぬ-
くせの ういぉうさぇすっかぬくせの おけきうししうの こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, おぇぉ. わ213 うかう こけ すっか. 4-32-15.

╁′╇╋┿′╇╄ ¨』╄╁╇╃『｠!
╁ ゅぇいっすっ ╀[ けす 18 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ わ145 (9670) きに こうしぇかう こさけ こぇし-

しぇあうさおせ, こけかせつうゃてせの しっさぬひいくせの すさぇゃきせ こけいゃけくけつくうおぇ こさう さっいおけき すけさ-
きけあっくうう ぇゃすけぉせしぇ. ╉さけきっ こけしすさぇょぇゃてっえ ゃ ぇゃすけぉせしっ くぇたけょうかけしぬ けおけかけ 40 
つっかけゃっお. ╀けかぬてうくしすゃけ こぇししぇあうさけゃ ねすけゅけ さっえしぇ こさっょこけかけあうすっかぬくけ はゃかは-
のすしは さぇぉけすくうおぇきう ╆┿¨ «〉╆‶]» う  ¨┿¨ «′]╋╋╆». ╁ けすくけてっくうう ゃけょうすっかは 
ぇゃすけぉせしぇ ゃけいぉせあょっくけ ょっかけ けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇさせてっくうう. ╃かは 
こさけゃっょっくうは さぇししかっょけゃぇくうは すさっぉせのすしは しゃっょっくうは けつっゃうょちっゃ. 

╂╇╀╃╃ ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ╂¨ こさけしうす けつっゃうょちっゃ しけけぉとうすぬ ょっすぇかう 
こさけうしてっしすゃうは ゃ ╂╇╀╃╃, おぇぉうくっす わ10, うかう こけいゃけくうすぬ こけ すっかっそけくせ 4-39-
63. ╉けくそうょっくちうぇかぬくけしすぬ ゅぇさぇくすうさけゃぇくぇ.



]╃┿╋
• 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., ′╀‶. 〈っか. 8-908-90-
30-722. ][¨』′¨.
• 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. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 12, 32/18/6,5, 
"ぉさっあ.", 5/5, おうさこうつ, つ/こ. 『. 1470 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, 2/5, せ/こ, 
51/29/7,8, おうさこ., かけょあうは. 『. 2000 す.さ. 
¨ぉきっく. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, "ぉさっあ.", 
44,5/31/6, 4/5, こぇくっかぬ. 『. 1700 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
• 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. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 43,7/29,9/6, 
2/5. 『. 1650 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-
311.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3ぇ, 2/4. 『. 1600 
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. 『. 3600 
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.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 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. 『. 2600 す.さ. 〈っか. 8-904-
38-34-454.
3-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, 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. ┿お. ╉けさけかひゃぇ, 9, «ぉさっあ.», 
62/46/6, 2/5, こぇくっかぬ, しけしす. けすか. 
¨ぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 『. 2200 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• 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. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 60/38/8, 
1/5, おうさこ., けぉきっく, しけしす. たけさ. 『. 2100 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.

4-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, 14, せ/こ, 80/55/8, 1/5, 
こぇく., 2 ぉぇかおけくぇ いぇしすっおか., しすっおかけこぇおっす. 
『. 2720 す.さ. ╋っくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. うかう 
いっき. せつ-お. 〈っか. 8-908-91-03-795.
╃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. 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, しかうゃ. 『. 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. 
8-908-91-03-795.

]╃┿╋
• おけきくぇすせ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 
ょけき 10.
]′╇╋〉
• おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ. 
‶[¨╃┿╋
• 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.
• 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.

• 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.

′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.

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう

• 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
• 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.

′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, 101 き2, 2/6, おうさこ., 2 かけょあうう, つ/こ. 
『. 4200 す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

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.
• 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.
• 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.
• 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.

〈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.
• 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.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ ¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
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〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 

Р Ы Н О К
′╄╃╁╇╅╇╋¨]〈╇, 〈[〉╃┿, 〉]╊〉╂

]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.

• 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.
〉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.
]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.



╉〉‶╊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.
• ¨ゃけとくけっ けすょ., 12, おけきくぇすせ ゃ 
3-おけきく. おゃ., 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき. 
『. 760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• 1 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 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇ-
さうくぇ, 15/4, 9/9, 22,5 き2. 『. 1 きかく.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. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22ぇ, 
おうさこ., 2/5, けすょ. ゃたけょ, 28 き2, しすっおかけこぇおっ-
すに, しけしす. たけさけてっっ, ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 1050 
す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.

╉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.
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉けしにた, 
5, 22 き2.
• 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. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 4/4, おうさこ., 
S – 31/20/6, 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. 〈けかぉせたうくぇ, 4, おうさこ., 4/4, 
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. 
『. 1650 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
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, せ/こ, こぇくっかぬ, 

4/9, かけょあうは, 80/55/8, っゃさけさっきけくす. 

『. 3500 す.さ.

• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 1/5, 73/52/6, ゃしっ 

おけきくぇすに ういけかうさけゃぇくに. 『. 2350 す.さ.

• 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.

╃けきぇ
• 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. 〈¨[╂. 

╁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. ′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. 〈¨[╂.
• 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. ╉けしにた, 6,  1/5, 52/38/6. 『. 2000 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. 〈¨[╂.
╃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 2 
きかく. させぉ.
• 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. ┿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,

┿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”

╁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.

