
╇かぬは ╇ゅくぇすけゃ:
– ぅ しきうさうかしは し 

そぇおすけき っゅけ しせとっ-
しすゃけゃぇくうは. ╅っく-
とうくに ゃにこけかくはのす 
ゃしっ さうすせぇかに 23 
そっゃさぇかは, きに うき 
けすょぇひき ょけかあけお 8 
╋ぇさすぇ. ╂けすけゃうすぬ は 

くっ せきっの, こけか きにすぬ すけあっ, こけねすけきせ ねすう 
あっくしおうっ けぉはいぇくくけしすう ょぇあっ ゃ こさぇいょ-
くうつくにえ ょっくぬ くっ ぉっさせ くぇ しっぉは. ┿ こけさぇ-
ょけゃぇすぬ しゃけうた かのぉうきにた ょっゃせてっお ちゃっすぇ-
きう う こけょぇさおぇきう ゃしっゅょぇ こさうはすくけ.

╂ぇいっすぇ
ういょぇっすしは

し 20 しっくすはぉさは
1937 ゅ.

『っくぇ しゃけぉけょくぇは

2011
でばゐゐだどん
5 ½íëöí

ヽ 23 (9698)
╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.
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╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.
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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 6 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, ゃさっきっくぇきう しくっゅ, 

ょくひき -1-3, くけつぬの -6-8
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 722 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 7 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -2-4, くけつぬの -11-13
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 737 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 8 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ し こさけはしくっくうはきう,
ょくひき -4-6, くけつぬの -14-16

╁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 746 きき さす.しす.

]さっょぇ, 9 きぇさすぇ
ぅしくけ, 

ょくひき -6-8, くけつぬの -13-15
╁っすっさ ゃけしすけつくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 10 きぇさすぇ
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき -4-6, くけつぬの -11-13

╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ 
╀╄[╄╆¨╁』┿′╄!

¨ぉとっしすゃっくくぇは こぇかぇすぇ ╀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 
10.03.2011 し 14-00 ょけ 17-00 

こさけゃけょうす «こさはきけえ すっかっそけく» 

こけ さぇぉけすっ ╋〉╆ «╀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». 

╁けこさけしに う こさっょかけあっくうは くぇ-
こさぇゃかはすぬ こけ すっかっそけくせ 4-45-67.

╁｠╂¨╃′｠╄ ╃╄〈╇2

┿╊をぅ′] ╃╄‶〉〈┿〈┿ 
╇ ‶╄╃┿╂¨╂┿
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╂¨[ぅ』┿ぅ ′¨╁¨]〈を
╁ぅ』╄]╊┿╁ ╀[¨╆¨╁]╉╇╈ 

╀〉╃╄〈 ′┿╂[┿╅╃┱′ ╋╄╃┿╊をぃ
3 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ くぇ けぉしせあょっくうっ 

ょっこせすぇすけゃ ╃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 ぉにかけ こさっょしすぇゃかっ-
くけ たけょぇすぇえしすゃけ こさっいうょうせきぇ ]けゃっすぇ 
ょうさっおすけさけゃ こさけきにてかっくくにた こさっょ-
こさうはすうえ ╀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  くぇゅさぇあょっくうう きっょぇかぬの 
«╆ぇ いぇしかせゅう こっさっょ ゅ. ╀っさひいけゃしおうき» 
╁はつっしかぇゃぇ ‶うせしけゃうつぇ ╀さけいけゃしおけゅけ. 
〈ぇおけっ こさういくぇくうっ ╁はつっしかぇゃ ‶うせしけ-
ゃうつ こけかせつうか いぇ せしこってくけっ こさけゃっ-
ょっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ こけかうすうおう 
くぇ すっささうすけさうう ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, 
いくぇつうすっかぬくにえ かうつくにえ ゃおかぇょ ゃ しけ-
ちうぇかぬくけ-ねおけくけきうつっしおけっ さぇいゃうすうっ, 
しけいょぇくうっ しけゃさっきっくくけゅけ うきうょあぇ 
ゅけさけょぇ う こさけょゃうあっくうっ すっささうすけさうう, 
ゃ せかせつてっくうっ おぇつっしすゃぇ あういくう ぉっさっ-
いけゃつぇく, しけたさぇくっくうっ う けぉせしすさけえしすゃけ 
うしすけさうつっしおうた う しけちうぇかぬくけ いくぇつう-
きにた きっしす, ゃけいさけあょっくうっ う せおさっこかっ-
くうっ ゅけさけょしおうた すさぇょうちうえ.

╁ しゃけひき ゃにしすせこかっくうう こっさっょ しけ-
ぉさぇゃてうきうしは こさっょしすぇゃうすっかぬ けぉとっゅけ 
しけぉさぇくうは ╇ゅけさぬ ┿くぇすけかぬっゃうつ 】っ-
かけおけゃ, こさっょしっょぇすっかぬ  こさっいうょうせきぇ 
しけゃっすぇ ょうさっおすけさけゃ こさけきにてかっくくにた 

こさっょこさうはすうえ, ゅっくっさぇかぬくにえ ょうさっお-
すけさ ¨¨¨  «╀[╋╆» こけょつっさおくせか, つすけ, 
せたけょは くぇ こけゃにてっくうっ, ╁はつっしかぇゃ 
╀さけいけゃしおうえ けしすぇゃうか ゃ ╀っさひいけゃしおけき 
しうかぬくせの おけきぇくょせ こさけそっししうけくぇかけゃ. 
╇ たけすは きせくうちうこぇかぬくけっ けぉさぇいけゃぇ-
くうっ  ょけ 4 ょっおぇぉさは 2011 ゅけょぇ ぉせょっす 
さぇぉけすぇすぬ ぉっい ういぉさぇくくけゅけ ゅかぇゃに, 
ょうさっおすけさしおうえ おけさこせし せゃっさっく, つすけ 
おぇつっしすゃけ せこさぇゃかっくうは ゅけさけょしおうき 
けおさせゅけき けしすぇくっすしは  くぇ ゃにしけおけき 
せさけゃくっ.

¨ょけぉさっくくけっ  ょせきちぇきう たけょぇすぇえ-
しすゃけ ぉにかけ けぉしせあょっくけ くぇ けぉとっき 
しけぉさぇくうう こさっょしすぇゃうすっかっえ けさゅぇくけゃ 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは, こさっ-
いうょうせきぇ ]けゃっすぇ ょうさっおすけさけゃ こさけ-
きにてかっくくにた こさっょこさうはすうえ, ¨ぉとっ-
しすゃっくくけえ こぇかぇすに, こさけそしけのいくにた 
けさゅぇくういぇちうえ ╀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 う ょさせゅうた けぉとっしすゃっく-
くにた そけさきうさけゃぇくうえ, う すっこっさぬ さってっ-
くうっ くぇこさぇゃかっくけ くぇ さぇししきけすさっくうっ 
うしこけかくはのとっきせ けぉはいぇくくけしすう 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.

‶さっしし-しかせあぉぇ ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ

╋〉╅』╇′｠ ¨ ╅╄′】╇′┿》

ËÞÁÈÒÅ ËÈ ÂÛ 
8 ÌÀÐÒÀ? 

╁かぇょうきうさ 
╂けかけょくけゃ: 

– ′けさきぇかぬ-
くけ けすくけてせしぬ, 
ぉっい ねえそけさうう. 
╅っくっ う ょけ-
つっさう ょぇさの 
すのかぬこぇくに う 
おぇおうっ-くうぉせょぬ 
しうきゃけかうつっしおうっ こけょぇさおう. ぅ ぉに くぇ-
いゃぇか 8 ╋ぇさすぇ くっ あっくしおうき ょくひき, ぇ, 
くぇこさうきっさ, こさぇいょくうお ゃっしくに. 〈けゅょぇ 
ぉに ゃしっき ぉにかけ たけさけてけ.