• 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. 『. 120 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ. 
『. 130 す.さ.
′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. 【うかけゃしおぇは, 14, 2/5. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-922-13-18-399.
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, 15/3, 3/9, せ/こ, 
42/24/9, かけょあ. 『. 1950 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• 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 + しぇさぇえ. 『. 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. 
『. 350 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.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 4/5, しけしす. 
くけさき., しすっおかけこぇおっす, かけょあうは いぇしすっおか., 
63/40/9. 『. 2450 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, 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. 
『. 450 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
4-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, 9/9, しけしす. けすか., 
っゃさけけおくぇ, ゃしすさけっく. おせたくは, 80/54/10, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ せいぇおけくっくぇ. 『. 4200 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╃けきぇ
• 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. 『. 900 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.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 
30/20/10, ょっさっゃ., 2 おけきく. + おせたくは, 
こっつ. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 12 しけす., ぉぇくは, 
いぇ いぇぉけさけき こさせょ, ぇしそぇかぬす ょけ ょけきぇ. 
『. 900 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• 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
• 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. 
『. 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.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 107 き2,                
おうさこうつ, あ/ぉ こっさっおさにすうは, こけょゃぇかぬくけっ 
こけきっとっくうっ こけょ ゃしっき ょけきけき. 『. 7500 
す.さ. ¨ぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
]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.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃ. ょけき, 2 ねすぇあぇ, 
こっつ. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, すっこかう-
ちぇ, こかけょけくけしはとうえ しぇょ, 5 しけす., かっし 
う さっおぇ さはょけき, つ/こ. 『. 1000 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.
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, 1 おうさこ., 2 
ょっさっゃけ, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 8 しけす., せ かっしぇ. 
『. 1050 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• こ. ]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.  
〈¨[╂.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╀かぇゅけょぇすくにえ, 10 
しけす., くっ さぇいさぇぉけすぇく. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
╂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.

せか. ]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. 『. 
4200 す.さ. ][¨』′¨!
〈っか. 8-912-26-70-758.
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• ′╀‶, せか. ╀っかうくしおけゅけ, ょっさっゃ., けぉかうち. 

おうさこ., 50/35/10, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6 

しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. けつっくぬ たけ-

さけてっっ, せたけあっく, こけしぇょおう ゃしっ. 『. 2400 

す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + 

ょけこかぇすぇ.

• せか. ]ゃけぉけょに, こさけょぇき うかう こけきっくはの くぇ 

1-, 2-おけきく. おゃ-させ ょけき, 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.

• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ. ょけき, 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., けぉきっく, さぇししきけすさの 

かのぉけえ ゃぇさうぇくす. 『. 3200 す.さ. 〈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
• ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, けしす. «【ぇたすぇ ぃあ-

くぇは», お/し わ10, 3 しけす., おうさこうつ. ょけき, 

ねか-ゃけ, ゃけょけこさけゃけょ, こけしぇょおう, こさけこう-

しおぇ. 『. 450 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. ╉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.».
• 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.
• おけきくぇすぇ 17,6 き2 ゃ 2-おけきく. おゃ., せか. 
╃っおぇぉさうしすけゃ, 20, 3/5, こぇく. 『. 850 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 
• こけし. ╊っくうくしおうえ, 2/2, ょっさ., 50/40/8, 
っしすぬ ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, すせぇかっす, おけきくぇ-
すに ういけかうさけゃぇくに. 『. 780 す.さ.
• 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.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 59/37/7,5, 
5/5, おうさこ., かけょあうは 6 き. 『. 2300 す.さ.
• 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.
『. 2250 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. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7ぇ, 1/5, おうさこうつ, 
60/40/9, かけょあうは 6 き2. 『. 2200 す.さ.
• 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, ゃけいきけあっく 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 『. 4500 す.さ.
• 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, ょけき 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.
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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. 『. 830 す.さ.
• せか. ╋うさぇ, 3, 13 き2, 5/5. 『. 580 す.さ. 
• ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6ぇ, 18 き2, くっょけさけゅけ. 『. 550 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 550 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. 
『. 1400 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. 〈けさゅ.

]╃┿╋
• 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, けぉきっく 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.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• 2 おけきくぇすに, せか. ╋うさぇ, 3, 4/5, おうさ-
こうつ, 25 き2, ゃけょぇ ゃ おけきくぇすっ, しっおちうは 
くぇ 2-た しけぉしすゃっくくうおけゃ. 『. 950 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
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, 4, こぇくっかぬ, 4/5, 
33/19/6. 『. 1400 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 10ぇ, おうさこうつ, 3/5, 
32//6, しけしす. たけさ. 『. 1520 す.さ. 〈っか. 
8-922-19-44-752.
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, 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, こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえゅけさけょけゃぇ, 
75/50/12, こぇくっかぬ, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 8 しけす. 
いっきかう, たけさ. さっきけくす. 『. 3000 す.さ. 
〈けさゅ うかう けぉきっく くぇ ょゃっ 1-おけきく. おゃ-
さに ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-902-26-
02-030.
• ょけき, こ. ╋けくっすくにえ, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 
75/50/12, ょっさっゃけ/ぉかけお, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, 12 しけす. いっきかう, たけさ. さっきけくす, 
せたけあっく. しぇょ. 『. 2500 す.さ. 》けさけてうえ 
すけさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• 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.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• 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.

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. 
『. 2150 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. 『. 830 す.さ.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ. 『. 2050 す.さ.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• ′╀‶, せか. 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, 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.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ (ちっくすさ), せか. ╉ぇかうくう-
くぇ, 62 き2, ょっさっゃ., 14 しけす. いっきかう. 
『. 1200 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. いっきかう, ゃっすたうえ ょけき. 『. 900 す.さ.
• 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. 
『. 1150 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 しけす. 『. 1300 す.さ.
╉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, おけす-
すっょあ し 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.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
• こ. ╉かのつっゃしお (ちっくすさ), せか. ╆ぇゃけょ-
しおぇは, 12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 850 す.さ.
• 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.
〉つぇしすおう
• 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.
╂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.
• おけきくぇすせ 11 き2 ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 
╇しぇおけゃぇ, 18. 『. 6 す.さ. 〈っか. 8-902-26-
02-271.
• おけきくぇすせ 14 き2 ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 
╇しぇおけゃぇ, 18. 『. 7 す.さ. 〈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.
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. 〈¨[╂.
• 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 ょけかう  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.
• 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.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, こっさ. ′ぇゅけさくにえ, 
おうさこうつ, 250 き2, 3 ねすぇあぇ, ゃしっ おけききせくう-
おぇちうう, さはょけき かっし, ぉっい ゃくせすさっくくっえ けす-
ょっかおう, せつぇしすけお 8 しけす. 『. 8000 す.さ. 〈けさゅ.
〈っか. 8-902-26-02-271.
• 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.
〉つぇしすおう
• せか. 〉さぇかぬしおぇは, 7 しけす., くぇ せつ-おっ 
ゃっすたうえ ょけき, 30 き2. 『. 1500 す.さ. 
╁けいきけあっく すけさゅ うかう けぉきっく くぇ 
おゃぇさすうさせ. 〈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.  ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ ぇゃ-
すけきけぉうかぬ. 〈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. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ. 
〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, 12 しけす., さはょけき  
おけききせくうおぇちうう, かっし. 『. 950 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271. ][¨』′¨.
• 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.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿.╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, 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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‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• 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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╁╄[′╇╉»
╀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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ 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.



]╃┿╋
• 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. 
『. 15 す.さ.
]′╇╋〉
• 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. 〈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.
╃けきぇ
• 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.
╂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.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• 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.

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.
╂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, 

3-01-21, 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. 『. 
1450 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.
• せか. ╊っくうくぇ, ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, 1/2, 
44/28/6, ぉかぇゅ. 『. 1100 す.さ. ¨ぉきっく.
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

]′╇╋〉
• ょけき.
• 1-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• 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. ]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 – 10 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.
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, おうさこうつ, 140 
き2 + ちけおけかぬくにえ ねすぇあ, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 8000 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.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• 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.

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, すけさゅ
1/1 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22 9/9 38/19/9 – 1720 けおくぇ ゃけ ょゃけさ
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 51/31/8 – 2400 うょっぇかぬくけ こけょ けそうし
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16 7/9 49/29/8 – 2400 しけしす. けすか.

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

′っょゃうあうきけしすぬ ゃ 』ったうう – あうかぇは けす いぇしすさけえとうおぇ
′っょゃうあうきけしすぬ ゃ ╀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

╉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

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

╇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
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ïëîùàäü îáù/

æèë/êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

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

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5,6/9 35/14/8 ëîäæèÿ 1 293 025 ð. ñäà÷à 2 êâ.2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7,8,9/9 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 57/28/10 ëîäæèÿ 1 923 521 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 1,2/9 60/32/10 ëîäæèÿ 2 054 145 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5,7/9 65/30/12 ëîäæèÿ 2 180 273 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 19 1/5 40/16/25-ñòóäèÿ íåò 1 880 000 ð.

åâðîîòäåëêà, äóø.

êàáèíà, îòäåëüíûé 

âõîä, ñåéô-äâåðü

8-950-550-59-78

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

Òåàòðàëüíàÿ, 36 1/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 272 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 1,10/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 266 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 2/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 299 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 8/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 332 575 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 5,6/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 399 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 7/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 366 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 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 2 833 694 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 834 000 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 3 658 000 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

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»
  4 350 000 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

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 1 ýòàæ 151 9 060 000 ð.
àðåíäíûé áèçíåñ (ïðîäàæà ñ àðåíäàòîðîì - 

áàíêîì, ñðîê àðåíäû íà 5 ëåò)
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 3 658 000 ð. â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî 8-922-29-84-636

どÜëÇÜçí　 ïñöá «ぱ¿íÇ½íÖ»
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

ゅ]╊[【『¨[╅
どëñßÜçíÖó　:

ヰ Üä▲ö ëíßÜö▲
ヰ ÇëÜääí ÑÜïö. Öñ Öó¢ñ III
ヰ Öí¿óôóñ çÜÑ. ÜÑÜïöÜçñëñÖó　 «ゑ» 

äëóçñöïöçÜñöï　

Üâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ
äÜ¿Ö▲ú ïÜî. äí¡ñö
¿áÇÜöÖÜñ äóöíÖóñ

Üßëíàíöáï　 äÜ íÑëñïÜ: 
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ずñÖóÖí, 2ß

8-912-60-65-221

[╄
╉╊

┿╋
┿



╁ しけけすゃっすしすゃうう し すさっぉけゃぇくうはきう しす.19 《っ-
ょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ けす 12.06.2002  わ 67-《╆ 
«¨ぉ けしくけゃくにた ゅぇさぇくすうはた ういぉうさぇすっかぬくにた 
こさぇゃ う こさぇゃぇ くぇ せつぇしすうっ ゃ さっそっさっくょせきっ 
ゅさぇあょぇく [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう» ゃ さっょぇおちうう 
けす 04.10.2010 わ 263-《╆, こ.2 しす.42 ¨ぉかぇしす-
くけゅけ いぇおけくぇ けす 29.04.2003 わ 10-¨╆ «╇いぉう-
さぇすっかぬくにえ おけょっおし ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» ゃ 
さっょぇおちうう けす 25.06.2010 わ41-¨╆ う こけ しけゅかぇ-
しけゃぇくうの し ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 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 おけきうししうっえ (さってっくうっ 
╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 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 けす 12.01.2011 わ 1-5)

‶¨]〈┿′¨╁╊ぅぃ:
1.¨ぉさぇいけゃぇすぬ くぇ すっささうすけさうう ╀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 39 ういぉうさぇすっかぬくにた せつぇしす-
おけゃ ょかは こさけゃっょっくうは ゅけかけしけゃぇくうは う こけょしつっすぇ 
ゅけかけしけゃ くぇ ょけしさけつくにた ゃにぉけさぇた ゅかぇゃに ╀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 13.03.2011 ゃ しかっ-
ょせのとうた ゅさぇくうちぇた:

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1136
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – けすょっか こけ ょっかぇき きけかけ-

ょっあう せこさぇゃかっくうは おせかぬすせさに う しこけさすぇ ╀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 (╃ゃけさっち きけかけょっあう), 
ぇょさっし: せか.〈っぇすさぇかぬくぇは,7, すっか. 4-80-00.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 16ぇ, 
20, 22; せか.]すさけうすっかっえ, 1, 2, 2ぇ, 3, 4ぇ, 5, 
6; せか.『うけかおけゃしおけゅけ, せか.╆ぇゅゃけいおうくぇ, つぇしす-
くにえ しっおすけさ う ょけきぇ 5ぇ, 10, 12, 14, 16, 18;  
せか.╁けしすけつくぇは.  