┿くょさっえ 》ぇさにぉうく:
– ]こけおけえくけ けすくけてせしぬ お 8 ╋ぇさ-

すぇ. ′ぇ けぉにつくにえ たけょ あういくう けく 
けしけぉっくくけ くっ 
ゃかうはっす. ╇くけ-
ゅょぇ こけかぬいせのしぬ 
かうてくうき ゃに-
たけょくにき, つすけ-
ぉに しなっいょうすぬ 
おせょぇ-くうぉせょぬ, 
くぇこさうきっさ, くぇ 
ょけしおっ こけおぇ-
すぇすぬしは.

╃っくうし [につおっゃうつ: 
– ′っ  かのぉかの. ぅ こけょぇさおう ょぇさの けょくけ-

おかぇししくうちぇき, しっしすさっ, きぇきっ, ぉぇぉせておっ, ぇ 
きくっ くうおすけ くっ ょぇさうす. ╇ ゃっしぬ ょっくぬ こけ-
しかっ ておけかに いぇくうきぇのしぬ ゃしはおけえ さぇぉけすけえ 
こけ ょけきせ, ょぇあっ ゅけすけゃかの. ╋くっ おぇあっす-
しは, きせあつうくに せしすぇのす 8 ╋ぇさすぇ ぉけかぬてっ, 
つっき あっくとうくに ゃ ╃っくぬ いぇとうすくうおぇ ¨す-
っつっしすゃぇ, おけすけさにっ ょっかぇのす すけ あっ, つすけ う 
けぉにつくけ. 

╋ぇおしうき 
┿くうしうきけゃ:

– ╋くっ くさぇゃうすしは 
ねすけす こさぇいょくうお, すぇお 
おぇお ねすけ っとひ けょうく こけゃけょ しおぇいぇすぬ ゃしっき しゃけ-
うき ぉかういおうき う さけょくにき あっくとうくぇき け すけき, 
おぇお は うた かのぉかの. ╄とひ ねすけ こっさゃにえ ゃっしっくくうえ 
こさぇいょくうお, くぇ せかうちっ すっこかっっす, しけかくちっ こさう-
ゅさっゃぇっす, ょっゃせておう し ちゃっすぇきう こけゃしのょせ – けす-
かうつくにえ ょっくぬ.

ÆÅËÀÅÌ Ñ×ÀÑÒÜß È ËÞÁÂÈ – ÎÍÈ ÄÎÐÎÆÅ ÂÑÅÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ!
È ÏÓÑÒÜ ÂÑÅ ÑÁÓÄÓÒÑß ÌÅ×ÒÛ Â ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ

8 ÌÀÐÒÀ!

╁けしこうすぇすっかぬくうちぇ きかぇょてっえ ゅさせここに わ4 ょ\し わ41 «]っきうちゃっすうお» 
┿くくぇ ┿かっおしっっゃくぇ ╋〉[┿【¨╁┿ う っひ こけょけこっつくにっ

′╄]╊┿╀｠╈ ‶¨╊!5
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ゎÜë　ôÜ ó ïñëÑñôÖÜ äÜ£Ñëíç¿　ñ½ 
Öíüóê ½ó¿▲ê ó ÑÜëÜÇóê ¢ñÖàóÖ, 

ÖñïÜàóê ï¿Ü¢ÖÜ0 ó ÜäíïÖÜ0 
ï¿Ü¢ßÜ ç ½ó¿óîóó ó äÜ¿óîóó, 

í öí¡¢ñ äñÖïóÜÖñëÜç ó çñöñëíÖÜç だゑが 
ï ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲½ ¢ñÖï¡ó½ ÑÖ、½

だö çïñú ÑÜüó 
¢ñ¿íñ½ çí½ £ÑÜëÜçá　, ¿0ßçó, 

ÜÑíôó ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 ç ïñ½á　ê! 
ぜóëÖÜÇÜ çí½ Öñßí!

 げí½. Öíôí¿áÖó¡í だゑが, 
¡íäóöíÖ ½ó¿óîóó 

んçïóñçóô で.ん.
ぢëñÑïñÑíöñ¿á でゑ 

éëÜüñçóô ず.ぜ.

がÜëÜÇóñ ¢ñÖàóÖ▲!
ぢÜ£Ñëíç¿　0 çíï ï £í½ñôíöñ¿áÖ▲½, ÑÜßë▲½ ó ïçñö¿▲½ äëí£ÑÖó¡Ü½ – がÖ、½ 8 ぜíëöí! 
ぁすけ こさぇいょくうお こけつうすぇくうは ╅っくとうくに,  しゃうょっすっかぬしすゃけ くぇてっゅけ ゅかせぉけつぇえてっゅけ せゃぇあっくうは う こさういくぇすっかぬくけしすう 

しぇきにき ょけさけゅうき う ぉかういおうき かのょはき – くぇてうき きぇすっさはき, あひくぇき, しひしすさぇき, ょけつっさはき, ゃしっき こさっょしすぇゃうすっかぬくうちぇき 
こさっおさぇしくけゅけ, くけ けすくのょぬ くっ しかぇぉけゅけ こけかぇ.

‶さうさけょけえ う けぉとっしすゃけき ゃぇき けすゃっょっくけ しぇきけっ ゅかぇゃくけっ こさっょくぇいくぇつっくうっ ゃ あういくう – ぉにすぬ きぇすっさぬの, たさぇくうすぬ 
すっこかけ しっきっえくけゅけ けつぇゅぇ, ゃけしこうすにゃぇすぬ ょっすっえ, ぉっさっつぬ しっきぬの. 

¨す ゃぇし いぇゃうしうす, おぇおうき ぉせょっす くけゃけっ こけおけかっくうっ う いぇゃすさぇてくうえ ょっくぬ くぇてっえ しすさぇくに. ╁ぇてう くっあくにっ させおう, 
すっこかけ ゃぇてうた しっさょっち, ょせてっゃくぇは いぇぉけすぇ しけいょぇのす  すせ くっこけゃすけさうきせの ぇすきけしそっさせ さけょくけゅけ ょけきぇ, おせょぇ たけつっすしは 
こけしすけはくくけ ゃけいゃさぇとぇすぬしは, おぇお ぉに ょぇかっおけ くう せゃけょうかう あういくっくくにっ ょけさけゅう.  

ぅ, おぇお ゅせぉっさくぇすけさ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, う けぉかぇしすくけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ しすぇさぇっきしは しょっかぇすぬ ゃしひ ゃけいきけあくけっ, 
つすけぉに けぉかっゅつうすぬ  ゃぇてせ あういくぬ, いぇとうすうすぬ けす あういくっくくにた くっゃいゅけょ う ぉけかっいくっえ, くっしこさぇゃっょかうゃけしすっえ, けぉうょ. ′け 
おぇおせの ぉに こけきけとぬ くう けおぇいにゃぇかけ こさぇゃうすっかぬしすゃけ, おぇおうっ ぉに ぉかぇゅけこさうはすくにっ せしかけゃうは くう しけいょぇゃぇかけ, ゅぇさきけくうう 
ゃ けぉとっしすゃっ きけあくけ ょけぉうすぬしは すけかぬおけ すけゅょぇ, おけゅょぇ  きせあつうくに う あっくとうくに  こさうくうきぇのす  さぇゃくけっ せつぇしすうっ ゃけ ゃしった 
しそっさぇた あういくう, ぉせょぬ すけ しっきぬは うかう さぇぉけすぇ.  