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ - 2232.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1137
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – きせいにおぇかぬくぇは ておけかぇ, 

ぇょさっし: せか.〈っぇすさぇかぬくぇは,11, すっか. 4-66-33.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╂ぇゅぇさうくぇ, 11, 14, 16, 

18; せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 19, 21, 23, 26, 28.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ  - 2087.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1138
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ょっすしおぇは のくけてっしおぇは 

しこけさすうゃくぇは ておけかぇ, ぇょさっし: せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 
13, すっか. 4-75-35.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╀させしくうちにくぇ; 
せか.┿くせつうくぇ, 1, 3, 5, 7.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ - 2068.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1139
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 2, ぇょさっし: 

せか.【うかけゃしおぇは,3, すっか. 4-72-62.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 7; 

せか.]すさけうすっかっえ, 7, 8, 9, 10;  せか.【うかけゃしおぇは, ゃしっ 
ょけきぇ, おさけきっ ょけきけゃ 19, 21.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ  - 2542.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1140
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – けすょっか ╆┿╂], ぇょさっし: 

せか.〈っぇすさぇかぬくぇは,28, すっか.4-56-09.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.┿くせつうくぇ, 2, 4, 6, 8; ょけきぇ 

ぉけかぬくうつくけゅけ ゅけさけょおぇ, かっしたけいぇ; せか.╂ぇゅぇさうくぇ, 
9, 10, 10ぇ, 12, 12ぇ; せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 30, 32, 
34; せか.【うかけゃしおぇは, 19, 21; せか.╅せおけゃぇ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 2074.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1141
╋っしすけ くぇたけあょっくうは: すっさぇこっゃすうつっしおうえ おけさ-

こせし, ぇょさっし: せか.【うかけゃしおぇは, 22, すっか. 4-78-20.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: 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.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ:  0.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1142
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 5, ぇょさっし: 

せか.╉けしにた, 3, すっか. 4-71-39.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╂ぇゅぇさうくぇ, 1, 2, 2ぇ, 2ぉ, 

3, 4, 6; せか.╋ぇはおけゃしおけゅけ, ょけきぇ, くぇつうくぇは し 4 う 
し 25 ょけ おけくちぇ; せか.╋うさぇ, 1, せか.╋うつせさうくぇ, 1, 2, 
4, 8; せか.]すさけうすっかっえ, ょけきぇ, くぇつうくぇは し 11 こけ 
42; せか.』おぇかけゃぇ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1705.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1143
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ╀っさっいけゃしおうえ すったくうおせき 

«‶さけそう», ぇょさっし: せか.╋うさぇ,5, すっか. 4-56-06.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╉けしにた; せか.╋ぇはおけゃしおけゅけ, 

1, 2, 3, 3ぇ; せか.╋うさぇ (おさけきっ ょけきぇ 1).
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1657.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1144
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ╀っさっいけゃしおうえ すったくうおせき 

«‶さけそう», ぇょさっし: せか.╋うさぇ,5, すっか. 4-75-74
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.┿かっおしぇくょさぇ ╋ぇ-

すさけしけゃぇ, せか.╁ぇえくっさぇ, せか.╃けぉさけかのぉけゃぇ, 
せか.╃させあうくくうおけゃ, せか.╅うかぬちけゃぇ, せか.╉させこしおけえ, 
せか.╊ぬゃぇ 〈けかしすけゅけ, せか.╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 
せか.╋っぉっかぬとうおけゃ, せか.╋うつせさうくぇ (ゃしっ ょけきぇ, 
おさけきっ ょけきけゃ 1,2,4,8), せか.′っおさぇしけゃぇ, せか.¨かっゅぇ 

╉けてっゃけゅけ, せか.‶ぇゃかうおぇ ╋けさけいけゃぇ, せか.]すぇさにた 
╀けかぬてっゃうおけゃ, せか.】けさしぇ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1826.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1145
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 8, ぇょさっし: 

こ.【うかけゃおぇ, せか.‶ぇさおけゃぇは,10, すっか. 4-74-28  
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.【うかけゃおぇ
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1254

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1146
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 33, ぇょさっし: 

せか.╊っくうくぇ, 48, すっか. 4-44-08.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╊っくうくぇ, ょけきぇ し 44 こけ 

62 う し 61 こけ 97; せか.]っさけゃぇ, ょけきぇ し 1 こけ 13 う 
しけ 2 こけ 22; せか.《ういおせかぬすせさくうおけゃ, せか.╉けききせくに, 
せか.¨おすはぉさぬしおぇは, せか.′ぇぉっさっあくぇは.

』うしかっくくけしすぬ – 661.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1147
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – しこけさすうゃくけ-

けいょけさけゃうすっかぬくにえ おけきこかっおし «╊うょっさ», ぇょさっし: 
せか.]こけさすうゃくぇは, 7, すっか.4-49-31.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╀ぇあけゃぇ, せか.╄.╋ぇさおけゃぇ, 
せか.╉けききせくぇさけゃ, せか.╊っくうくぇ, ょけきぇ し 64 う 
し 99 ょけ おけくちぇ, せか.╊っしくぇは, せか.′ぇゅけさくぇは, 
せか.]っゃっさくぇは, せか.]っさけゃぇ, ょけきぇ し 15 う し 24 ょけ 
おけくちぇ, せか.]こけさすうゃくぇは, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 
こっさっせかおう: 〈ぇくおうしすけゃ,  ‶にてきうくしおうえ, ┿ゃうぇちう-
けくくにえ, ]っゃっさくにっ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 842.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1148
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – せこさぇゃかっくうっ おせかぬすせさに 

う しこけさすぇ ╀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, 
ぇょさっし: せか.╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 1ぇ, すっか. 4-73-72.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょけきぇ 
し 3 こけ 71 う しけ 2 こけ 72;   せか.╇しぇおけゃぇ, ょけきぇ しけ 2 
こけ 72, 7 こけ 73; せか.‶さけかっすぇさしおぇは, ょけきぇ し 1 こけ 
5 う しけ 2 こけ 12ぇ; せか.]けゃっすしおぇは,  ょけきぇ し 1 こけ 85 
う しけ 2 こけ 102; せか.[っゃけかのちうけくくぇは, ょけきぇ し 63 う 
し 74 ょけ おけくちぇ; せか.〉さぇかぬしおぇは, ょけきぇ し 67 う し 80 
ょけ おけくちぇ; せか.《っゃさぇかぬしおぇは, ょけきぇ しけ 2 こけ 22 う 
し 1 こけ 47; せか.╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, ょけきぇ し 5 こけ 67 
う し 4 こけ 70; こっさ.╉うさけゃしおうえ, こっさ.╆ぇゃけょしおけえ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ -  2324.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1149
╋っしすけ くぇたけあょっくうは –  せこさぇゃかっくうっ おせかぬすせ-

さに う しこけさすぇ ╀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, 
ぇょさっし: せか.╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 1ぇ, すっか. 4-95-00. 

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.‶うけくっさしおぇは, 
せか.╋けかけょっあくぇは, せか.╉ぇかうくうくぇ, せか.《っゃさぇかぬ-
しおぇは, ょけきぇ し 49 う 42 ょけ おけくちぇ; 
せか.‶さけかっすぇさしおぇは, ょけきぇ し 5ぇ う し 14 ょけ おけくちぇ; 
せか.]けゃっすしおぇは, ょけきぇ し 87 う しけ 104 ょけ おけくちぇ; 
せか.【ぇたすっさけゃ, せか.╂けさくはおけゃ, せか.【おけかぬくうおけゃ, 
せか.╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, ょけきぇ し 71 う し 72 ょけ おけく-
ちぇ; せか.╇しぇおけゃぇ, ょけきぇ し 75 う し 76 ょけ おけくちぇ; 
せか.╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょけきぇ し 73 う し 74 ょけ おけく-
ちぇ; せか.╊っすくはは, せか.]うさっくっゃぇは, せか.¨しっくくはは, 
せか.╆うきくはは, せか.╊ぇいせさくぇは, せか.╆っきかはくうつくぇは, 
せか.』ったけゃぇ, せか.[ぇぉけつぇは, せか.]けかくっつくぇは, 
せか.╁っしっくくはは, せか.╋っすぇかかせさゅけゃ, せか.╁うてくっゃぇは, 
せか.╇いせきさせょくぇは, せか.¨かぬたけゃぇは, せか.╉っょさけゃぇは, 
せか.╋ぇかうくけゃぇは, せか.╀うさのいけゃぇは, せか.‶っしけつくぇは, 
せか.╊うこけゃぇは, せか.]っいけくくぇは, せか.‶さけたかぇょくぇは, 
╉うさけゃしおうえ こけしっかけお, ゃ/つ, こっさっせかおう: ╆ぇぉけえ-
とうおけゃ, ╉せいくっつくにえ, ╉けさけすおうえ; ょけきぇ ¨ゃけ-
とくけゅけ けすょっかっくうは, ょけきぇ しすぇさけゅけ おうさこうつくけゅけ 
いぇゃけょぇ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1932.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1150
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ちっくすさ ょっすしおけゅけ すゃけさ-

つっしすゃぇ, ぇょさっし: せか.╊っくうくぇ, 22ぇ, すっか. 4-73-23.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こっさっせかおう: ╀っさっいけゃ-

しおうえ, [せょくうつくにえ, ]ゃっさょかけゃぇ, 【ぇさすぇてしおうえ; 
せか.8 ╋ぇさすぇ, ょけきぇ し 1 こけ 61 う しけ 2 こけ 60; 
せか.╁ぇさかぇおけゃぇ, ょけきぇ し 1 こけ 59 う しけ 2 こけ 60; 
せか.╁けさけすくうおけゃぇ, せか.╉うさけゃぇ, ょけきぇ しけ 2 こけ 72 
う し 3 こけ 79; せか.╉かぇさに 『っすおうく, せか.╉せえぉにてっゃぇ, 
せか.╊っくうくぇ, ょけきぇ し 1 こけ 57 う しけ 2 こけ 42; 
せか.¨さょあけくうおうょいっ, せか.]ゃけぉけょに, ょけきぇ し 1 こけ 
63; せか.╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, せか.[っゃけかのちうけくくぇは, 
ょけきぇ しけ 2 こけ 68 う し 7 こけ 49; せか.〉さぇかぬしおぇは, 
ょけきぇ し 1 こけ 65 う し 20 こけ 78; せか.《せさきぇくけゃぇ, 
ょけきぇ し 1 こけ 31 う しけ 2 こけ 24.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1222.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1151
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – いょぇくうっ そうかうぇかぇ [けし-

しうえしおけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ こさけそっししうけくぇかぬくけ-
こっょぇゅけゅうつっしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ, ぇょさっし: 
せか.〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 46, すっか. 4-62-03.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.‶っさゃけきぇえしおうえ, 
せか.〈さぇくしこけさすくうおけゃ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 964.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1152
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – いょぇくうっ ぉにゃてっえ ておけかに 

わ 6, ぇょさっし: せか.]ゃけぉけょに, 108ぇ, すっか.4-75-50.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: 2-え おぇさぬっさ, 44 おゃぇさすぇか, 

ぇさすっかぬ «╋ぇさおけゃしおぇは» (けぉとっあうすうっ),   こっさっ-
せかおう: ╂けゅけかは, ╊っさきけくすけゃぇ, ‶せておうくぇ; こうすけき-
くうお, こ.╊っくうくしおうえ, せか. 8 ╋ぇさすぇ, ょけきぇ し 62 う し 
63 ょけ おけくちぇ; せか.╁ぇさかぇおけゃぇ, ょけきぇ し 61 う し 62 
ょけ おけくちぇ; せか.]ゃけぉけょに, ょけきぇ し 65 う し 70 ょけ 
おけくちぇ; せか.╉うさけゃぇ, ょけきぇ し 74 う し 81  ょけ おけく-
ちぇ; せか.《せさきぇくけゃぇ, ょけきぇ し 33 う し 26 ょけ おけくちぇ; 
『¨《, せか.13 ╆ぇさはょおぇ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 925.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1153
╋っしすけ くぇたけあょっくうは –  ぇゃすけちっくすさ «╊ぇくょけ», 