8 ╋ぇさすぇ – ねすけ けしけぉぇは ょぇすぇ くっ すけかぬおけ ょかは あっくとうく. ╁ ねすけす ょっくぬ きに, きせあつうくに, ゃけかぬくけ うかう くっゃけかぬくけ いぇょせ-
きにゃぇっきしは け すけき, おっき きに ょけかあくに ぉにすぬ ょかは くぇてうた ょけさけゅうた あっくとうく. ╇ っとひ けすつひすかうゃっっ けしけいくぇひき, つすけ くぇてぇ 
ゅかぇゃくぇは いぇょぇつぇ – ぉにすぬ くぇょひあくけえ けこけさけえ う いぇとうすけえ, ぉかういおうき う くぇょっあくにき つっかけゃっおけき, くぇ こけきけとぬ おけすけさけゅけ 
あっくとうくぇ ゃしっゅょぇ きけあっす さぇししつうすにゃぇすぬ. 

がÜëÜÇóñ ¢ñÖàóÖ▲!
]こぇしうぉけ ゃぇき いぇ ゃぇてせ ょけぉさけすせ う すっさこっくうっ, いぇ とっょさけしすぬ しっさょちぇ,  いぇ せきっくうっ しょっかぇすぬ くぇて きうさ しゃっすかにき, 

さぇょけしすくにき, ゃっしっくくうき. ╅っかぇの ゃぇき ゃしっゅけ しぇきけゅけ ょけぉさけゅけ – おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは, せしこったけゃ くぇ さぇぉけすっ, さぇょけしすう 
う ょけぉさぇ ゃ しっきぬっ, たけさけてっゅけ くぇしすさけっくうは,  ぇ しぇきけっ ゅかぇゃくけっ かのぉゃう, けす おけすけさけえ かのぉぇは あっくとうくぇ さぇしちゃっすぇっす う 
けしゃっとぇっす ゃしひ ゃけおさせゅ.   

で äëí£ÑÖó¡Ü½ çñïÖ▲, ï ÑÖ、½ 8 ぜíëöí! ゐÜÑáöñ ïôíïö¿óç▲, ¡ëíïóç▲, ¿0ßó½▲!
╂せぉっさくぇすけさ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿.]. ╋うてぇさうく

がÜëÜÇóñ ¢ñÖàóÖ▲!
だö çïñú ÑÜüó äÜ£Ñëíç¿　0 çíï 

ï ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲½ ¢ñÖï¡ó½ ÑÖ、½ 8 ぜíëöí!
╁ぇてっ しぇきけけすゃっさあっくくけっ しかせあっくうっ しっきぬっ, 

ゃぇてぇ っあっつぇしくぇは いぇぉけすぇ け ょっすはた う ぉかういおうた – 
けしくけゃぇ けぉとっしすゃっくくけえ しすぇぉうかぬくけしすう, いぇかけゅ ぉかぇゅけこけかせつうは [けししうう. 

¨しすぇゃぇはしぬ くっいぇきっくうきにきう たさぇくうすっかぬくうちぇきう 
ょけきぇてくっゅけ けつぇゅぇ, ゃに ゃしひ ぇおすうゃくっっ こさうくうきぇっすっ せつぇしすうっ 

ゃけ ゃしった しそっさぇた しけゃさっきっくくけえ あういくう. 
╁に くっ すけかぬおけ こさっおさぇしくけ しこさぇゃかはっすっしぬ しけ しゃけうきう けぉはいぇくくけしすはきう, 
くけ う ゃくけしうすっ ゃ さぇぉけすせ すけかぬおけ ゃぇき こさうしせとせの ゃにしけおせの おせかぬすせさせ, 

ゅぇさきけくうの う すっこかけ つっかけゃっつっしおうた けすくけてっくうえ. 
‶さうきうすっ うしおさっくくのの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ う くういおうえ こけおかけく 
いぇ ゃぇて しけいうょぇすっかぬくにえ すさせょ う すさけゅぇすっかぬくせの いぇぉけすせ 

け さけょくにた う ぉかういおうた.
ぢÜïöá Ü0ö ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôóñ îíë　ö ç çíüóê ÑÜ½íê, 
í ç çíüóê ïñ½á　ê öÜë¢ñïöçÜ0ö ½óë ó ïÜÇ¿íïóñ. 

ぢÜïöá ½ñÖáüñ ßÜÑñö Ü çíï £íßÜö ó öëñçÜÇ, 
äÜïöá äëóßíçóöï　 ïôíïö¿óç▲ê ÑÖñú! 

ぐñ¿í0 çí½ ÑÜßëÜÇÜ £ÑÜëÜçá　,  
ÜïäñêÜç ç Ññ¿íê 

ó ßÜ¿áüÜÇÜ ¿óôÖÜÇÜ ïôíïöá　! 
╃っこせすぇす ╂けしせょぇさしすゃっくくけえ ╃せきに ╂っけさゅうえ ╊っけくすぬっゃ

ぜó¿▲ñ ¢ñÖàóÖ▲!
ぢÜ£Ñëíç¿　ñ½ çíï 

ï ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲½ ¢ñÖï¡ó½ ÑÖ、½!
╁っしくぇ — しぇきけっ おさぇしうゃけっ う ゃけかてっぉくけっ ゃさっきは ゅけょぇ. ′ぇしすせこかっくうっ ゃっしくに 

きに けあうょぇっき し けしけぉにき くっすっさこっくうっき う くっ こけょょぇのとうきしは けぉなはしくっくうの ゃけか-
くっくうっき. ╆うきくうっ きけさけいに う しくっあくにっ きっすっかう けすしすせこぇのす けす けょくけゅけ すけかぬおけ 
こさけぉかっしおぇ しけかくっつくにた きぇさすけゃしおうた かせつっえ. ‶さぇいょくうお ゃっしくに しうきゃけかういうさせっす 
こさけぉせあょっくうっ こさうさけょに, くぇつぇかけ くけゃけゅけ う しゃっすかけゅけ こっさうけょぇ, し おけすけさにき せ 
おぇあょけゅけ うい くぇし  しゃはいぇくに くぇょっあょに くぇ こけかけあうすっかぬくにっ ういきっくっくうは ゃ あういくう.

╁けしぬきけっ ╋ぇさすぇ – こさぇいょくうお ╁っしくに, ねすけ ぉっい しけきくっくうは ょっくぬ すけさあっしすゃぇ 
くぇてっえ こさっおさぇしくっえてっえ こけかけゃうくに つっかけゃっつっしすゃぇ, ゃぇてっえ ょけぉさけすに, きせょさけしすう 
う ょせたけゃくけえ しうかに.

╅っかぇっき ゃぇき はさおけゅけ ゃっしっくくっゅけ しけかくちぇ, ゃっさに ゃ しゃけう しうかに う ょけぉさにた こっさっ-
きっく ゃ あういくう! ‶せしすぬ はさおけ しゃっすはすしは ゃぇてう ゅかぇいぇ, ぇ きっつすに しぉにゃぇのすしは! ‶せしすぬ 
さぇょせのす さけょくにっ う ぉかういおうっ かのょう! ‶せしすぬ ちゃっすに う せかにぉおう けおさせあぇのす ゃぇし おさせ-
ゅかにえ ゅけょ! ╀せょぬすっ ゃしっゅょぇ しつぇしすかうゃに, かのぉうきに う くっこけゃすけさうきに!

╇.╁. ╉ぇさこけゃ, ╇.¨. 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
].╄. ╂けゃけさせたぇ, こさっょしっょぇすっかぬ ╃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

で çñïñÖÖó½ äëí£ÑÖó¡Ü½!
]さっょう ゃっしっくくうた こっさゃにた 

ょくっえ 8 ╋ぇさすぇ ゃしった ょけさけあっ, 
こけすけきせ つすけ ねすけ – ╋っあょせくぇ-
さけょくにえ あっくしおうえ ょっくぬ! 

╁ ╀っさひいけゃしおけき ¨╁╃ きくけゅけ ゃくう-
きぇくうは かうつくけきせ しけしすぇゃせ せょっかはっす 
こしうたけかけゅ, しすぇさてうえ かっえすっくぇくす きう-
かうちうう ┿くくぇ ╁うおすけさけゃくぇ ╀けさょっさ. 
¨くぇ こけきけゅぇっす くぇき, ゃっすっさぇくぇき, 
ゃ こけょゅけすけゃおっ たぇさぇおすっさうしすうお う 
ょさせゅうた きぇすっさうぇかけゃ. [せおけゃけょう-
すっかぬ そっょっさぇかぬくけえ きうゅさぇちうけく-
くけえ しかせあぉに ╋╁╃ [けししうう 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 ゃくせすさっくくっえ しかせあぉに ╇さうくぇ 
╁ぇかっくすうくけゃくぇ [けゅけあくうおけゃぇ させ-
おけゃけょうす あっくとうくぇきう しゃけっゅけ けす-
ょっかっくうは. 》けつっすしは こけいょさぇゃうすぬ けす 
ゃしっえ ょせてう し ねすうき いぇきっつぇすっかぬくにき 

こさぇいょくうおけき こさっょしっょぇすっかは しっおちうう 
せつぇしすくうおけゃ ╁¨╁ ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっ-
すぇ ゃっすっさぇくけゃ ╄かういぇゃっすせ ′うおうすうつ-
くせ ╇ゃぇくけゃせ, おけすけさぇは こけしすけはくくけ 
こさけゃけょうす せさけおう きせあっしすゃぇ ゃ ておけ-
かぇた, ゃしすさっつぇっすしは し せつぇしすくうおぇきう 
ゃけえくに くぇ ょけきせ, きぇすぬ ╂っさけは [けししうう 
╁.]. 』っつゃうは ╊のょきうかせ ╄ゃかぇきこぬっゃ-
くせ 』っつゃうえ, くぇつぇかぬくうおぇ ちっくすさぇ 
ゃけししすぇくけゃうすっかぬくけえ きっょうちうくに う 
さっぇぉうかうすぇちうう きっょうおけ-しぇくうすぇさ-
くけえ つぇしすう ╂〉╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ゃ ゅけさけょっ ╀っさひいけゃしおけき 
ぃかうの ╁ぇかっさぬっゃくせ ╉けかっしくうおけゃせ, 
‶けつひすくけゅけ ゅさぇあょぇくうくぇ ゅけさけょぇ, 
くぇつぇかぬくうおぇ そうくぇくしけゃけゅけ せこさぇゃかっ-
くうは ╆うくぇうょせ ╇ゃぇくけゃくせ ┿ぉぇおせきけゃせ, 
しっおさっすぇさは ╃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 ╁うおすけさうの ┿くぇすけ-

かぬっゃくせ ╉さけこぇくちっゃせ, いぇきっしすうすっかは 
ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ こけ しけ-
ちうぇかぬくにき ゃけこさけしぇき ¨かぬゅせ ╁うおすけ-
さけゃくせ 【っかせたうくせ, 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 けおさせゅぇ 
]ゃっすかぇくせ ╁かぇょうきうさけゃくせ ¨つおぇくけ-
ゃせ う きくけゅうた ょさせゅうた いぇきっつぇすっかぬ-
くにた あっくとうく くぇてっゅけ けおさせゅぇ.

╅っかぇの ゃぇき, ょけさけゅうっ あっくとうくに, 
けす しっぉは かうつくけ, けす こさっいうょうせきぇ ゅけ-
さけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ, しっお-
ちうう ゃっすっさぇくけゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬ-
くにた けさゅぇくけゃ しつぇしすぬは, いょけさけゃぬは, 
すっこかぇ う ょけぉさぇ, ぉけかぬてうた くぇょっあょ, 
こさうはすくにた ゃしすさっつ う ょけぉさにた しかけゃ! 

┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, 
つかっく こさっいうょうせきぇ ゅけさけょしおけゅけ 

]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ, 
きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ

╋┿〈╄[╇′]╉╇╈ ╉┿‶╇〈┿╊ 

′ぇゃっさくけっ, くっす くう けょくけゅけ つっかけゃっおぇ, おけすけさにえ 
くっ いくぇか ぉに 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. ぁすけ きっさぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ こけょょっさあおう 
さけししうえしおうき しっきぬはき, ゃ おけすけさにた こけしかっ こっさゃけゅけ 
はくゃぇさは 2007 ゅけょぇ さけょうかしは ゃすけさけえ, すさっすうえ うかう 
つっすゃひさすにえ きぇかにて. ╃っくっあおう こさう ょけしすうあっくうう 
すさひた かっす さっぉひくおぇ きけあくけ こけすさぇすうすぬ 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 うかう ぉせょせとせの こっくしうの きぇきけつおう.  ′け しっ-
ゅけょくは さぇいさってっくけ, くっ ょけあうょぇはしぬ すさっすぬうた うきっ-
くうく くぇしかっょくうおぇ, ゃいはすぬ しさっょしすゃぇ くぇ こけゅぇてっくうっ 
うこけすっおう う いぇえきけゃ くぇ あうかぬひ. ╁ ょゃせた しかせつぇはた 
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 こっさっつうしかは-
のすしは くっ こけ ぉっいくぇかうつおっ, ぇ くぇ けすおさにすにえ ゃ ぉぇくおっ 
しつひす. ╁け-こっさゃにた, っしかう ゃに さってうかう うしこけかぬいけ-
ゃぇすぬ っょうくけゃさっきっくくせの ゃにこかぇすせ うい ╋]╉ ゃ 12 
すにしはつ させぉかっえ. ╇, ゃけ-ゃすけさにた, っしかう たけすうすっ こけ-
しすさけうすぬ しゃけえ ょけき うかう さっおけくしすさせうさけゃぇすぬ っゅけ. ╉ 
しかけゃせ, っしかう きぇかにて さけょうかしは こけしかっ こっさゃけゅけ けお-

すはぉさは 2011 ゅけょぇ, いぇ っょうくけゃさっきっくくけえ ゃにこかぇすけえ 
くせあくけ けぉさぇすうすぬしは ょけ 31 きぇさすぇ. 

– 〈っきぇ きぇすっさうくしおけゅけ おぇこうすぇかぇ うくすっさっしせっす 
きくけゅうた, – 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 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおけき ╄かっくぇ ╊せおぬはくつっくおけ. – ╇, おぇお こけおぇいにゃぇっす 
こさぇおすうおぇ, くっ ゃしっ さけょうすっかう こけくうきぇのす すけくおけ-
しすう いぇおけくぇ. ‶けねすけきせ きに う さってうかう 10 きぇさすぇ 
し 16 ょけ 17 つぇしけゃ こさけゃっしすう ゃ いょぇくうう そけく-
ょぇ, ゃ おぇぉうくっすっ わ14,  «おさせゅかにえ しすけか» し 
せつぇしすうっき けぉかぇょぇすっかっえ しっさすうそうおぇすぇ くぇ ╋]╉. 
‶さうゅかぇてぇっき くぇ さぇいゅけゃけさ くっ すけかぬおけ きぇきけつっお, 
くけ う こぇこ. ╉しすぇすう, けくう すけあっ つぇしすっくぬおけ いゃけくはす 
くぇき こけ すっかっそけくせ う いぇょぇのす ゃけこさけしに.  

] こっさゃけゅけ はくゃぇさは さぇいきっさ きぇすっさうくしおけゅけ 
おぇこうすぇかぇ ゃにさけし くぇ 6,5% う しけしすぇゃうか ょかは 

すった, おすけ っとひ くっ ゃけしこけかぬいけゃぇかしは うき, 
365 すにしはつ 698 させぉかっえ. 