ぇょさっし: ╀っさっいけゃしおうえ すさぇおす, 9, しけすけゃぇは しゃはいぬ.
╂さぇくうちに: 712 てぇたすぇ, こ.╀╆]╉, 

せか.╅っかっいくけょけさけあくうおけゃ, せか.〈せこうおけゃぇは, 
せか.╂さぇあょぇくしおぇは, せか.′けはぉさぬしおぇは, せか.╆ぇゃけょしおぇは, 
せか.╆っかっくぇは, せか.╋ぇてうくうしすけゃ, せか.╋ったぇくうおけゃ, 
せか.]かっしぇさっえ, せか.[っあっゃしおぇは, こっさ.╊っしくけえ, こっさ.
]ゃっすかにえ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 557.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1154
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – かうちっえ わ 3 (ぉにゃてうえ 

〉‶╉), ぇょさっし: せか.╋.╂けさぬおけゅけ,3ぇ, すっか. 3-18-72.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.〈けかぉせたうくぇ, 1, 2, 3, 3ぇ, 

4, 5ぇ, 6, 6ぇ, 7, 7ぇ, 9, 11. 
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1102.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1155
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 7, ぇょさっし: 

せか.┿お.╉けさけかっゃぇ, 1, すっか. 3-17-53.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.┿お.╉けさけかっゃぇ.  
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1650.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1156
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – かうちっえ わ 3, ぇょさっし: 

せか.]きうさくけゃぇ, 3ぇ, すっか. 3-14-00.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こけあょっこけ 〉╆‶], せか.╂っさけっゃ 

〈させょぇ, せか.]きうさくけゃぇ, せか.╃っおぇぉさうしすけゃ (おさけきっ 
ょけきけゃ 20,21), せか.╊せゅけゃぇは.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1240.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1157
╋っしすけ くぇたけあょっくうは - ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», 

ぇょさっし: せか.]きうさくけゃぇ,1, すっか.3-08-48.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╃っおぇぉさうしすけゃ, 20, 21, 

せか.╋.╂けさぬおけゅけ, 23, 24, 25, 26, せか.〈けかぉせたうくぇ, 
13, 13ぇ, 15, 15ぇ .  

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1607.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1158
╋っしすけ くぇたけあょっくうは - ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», 

ぇょさっし: せか.]きうさくけゃぇ,1, すっか. 3-23-92.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか. 9 ぅくゃぇ-

さは, せか.┿さきぇすせさとうおけゃ, せか.╀っかうくしおけゅけ, 
せか.╀っすけくとうおけゃ, せか.╉けきしけきけかぬしおぇは, 
せか.╋.╂けさぬおけゅけ (おさけきっ ょけきけゃ 23, 24, 25, 
26), せか.╋けくすぇあくうおけゃ, せか.‶っさゃけきぇえしおぇは, 
せか.‶さけそしけのいくぇは, せか.]ぇょけゃぇは, せか.』ぇこぇっゃぇ, 
せか.ぁかっおすさうおけゃ.  

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1989.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1159
╋っしすけ くぇたけあょっくうは  - ておけかぇ わ10 

こ.╋けくっすくけゅけ, ぇょさっし: こ.╋けくっすくにえ, 
せか.╋.╂けさぬおけゅけ, 2ぇ, すっか. 34-57-4.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こっさ.╉うさけゃぇ, せかうちに: 
╉うさけゃぇ, ╉かっくけゃぇは, ╉さぇえくはは, ╋ぇえしおぇは, ‶っさ-
しこっおすうゃくぇは, [はぉうくけゃぇは, 〉さぇかぬしおぇは, ]ゃけぉけょに, 
╋っすぇかかうしすけゃ, ╋ったぇくういぇすけさけゃ, ‶けこけゃぇ, ╉させこ-
しおけえ, 8 ╋ぇさすぇ, ‶っさゃけきぇえしおぇは, ]うさっくっゃぇは, 
‶ぇさおけゃぇは; ょけきぇ 1-え ぉさうゅぇょに しけゃたけいぇ «╋け-
くっすくにえ»; こけしっかおう: ╋せさいうくおぇ, ‶っさゃけきぇえしおうえ, 
╋けかけょっあくにえ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1309.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1160
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 10, ぇょさっし: 

こ.╋けくっすくにえ, せか.╋.╂けさぬおけゅけ, 2ぇ, すっか. 34-0-80.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: ちっくすさぇかぬくにえ こけしっかけお; 

せかうちに: ╉けきしけきけかぬしおぇは, ╋.╂けさぬおけゅけ, ]けかくっつ-
くぇは, ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, ]けゃっすしおぇは, ]けしくけゃぇは, 
ぃあくぇは, ╆っかっくぇは, ]ぇょけゃぇは, ╅っかっいくけょけさけあ-
くぇは, ¨かぬたけゃぇは, ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ╆ぇこぇょくぇは, ╉かの-
つっゃぇは, ]すさけうすっかっえ, ′けゃぇは; こっさっせかおう: ╊け-
しうくけゃしおうえ, 【おけかぬくにえ; こけしっかおう: ╉ぇきっくくにえ, 
〈さぇくしこけさすくにえ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1246.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1161
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ‶〈¨ ╅╉》 こ.╋けくっすくけゅけ, 

ぇょさっし: こ.¨しすさけゃくけっ, しけすけゃぇは しゃはいぬ.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.¨しすさけゃくけっ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 190.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1162
╋っしすけ くぇたけあょっくうは - ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ 

こ.╋けくっすくけゅけ, ぇょさっし: こ.╋けくっすくにえ, 
せか.‶せておうくぇ,21, すっか. 34-6-78.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せかうちに: ╆ぇゃけょしおぇは, ‶さけ-
っいあぇは, ╁けおいぇかぬくぇは, ╉ぇえゅけさけょけゃぇ, [せょくうつくぇは, 
╀っさっいけゃしおぇは, ╊っしくぇは, ╂けさくはおけゃ, ¨おすはぉさぬ-
しおぇは, ╋けかけょっあくぇは, ′ぇゅけさくぇは, ╊っさきけくすけゃぇ, 
‶せておうくぇ, ╋ぇかにてっゃぇ, 》けたさはおけゃぇ; こっさっせかおう: 
╉かせぉくにえ, ╀っさっいけゃしおうえ; 33 おうかけきっすさ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1763.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1163
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – きっょこせくおす こ.╊せぉはくけゅけ, 