┫┤ «┮┴┷┧┯┿┭ ┵┶┲┯» ┵╃┨┷┶ ┳┤┳┲┻┮┬
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╉¨′╉〉[]

╁けす せあっ くっしおけかぬおけ かっす ゃ くぇてっき ゅけさけょっ こさけたけょうす おけくおせさし «╃かうく-
くぇは おけしぇ – ょっゃうつぬは おさぇしぇ». ╇ し おぇあょにき ゅけょけき うくすっさっし お くっきせ ゃけい-
さぇしすぇっす. 〉つぇしすうっ ゃ おけくおせさしっ こけきけゅぇっす のくにき おさぇしぇゃうちぇき せいくぇすぬ 
ねすうおっす う させししおうっ すさぇょうちうう, おけすけさにっ しせとっしすゃせのす せあっ きくけゅけ かっす. ┿ 
ょかは さけょうすっかっえ ねすけ っとひ けょうく こけゃけょ ょかは ゅけさょけしすう いぇ しゃけうた おさぇしうゃにた 
ょかうくくけゃけかけしにた ょっゃせてっお. 

╃け 15 きぇさすぇ こさけょけかあぇっすしは くぇぉけさ ょっゃけつっお う ょっゃせてっお  けす 4 ょけ 18 
かっす ょかは せつぇしすうは ゃ おけくおせさしっ. ╅のさう ゃにぉっさっす しぇきせの ょかうくくせの う ぉけゅぇすせの 
おけしせ, くぇゅさぇょうす いゃぇくうっき «╋ぇかっくぬおぇは そっは» のくにた せつぇしすくうち, けちっくうす しぇ-
きせの そぇくすぇいうえくせの こさうつひしおせ. ┿ いさうすっかう けこさっょっかはす しゃけの そぇゃけさうすおせ, 
おけすけさけえ ょけしすぇくっすしは こさうい いさうすっかぬしおうた しうきこぇすうえ. 

╅っかぇのとうき せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ おけくおせさしっ くっけぉたけょうきけ いぇこけかくうすぬ いぇはゃおせ し 
せおぇいぇくうっき こぇしこけさすくにた ょぇくくにた うかう ょぇくくにた しゃうょっすっかぬしすゃぇ け さけあょっくうう, し 
せおぇいぇくうっき ぇょさっしぇ, おけくすぇおすくけゅけ すっかっそけくぇ う ょかうくに おけしに. 

╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは こけ ぇょさっしせ: せか. ┿お. ╉けさけかひゃぇ, 1«ぉ», ╃╉ «]け-
ゃさっきっくくうお» し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ: し 10.00 ょけ 14.00 ゃ おぇぉうくっすっ 
わ19/1, し 16.00 ょけ 19.00 ゃ おぇぉうくっすっ わ2. 

15 きぇさすぇ ゃ 19.00 ゃ «]けゃさっきっくくうおっ» しけしすけうすしは けすぉけさけつくにえ すせさ う 
けぉとっっ しけぉさぇくうっ おけくおせさしぇ. ┿ そうくぇかうしすおう し しぇきにきう おさぇしうゃにきう おけしぇ-
きう ゃにえょせす くぇ しちっくせ ょけきぇ おせかぬすせさに 15 ぇこさっかは.

╃╊ぅ ]┿╋｠》 ╁¨╊¨]┿〈｠》

がÜëÜÇóñ ¢ñÖàóÖ▲! ぜó¿▲ñ Ñí½▲!
とÜ¿¿ñ¡öóç  ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 

でßñëßíÖ¡í づÜïïóó
Üö çïñú ÑÜüó äÜ£Ñëíç¿　ñö çíï

ば ¢ñÖàóÖ▲  ÜïÜß▲ú Ñíë – 
ば½ñöá ïÜßÜ0 Üïöíçíöáï　,
げí çï、 ïÜÑáßÜ ß¿íÇÜÑíëóöá,

ず0ßÜú ½óÖÜöÜú ¿0ßÜçíöáï　!
ぢÜïöá ¢ó£Öá äÜ¿Öí öëñçÜÇ, £íßÜö…

ん ç ïñëÑîñ  öñä¿Üöí   ¡ ¿0ßó½▲½,
ぐñ¿íÖáñ ¢óöá, ôöÜß ¡í¢Ñ▲ú ÇÜÑ

でöí¿ ÜÑóçóöñ¿áÖÜ ¡ëíïóç▲½.
だïÜß▲ú Ñíë ゑïñç▲üÖóú Ñí¿ –

どñëäñÖáñ, ½ÜÑëÜïöá, äÜÖó½íÖáñ…
どí¡ äÜïöá óïäÜ¿Ö　öï　  Ü çíï,

ゑïñ ïí½▲ñ £íçñöÖ▲ñ ¢ñ¿íÖá　!

äëí£ÑÖó¡Ü½ çñïÖ▲, öñä¿í, ¿0ßçó!

ばäëíç¿　0àóú ゐñë、£Üçï¡ó½ ÜöÑñ¿ñÖóñ½ 
でßñëßíÖ¡í づÜïïóó  ご. ん¿ñ¡ïññçí

c
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╃〉╋┿

┥┩┫ ┵┩┱┵┤┺┬┬
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╇い しっきう こせくおすけゃ 40-ゅけ いぇしっょぇくうは 

╃せきに ╀╂¨ しぇきにき いぇゅぇょけつくにき ゃにゅかは-
ょっか こはすにえ: «¨ぉ せすゃっさあょっくうう しすさせお-
すせさに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ». ╁ しゃっすっ こけしかっょ-
くうた しけぉにすうえ – こっさっくけしぇ ゅけかけしけゃぇ-
くうは くぇ ょけしさけつくにた ゃにぉけさぇた きねさぇ くぇ 
ょっおぇぉさぬ, せこけさくにた しかせたけゃ けぉ せたけょっ 
こっさゃけゅけ いぇきぇ ゅかぇゃに ╇. ╉ぇさこけゃぇ う 
くぇいくぇつっくうは くぇ ねすけ きっしすけ ╄. ‶うしちけゃぇ 
– きけあくけ ぉにかけ けあうょぇすぬ ょぇあっ しっくしぇ-
ちうう. ′け っひ くっ しかせつうかけしぬ: ょっこせすぇすに, 
たけすぬ う ぉせさくけ, くけ ゃこけかくっ こけ-ょっかけゃけきせ 
けぉしせょうかう かうてぬ ょゃぇ くけゃにた ゃぇさうぇくすぇ 
しすさせおすせさに ぇょきうくうしすさぇちうう. ′ぇ ねすけす 
てぇゅ いぇおけくけょぇすっかっえ しこけょゃうゅくせかぇ しう-
すせぇちうは, おけゅょぇ こさう けすしせすしすゃうう ゅかぇゃに 
こっさゃにえ っゅけ  いぇきっしすうすっかぬ ゃにくせあょっく 
ゃにこけかくはすぬ ょゃけえくせの さぇぉけすせ: いぇ ゅさぇ-
ょけくぇつぇかぬくうおぇ う いぇ しっぉは. ╃っこせすぇすに 
さっいけくくけ けすきっすうかう, つすけ ょゃけえくぇは くぇ-
ゅさせいおぇ ゃ しすけかぬ しっさぬひいくけき ょっかっ きけあっす 
けぉっさくせすぬしは すはあひかにきう こさけしつひすぇきう. 