ぇょさっし: せか.【おけかぬくぇは, しけすけゃぇは しゃはいぬ.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.╊せぉはくけえ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 171.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1164
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – しすけかけゃぇは こ.]けかくっつくけゅけ, 

ぇょさっし: こ.]けかくっつくにえ, しけすけゃぇは しゃはいぬ.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こけしっかおう  ]けかくっつくにえ, ╆っ-

かっくにえ ╃けか.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 177.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1165
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – しすけかけゃぇは こ.╀っいさっつくけゅけ, 

ぇょさっし: こ.╀っいさっつくにえ, しけすけゃぇは しゃはいぬ.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.╀っいさっつくにえ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 101.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1166
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – いょぇくうっ ぇょきうくうしすさぇ-

ちうう こ.╊けしうくけゅけ, すっか. 3-81-99.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.╊けしうくにえ  (こ.╋ぇかうくけゃおぇ), 

しすぇくちうは ┿ょせえ, ゃ/つ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1735.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1167
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – いょぇくうっ ぇょきうくうしすさぇ-

ちうう こ.╉かのつっゃしおぇ, ぇょさっし: せか.]すさけうすっかっえ,1, 
すっか.36-0-93.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.╉かのつっゃしお.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1634.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1168
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ぇおすけゃにえ いぇか ぇょきうくう-

しすさぇちうう こ.╉っょさけゃおう, ぇょさっし: せか.【おけかぬくぇは, 3,  
すっか. 96-2-30.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こけしっかおう: ╉っょさけゃおぇ (つぇしす-
くにえ しっおすけさ), ̈ おすはぉさぬしおうえ, ]きけかけおせさおぇ, ╉さぇし-
くけゅゃぇさょっえしおうえ.

』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 430.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1169
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – おかせぉ ゃ/つ, ぇょさっし: 

こ.╉っょさけゃおぇ, しけすけゃぇは しゃはいぬ.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.]けゃっすしおぇは; ゃ/つ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1601.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1170
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – こせくおす ¨╁‶, ぇょさっし: 

こ.]すぇさけこにてきうくしお, せか.╁けかおけゃぇ, 1, すっか.37-2-10.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.]すぇさけこにてきうくしお,   こしう-

たけくっゃさけかけゅうつっしおうえ うくすっさくぇす, せか.╄かけゃぇは.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1333.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1171
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», 

ぇょさっし: せか.]きうさくけゃぇ,1, すっか.3-00-12.  
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1669.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1172
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ょっすしおうえ おけきぉうくぇす 

わ28 こ.]ぇさぇこせかおう, ぇょさっし: こ.]ぇさぇこせかおぇ, 
せか.╉ぇかうくうくぇ,37ぇ, すっか. 4-75-25.

╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.]ぇさぇこせかおぇ.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 746.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ 1173
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – 《┿‶, ぇょさっし: こ.]すぇくけゃぇは, 

せか.‶っさゃけゅけ きぇは, 17ぇ, すっか. 93-2-27.
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: こ.]すぇくけゃぇは.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 197.

╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉ わ  1174     
╋っしすけ くぇたけあょっくうは – ておけかぇ わ 9, ぇょさっし: 

せか.╀させしくうちにくぇ, 4, すっか. 4-66-99. 
╂さぇくうちに せつぇしすおぇ: せか.╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 15/2, 

15/3, 15/4; せか.]こけさすうゃくぇは, 2, 4.
』うしかっくくけしすぬ ういぉうさぇすっかっえ – 1896.

2.¨こせぉかうおけゃぇすぬ ょぇくくけっ こけしすぇくけゃかっくうっ ゃ 
ゅぇいっすっ «╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ».

╇.╁.╉┿[‶¨╁, 
こっさゃにえ 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

╂╊┿╁┿ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿
‶¨]〈┿′¨╁╊╄′╇╄ わ 1 ¨〈 17 ぅ′╁┿[ぅ 2011 ╂¨╃┿

¨╀ ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╇ ╇╆╀╇[┿〈╄╊を′｠》 〉』┿]〈╉¨╁ 
′┿ ╃¨][¨』′｠》 ╁｠╀¨[┿》 ╂╊┿╁｠ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿ 13.03.2011

25  ÿíâàðÿ
2011 ãîäà 3ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っえそ-ょゃっさう, さってっすおう, ゃけさけすぇ, 
おけゃぇくにっ ういょっかうは. 〉か. ╊っくうくぇ, 63ぇ 
(きおさく ╉うさけゃしおうえ). 8-919-36-40-690.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 8-908-90-24-652.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁にゃっしおう, すぇぉかうつおう, ょけしおう. 
8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

′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

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, ┱┤┦┲┫, ┧┯┬┱┤,

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
Ò. 8-922-15-66-550

でí½Üïçí¿▲, 
«ぜんげ»-öñë½ÜßÜÑ¡í, 8 ö, 30 ½3

ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,
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• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ. くぇ ょかうす. しさけお. 
『っくすさ. 8-912-26-32-622. ╄かっくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇゅぇいうく ゃ ぇさっくょせ, 65 き2, 
8-922-10-64-050.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
13, 5/10, 39,6/20/9,6, ち. 1780 す.さ. 
8-912-28-56-702.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., 58 き2, 9/10, きおさく 
[ぇょせあくにえ, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 13. 『. 
2400 す.さ. 8-908-63-69-049.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
12ぇ, 5/5, おうさこ., おけきくぇすに ういけか. 
╇かう こけきっくはの. [ぇししきけすさの ゃしっ 
ゃぇさうぇくすに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 6 しけす. 
『. 1050 す.さ. (╇╅]). 8-950-19-24-133. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇くあっくっさ ¨〈╉ くぇ こうと. こさ-ゃけ, 
25-45 かっす, けぉさぇい. ゃにしてっっ こけ しこっちう-
ぇかぬくけしすう, け/さ けす 3 かっす. 4-00-00, ╁ぇ-
かっくすうくぇ ┿かっおしっっゃくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち-おけくしせかぬすぇくす, 〈『 
"╀っさっいけゃしおうえ", "┿ゃすけきけかか", くぇ ぇゃ-
すけぇおしっししせぇさに, ぇゃすけねきぇかう. 8-922-20-
62-107.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.
[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ (きせあ.), さ-く ¨ゃけ-
とくけっ けすょ. (あうかぬっ). 8-922-60-65-999.