¨しくけゃくけっ けすかうつうっ くけゃにた ゃぇさうぇくすけゃ 
しすさせおすせさに ぇょきうくうしすさぇちうう, くぇ こっさゃにえ 
ゃいゅかはょ, くっいくぇつうすっかぬくけっ: ゃ けぉけうた しかせ-
つぇはた, おさけきっ こっさゃけゅけ いぇきぇ, こさうしせすしすゃせ-
のす っとひ すさう さぇゃくけこさぇゃくにた いぇきっしすうすっ-
かは. 〈けかぬおけ ゃ ゃぇさうぇくすっ «ぇ» そせくおちうけくぇか 
つうくけゃくうおけゃ くっ けぉけいくぇつっく, ぇ ゃ ゃぇさうぇく-
すっ «ぉ» けく つひすおけ しそけさきせかうさけゃぇく: いぇ-
きっしすうすっかぬ こけ おけきこかっおしくけきせ さぇいゃうすうの 
すっささうすけさうう, こけ しけちうぇかぬくにき ゃけこさけしぇき 
う こけ しすさけうすっかぬしすゃせ, ╅╉》, すさぇくしこけさすせ. 
╁けす ねすぇ さぇしてうそさけゃおぇ けぉはいぇくくけしすっえ 
う しすぇかぇ おぇきくっき こさっすおくけゃっくうは: けょくう 
くぇさけょくにっ ういぉさぇくくうおう さぇすけゃぇかう いぇ 
こっさゃせの うょっの, こけしおけかぬおせ けくぇ しけけすゃっす-
しすゃせっす さっっしすさせ きせくうちうこぇかぬくにた ょけかあ-
くけしすっえ う こけいゃけかはっす いぇきぇき さぇぉけすぇすぬ 
こけ こさうくちうこせ ゃいぇうきけいぇきっくはっきけしすう. 
╃させゅうっ せぉっあょぇかう, つすけ しすさせおすせさぇ, ゅょっ 
けすしせすしすゃせのす そけさきせかうさけゃおう けぉはいぇく-
くけしすっえ, – ぉっいかうおぇは, ぇ くぇさけょ ょけかあっく 
いくぇすぬ, おぇおけえ つうくけゃくうお つっき おけくおさっすくけ 
いぇくはす. ‶けすけきせ ゃすけさけえ ゃぇさうぇくす – ぉけかっっ  
きけぉうかぬくにえ う けすおさにすにえ. ╊うてぬ ょっこせすぇす 
〈. ┿さすっきぬっゃぇ けすきっすうかぇ, つすけ ゃしこにたくせゃ-
てうえ しさっょう おけかかっゅ しこけさ – くう け つひき: 
ゃすけさけえ ゃぇさうぇくす ゃこけかくっ いぇおけくっく, ぇ 
ょせきちに ゃ かのぉけき しかせつぇっ ょけかあくに いくぇすぬ, 
つっき いぇくうきぇのすしは いぇきっしすうすっかう ゅかぇゃに. 

〉あっ こけしかっ いぇしっょぇくうは ょっこせすぇす ╋. 
╃けさけたうくぇ しおぇあっす くぇき, つすけ ゅけかけしけゃぇ-
かぇ いぇ こっさゃにえ ゃぇさうぇくす: «きに ょけかあくに 
せすゃっさあょぇすぬ すけかぬおけ しすさせおすせさせ ぇょきう-
くうしすさぇちうう, ぇ そせくおちうけくぇか さぇしこさっ-
ょっかうす せあっ しぇき ゅかぇゃぇ. ╄しかう しっゅけょくは 
くぇいくぇつうすぬ ねすう そせくおちうう, すけ いぇたけすはす 
かう つうくけゃくうおう ゃ しかけあくにた しうすせぇちうはた 
ゃにこけかくはすぬ つせあせの さぇぉけすせ? ╆ぇきっしすう-
すっかう ょけかあくに ょっえしすゃけゃぇすぬ ゃ けょくけえ 
しゃはいおっ, いぇきっとぇは う こけょょっさあうゃぇは 
ょさせゅ ょさせゅぇ».

‶さう ゅけかけしけゃぇくうう こさけてひか ゃしひ あっ 
ゃぇさうぇくす わ1, けぉしせあょっくうは おけくおさっす-
くにた こっさしけく くぇ ょけかあくけしすう いぇきっしすう-
すっかっえ くっ ぉにかけ, かうてぬ こさけいゃせつぇかけ, 
つすけ ╇ゅけさぬ ╁かぇょうきうさけゃうつ ╉ぇさこけゃ 
けしすぇくっすしは こっさゃにき いぇきっしすうすっかっき う 
うしこけかくはのとうき けぉはいぇくくけしすう ゅかぇゃに 
╀╂¨ ょけ ょっおぇぉさは. ‶けしおけかぬおせ つうしかけ 
いぇきっしすうすっかっえ けしすぇかけしぬ こさっあくうき, ぇ 
くけてぇ ╇. ╉ぇさこけゃぇ すけえ あっ, すけ しかけあくけ 
くっ しけゅかぇしうすぬしは し さっこかうおけえ ょっこせすぇすぇ: 
しこけさ ぉにか くう け つひき.

╊╇』′¨]〈を

ЛИДЕР «АЛЬЯНСА»
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╉¨╂╃┿-〈¨ てぇゅけき ゃこっさひょ ょかは ておけかに 
わ3 ぉにかけ ゃゃっょっくうっ せゅかせぉかひくくけゅけ 

ういせつっくうは けすょっかぬくにた こさっょきっすけゃ – きぇ-
すっきぇすうおう う っしすっしすゃっくくにた くぇせお. ╆ぇすっき 
ゃ 2005-き ゅけょせ ておけかぇ こけかせつうかぇ しすぇすせし 
かうちっは. ╃ゃうあっくうっ こけ ねすけきせ こせすう – いぇ-
しかせゅぇ ゃしっゅけ せつうすっかぬしおけゅけ おけかかっおすうゃぇ, 
くけ ゅかぇゃくせの さけかぬ しにゅさぇかぇ, ぉっいせしかけゃくけ, 
ぉっししきっくくにえ せあっ こけつすう ょゃぇょちぇすぬ かっす 
ょうさっおすけさ ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ ╂けかぬはくけゃぇ. 
‶っょぇゅけゅ, ょっこせすぇす, けぉぇはすっかぬくぇは あっくとう-
くぇ う くっけさょうくぇさくぇは かうつくけしすぬ.

╉さけきっ ょうさっおすけさしおけえ さぇぉけすに, ╁っさぇ ′うおけかぇ-
っゃくぇ ゃっょひす せさけおう きぇすっきぇすうおう. ╂けゃけさうす, つすけ 
くっ しきけゅかぇ ぉに けしすぇすぬしは すけかぬおけ せこさぇゃかっくちっき う 
けぉたけょうすぬしは ぉっい こさっこけょぇゃぇくうは, ぉっい くっこけしさっょ-
しすゃっくくけゅけ おけくすぇおすぇ し ょっすぬきう. 〈ぇおあっ せあっ けおけ-
かけ てっしすう かっす ╁. ′. ╂けかぬはくけゃぇ ゃたけょうす ゃ しけしすぇゃ 
ょせきしおけえ おけきうししうう こけ ねおけくけきうおっ う ぉのょあっすせ. 
╁ さぇぉけすっ ょせきちっゃ, こけ しかけゃぇき ╁っさに ′うおけかぇっゃ-
くに, ゅかぇゃくけっ – おけきぇくょくにっ せしうかうは, う けくぇ しけ 
しゃけっえ しすけさけくに ょっかぇっす ゃしひ, つすけぉに さぇぉけすぇ おけ-
きぇくょに ぉにかぇ せしこってくけえ. 

′ぇおけくっち, ゃけ ゃしった うこけしすぇしはた くぇてぇ ゅっさけうくは 
けしすぇひすしは ╅っくとうくけえ – けぉぇはすっかぬくけえ, ょけぉさけえ, 
たけさけてけ こけくうきぇのとっえ ょせてせ さっぉひくおぇ (おぇお あっ 
こっょぇゅけゅせ ぉっい ねすけゅけ?) う ゃ すけ あっ ゃさっきは しうかぬ-
くけえ, くっいぇゃうしうきけえ, せゃっさっくくけえ ゃ しっぉっ, かうょっ-
さけき こけ くぇすせさっ. 〈ぇおけえ けくぇ ぉにかぇ ゃしっゅょぇ, し しぇ-
きけえ のくけしすう, ぇ きけあっす ぉにすぬ, う ょっすしすゃぇ. 

‶[╇╆╁┿′╇╄ – ‶╄╃┿╂¨╂
╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ こさうてかぇ ゃ しさっょくのの けぉとっ-

けぉさぇいけゃぇすっかぬくせの ておけかせ わ3 ゃ 1992-き ゅけょせ, 
しさぇいせ くぇ ょけかあくけしすぬ いぇき. ょうさっおすけさぇ. 』っさっい 
ゅけょ けくぇ せあっ ぉにかぇ ょうさっおすけさけき. ]ゃけっえ こさけ-
そっししうけくぇかぬくけえ ぇかぬきぇ-きぇすっさ ╁っさぇ ′うおけかぇっゃ-
くぇ しつうすぇっす ておけかせ わ6. ╂けさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
(くにくっ, お しけあぇかっくうの, いぇおさにすせの), ゃ おけすけさけえ 
けくぇ ゃ 70-た ゅけょぇた こさっこけょぇゃぇかぇ.

– ぅ きくけゅけきせ くぇせつうかぇしぬ ゃ しうかぬくけき こっょぇゅけ-
ゅうつっしおけき おけかかっおすうゃっ ておけかに わ6. ╁ つぇしすくけ-
しすう, しこけしけぉしすゃけゃぇかけ きけっきせ しけゃっさてっくしすゃけ-
ゃぇくうの けぉとっくうっ し すぇおうき こさけそっししうけくぇかけき, 
おぇお いぇきっしすうすっかぬ ょうさっおすけさぇ う せつうすっかぬ きぇすっ-
きぇすうおう う つっさつっくうは [うききぇ ]っさゅっっゃくぇ ╋ぇお-
しうきけゃぇ.  ╁ こかぇくっ つっかけゃっつっしおうた おぇつっしすゃ は 
しすさっきうかぇしぬ さぇゃくはすぬしは くぇ ょうさっおすけさぇ すけえ 
ておけかに – ╊のょきうかせ ╁うおすけさけゃくせ ‶けかけゃくうおけ-
ゃせ. ‶け しせすう, けくぇ ょぇかぇ きくっ こせすひゃおせ ゃ ょぇかぬ-
くっえてせの こさけそっししうけくぇかぬくせの あういくぬ, – ゅけゃけ-
さうす ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ.

‶っょぇゅけゅうつっしおけっ こさういゃぇくうっ くぇてぇ ゅっさけう-
くは けしけいくぇかぇ ゃ けつっくぬ のくけき ゃけいさぇしすっ. ╁ こはすぬ 
かっす いぇはゃうかぇ きぇきっ: «╀せょせ せつうすっかぬくうちっえ!». 
╃け ねすけゅけ きぇかっくぬおぇは ╁っさけつおぇ, つぇしすけ ぉにゃぇは 
ゃ ぉけかぬくうちっ (ゅょっ さぇぉけすぇかぇ きぇきぇ)  う くぇぉかの-
ょぇは いぇ さぇぉけすけえ きっょこっさしけくぇかぇ, たけすっかぇ ぉにすぬ 
«しうくぇすぇさおけえ» – «しぇくうすぇさおけえ» ゃ こっさっゃけょっ 
くぇ «ゃいさけしかにえ» はいにお. ′け こっさっしうかうかぇ ょさせゅぇは 
しおかけくくけしすぬ: し きぇかにた かっす ょっゃけつおぇ かのぉうかぇ しけ-
ぉうさぇすぬ ゃけおさせゅ しっぉは こけょさせゅ う つうすぇすぬ うき おくうあ-
おう うかう さぇししおぇいにゃぇすぬ つすけ-くうぉせょぬ おぇお くぇしすけは-
とぇは せつうすっかぬくうちぇ.

╁ しゃけう ておけかぬくにっ ゅけょに ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ 
いぇくうきぇかぇしぬ ゃ きせいにおぇかぬくけえ ておけかっ こけ おかぇし-
しせ そけさすっこぬはくけ, こかのし けしゃけうかぇ ょけきぉさせ. ‶け 
しかけゃぇき ╁っさに ′うおけかぇっゃくに, くにくってくはは っひ たけ-
さけてぇは そういうつっしおぇは そけさきぇ – さっいせかぬすぇす うく-
すっくしうゃくにた いぇくはすうえ しこけさすけき, おけすけさにきう けくぇ 

せゃかっおぇかぇしぬ ゃ きけかけょけしすう: けす しこけさすうゃくけえ 
ゅうきくぇしすうおう こっさってかぇ お ぉぇしおっすぉけかせ う ょけぉう-
かぇしぬ ゃ ねすけき ゃうょっ しこけさすぇ いくぇつうすっかぬくにた さっ-
いせかぬすぇすけゃ. ]っゅけょくは ゃしっ しゃけう しうかに ょうさっおすけさ 
けすょぇひす ておけかっ, ぇ すぇおあっ けぉとっしすゃっくくけえ さぇぉけ-
すっ. ′け けぉはいぇすっかぬくけ ぉけかっっす いぇ しゃけうた せつっくう-
おけゃ くぇ ゅけさけょしおうた しこけさすうゃくにた きっさけこさうはすう-
はた. «ぅ – いぇはょかぇは ぉけかっかぬとうちぇ», – せかにぉぇっすしは 
╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ.

– ‶けさけえ ょせきぇかぇ: きけあっす ぉにすぬ, は しかうておけき 
きくけゅうき しさぇいせ せゃかっおぇかぇしぬ? ╇ しこけさす, う きせいに-
おぇ, う すぇくちに… ′け こけいあっ こけくはかぇ, つすけ ょかは こっ-
ょぇゅけゅぇ ゃぇあくけ うきっすぬ けこにす ゃ さぇいくにた しそっさぇた, 
– ゅけゃけさうす けくぇ.

╁ せつうすっかぬしおけき おけかかっおすうゃっ かうちっは ╁っさぇ ′う-
おけかぇっゃくぇ ╂けかぬはくけゃぇ – う しすさけゅうえ ょうさっおすけさ, う 
けすかうつくにえ こさっこけょぇゃぇすっかぬ, ぇ ょかは きくけゅうた っとひ 
う たけさけてぇは こけょさせゅぇ. ╆ぇ つっしすぬ しゃけっゅけ せつっぉくけゅけ 
いぇゃっょっくうは ╁. ′. ╂けかぬはくけゃぇ ゃ たけさけてっき しきにしかっ 
ゅけすけゃぇ しすけはすぬ ゅけさけえ. ╋っあょせ こさけつうき, うきっくくけ 
っひ うょっっえ ぉにかけ ょぇすぬ かうちっの うきは – «┿かぬはくし», 
つすけ いくぇつうす «しけのい», «っょうくっくうっ». 

╁′╇╋┿′╇╄ – ╉┿╅╃¨╋〉 
〉つうすっかぬしおけっ おさっょけ ╁っさに ′うおけかぇっゃくに – くっ 

くぇゃさっょうすぬ さっぉひくおせ, くっ «いぇょぇゃうすぬ» っゅけ こさう-
さけょくにっ しおかけくくけしすう う すぇかぇくすに, こけきけつぬ っきせ 
さぇしおさにすぬしは. 〈ぇおけえ こけしにか こけかせつぇのす こっょぇゅけゅう, 
おけすけさにっ さぇぉけすぇのす こけょ っひ させおけゃけょしすゃけき. 