[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさう こけ さっきけくすせ ゅさせい. ぇ/き. 
8-912-23-80-465.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうおせ くぇ 【ぇさすぇてっ 
すさっぉせのすしは たけさっけゅさぇそ, きせい. さぇぉけす-
くうお. 8-922-12-50-809.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうお, かうちっくいうは. 4-61-05.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ, ゅうぉおうえ ゅさぇそうお. 8-922-12-
39-834.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂か. きぇさおてっえょっさ (くぇ けすおさにすにっ 
ゅけさくにっ さぇぉけすに), きぇさおてっえょっさ, 
いぇき. ゅかぇゃくけゅけ うくあっくっさぇ (こけ 
けたさぇくっ すさせょぇ う すったくうおっ ぉっいけこぇし-
くけしすう). 〉か. ╂ぇゅぇさうくぇ, 20. 4-80-06.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ, しぇくおくうあおぇ, ぉっい 
ゃ/こ, し 9-00 ょけ 17-00, い/こ けす 8600 
させぉ., くぇぉけさとうお くぇ ぇこすっつくにえ 
しおかぇょ, き/あ, 20-40 かっす, ぉっい ゃ/こ, 
くけつくにっ しきっくに, こはすうょくっゃおぇ し 20-
00 つぇしけゃ, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは けす 
20000 させぉ. ╃けしすぇゃおぇ, さ-けく 〉╆‶], 
せか. ╉けかぬちっゃぇは, 13 (けしす. ╋. ╂けさぬおけ-
ゅけ). 〈っか. 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

• ╋うくう-しぇょうお くぇ 【ぇさすぇてっ 
けぉなはゃかはっす くぇぉけさ ょっすっえ. 8-922-12-
50-809.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょ. 8-963-27-32-363.
[╄╉╊┿╋┿

┬┫┦┩┽┩┱┬┩ ┲ ┳┴┲┦┩┨┩┱┬┬ ┵┲┥┴┤┱┬╃ ┳┲ ┵┲┧┯┤┵┲┦┤┱┬╂ 
┰┩┵┶┲┳┲┯┲┪┩┱┬╃ ┧┴┤┱┬┺┿ ┫┩┰┩┯╀┱┲┧┲ ┷┻┤┵┶┮┤

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», ゃ けすくけてっくうう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 
さぇしこけかけあっくくけゅけ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, おけか. しぇょ わ79, せつぇしすけお わ57.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╉かうきけゃ ┿くぇすけかうえ ╁っくうぇきうくけゃうつ, 
こさけあうゃぇのとうえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀っかうくしおけゅけ, 220/4-41, すっか. 
8-953-00-65-276. 
]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 25 そっゃさぇかは 2011 
ゅけょぇ ゃ 11:30 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.
′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ 
ゅさぇくうちに: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, おけか. しぇょ わ79, せつぇしすけお わ58, せつぇしすけお わ56, こさっょしっょぇすっかぬ 
おけか. しぇょぇ, ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨.
] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは ゃ ¨¨¨ «¨ぇいうし» 
(ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109).

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは け こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは 
きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 25 はくゃぇさは 
2011 こけ 25 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-922-18-09-853.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ゅかけゃぇは きはゅ. きっぉっかぬ, たけさ. 
しけしすけはくうっ. ′っょけさけゅけ. 4-50-67.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╁┿╆-2107, 2007 ゅ.ゃ. 8-912-63-
24-394.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

• ‶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 
くぇ ょけきせ. 8-902-26-24-622.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

╀っさっいけゃしおうえ ]〈╉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
すぇおあっ ‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 〉]╊〉╂╇

こけ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょゅけすけゃおっ う
けぉせつっくうの ゃけあょっくうの ぇゃすけきけぉうかは

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
せか. ╊っくうくぇ, 79 ”ぉ”.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения - 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ おぇすっゅけさうう «╁»
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ).

[╄╉╊┿╋┿

╂╉ "《かぇゅきぇく"
しさけつくけ すさっぉせっすしは!

¨‶╄[┿〈¨[ ‶╉
8-912-24-83-669

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ╉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 

╀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 うくそけさきうさせっす けぉ 

うすけゅぇた すけさゅけゃ くぇ こさぇゃけ いぇ-
おかのつっくうは ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 
けぉなっおすけゃ きせくうちうこぇかぬくけゅけ 
くっあうかけゅけ そけくょぇ, しけしすけはゃ-

てうたしは 14 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ.

╊けす わ3. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあう-
かけゅけ こさうしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは 
こかけとぇょぬの 299,8 き2, さぇしこけかけあっく-
くけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 23. 〈けさゅう こさう-
いくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう 
し けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ 
ゃ すけさゅぇた.

╊けす 4. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ 
ゃしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは きぇゅぇいう-
くぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 82,3 き2, さぇし-
こけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: こ. ]すぇ-
さけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 24 
う こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ ゃしすさけ-
っくくけゅけ こけきっとっくうは きぇゅぇいうくぇ こかけ-
とぇょぬの 60,8 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ 
こけ ぇょさっしせ: こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 
せか. ╄かけゃぇは,1. ‶けぉっょうすっかっき すけさ-
ゅけゃ こさういくぇくけ ̈ ¨¨ «ぁゅうょぇ». 『っくぇ 
きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 43340 
させぉ. 98 おけこ. ゃおかのつぇは ′╃].

[╄╉╊┿╋┿

4 25 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-35
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