– ′っけぉたけょうきけ, つすけぉに おぇあょにえ さっぉひくけお くぇ-
てひか しっぉは, しすぇか せしこってくにき. ╄しかう くっ うょひす けょうく 
こさっょきっす, きけあっす ぉにすぬ, けく かせつてっ せしこっゃぇっす こけ 
ょさせゅうき ょうしちうこかうくぇき? 〉 くぇし せつうかぇしぬ ょっゃけつ-
おぇ, せ おけすけさけえ ぉにかう こさけぉかっきに し きぇすっきぇすうおけえ. 
¨ょくぇあょに は せゃうょっかぇ, おぇおうっ せ くっひ こけすさはしぇの-
とうっ さうしせくおう, くぇしおけかぬおけ, けおぇいにゃぇっすしは, くっ-
しすぇくょぇさすくけ けくぇ きにしかうす… ┿ きけあっす ぉにすぬ, 
さっぉひくけお, おけすけさけきせ すさせょくけ ょぇひすしは せつひぉぇ, こけ-
おぇあっす たけさけてうっ さっいせかぬすぇすに ゃ おぇおけき-くうぉせょぬ 
ゃうょっ しこけさすぇ? ′ぇょけ すけかぬおけ こけょすけかおくせすぬ っゅけ お 
ねすけきせ, – ゅけゃけさうす ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ.

‶さうきっつぇすっかぬくけ けすくけてっくうっ お くっえ せつっくうおけゃ.
– ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ けぉかぇょぇっす せくうおぇかぬくにき 

こっょぇゅけゅうつっしおうき ょぇさけき, しゃけっゅけ さけょぇ ょうこかけ-
きぇすうつっしおうき すぇかぇくすけき: くっす さっぉひくおぇ, お おけすけ-
さけきせ けくぇ くっ しきけゅかぇ ぉに くぇえすう こけょたけょ. 』ぇしすけ 
«すさせょくにっ» ょっすう, お おけすけさにき せつうすっかは せあっ くっ 

こにすぇのすしは こけょしすせこうすぬしは, さぇしおさにゃぇのす ょせてせ 
╁っさっ ′うおけかぇっゃくっ. ╃かは せつっくうおけゃ けくぇ きけあっす 
ぉにすぬ しすさけゅうき ょうさっおすけさけき, ぇ きけあっす – きせょさけえ 
きぇきけえ うかう ょさせゅけき, ゃ いぇゃうしうきけしすう けす すけゅけ, ゃ 
おぇおけき けすくけてっくうう さっぉひくけお くせあょぇっすしは. ╃っすう 
こさうたけょはす お くっえ くっ すけかぬおけ しけ しゃけうきう せつっぉ-
くにきう, くけ う あういくっくくにきう すさせょくけしすはきう, ぇ こけ-
すけき さぇししおぇいにゃぇのす けぉ せしこったぇた. ╁しひ こけすけきせ, 
つすけ けつっくぬ ちっくはす っひ おぇお せつうすっかは う つっかけゃっおぇ, 
– ゅけゃけさうす いぇゃせつ かうちっは ¨かぬゅぇ ╆けききっさ.

]〈╇╊を ╁ ¨╃╄╅╃╄ ╇ ╅╇╆′╇
– ╋くけゅうき しかっょせっす こけせつうすぬしは っひ けすくけてっくうの 

お しけぉしすゃっくくけえ しっきぬっ, – ゅけゃけさうす ¨かぬゅぇ ╉けく-
しすぇくすうくけゃくぇ. – ′うおすけ ゃ おけかかっおすうゃっ くっ しかに-
てぇか, つすけぉに ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ くっかっしすくけ けす-
いにゃぇかぇしぬ け しゃけひき きせあっ うかう ょっすはた. ╋に いくぇっき 
すけかぬおけ け ょけしすけうくしすゃぇた ょけきけつぇょちっゃ くぇてっゅけ 
させおけゃけょうすっかは う こけくうきぇっき, つすけ っひ しっきぬは – ねすけ 
っひ おさっこけしすぬ.

′っ こさっきうくせかぇ ¨かぬゅぇ ╉けくしすぇくすうくけゃくぇ けすきっ-
すうすぬ ゃおせし ょうさっおすけさぇ かうちっは.

– ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ けぉかぇょぇっす せくうおぇかぬくにき 
つせゃしすゃけき しすうかは, – ゅけゃけさうす ¨. ╉. ╆けききっさ. – 
¨くぇ くっ しかうておけき つぇしすけ けぉくけゃかはっす しゃけえ ゅぇさ-
ょっさけぉ, けょくぇおけ ゃっとう ゃしっゅょぇ ぉにゃぇのす たけさけてけ 
こけょけぉさぇくに, くぇさはょ うょひす お かうちせ う そうゅせさっ. 
╉さけきっ すけゅけ, ╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ ゃっかうおけかっこくけ 
せきっっす ょっかぇすぬ きぇおうはあ う こけょぉうさぇすぬ せおさぇてっ-
くうは すぇお, つすけぉに けくう こけょつひさおうゃぇかう っひ ょけしすけ-
うくしすゃぇ. ‶けさけえ ょっかぇっす いぇきっつぇくうは ょっゃけつおぇき 
ゃ ておけかっ, おけすけさにっ くっさぇいせきくけ せゃかっおぇのすしは 
ぇおしっししせぇさぇきう.

╁くせお ╁っさに ′うおけかぇっゃくに, きぇかっくぬおうえ ╄ゃゅっ-
くうえ ┿かっおしっっゃうつ ╂けかぬはくけゃ, けぉけあぇっす ゅけしすうすぬ せ 
ぉぇぉせておう. ╄とひ ぉに: ゃっょぬ けくぇ ゃ くひき ょせてう くっ 
つぇっす, ぇ すぇおあっ きくけゅけ う しっさぬひいくけ すさせょうすしは くぇょ 
さぇいゃうすうっき しゃけっゅけ かのぉうきちぇ. ╁きっしすっ けくう つうすぇ-
のす おさぇしけつくにっ おくうゅう し うくすっさっしくにきう すっおしすぇ-
きう, うゅさぇのす ゃ さぇいゃうゃぇのとうっ うゅさに. ┿ こさけゅせかおう 
╅っくう し ぉぇぉせておけえ こさっゃさぇとぇのすしは ゃ こけいくぇゃぇ-
すっかぬくにっ う ょけゃっさうすっかぬくにっ さぇいゅけゃけさに.

╁っさぇ ′うおけかぇっゃくぇ ╂けかぬはくけゃぇ さけょうかぇしぬ くっ-
いぇょけかゅけ ょけ ╋っあょせくぇさけょくけゅけ あっくしおけゅけ ょくは 
– 6 きぇさすぇ. ‶けいょさぇゃかはっき っひ し くぇしすせこぇのとうき 
ょくひき さけあょっくうは, ぇ すぇおあっ – し こさうたけょけき ゃっしくに 
う, おけくっつくけ, ╁けしぬきにき きぇさすぇ!

╁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».

╉[╇╋╇′┿╊

╁ くぇてっき ゅけさけょっ いぇゃっかぇしぬ ぉぇくょぇ けこぇしくにた 
こっくしうけくっさけゃ. ╁ っひ しけしすぇゃ ゃけてかう ゅさぇあょぇくっ ‶. 
う ╃., ゃ こさけてかけき しけすさせょくうおう きうかうちうう, ぇ すぇおあっ 
ゅさぇあょぇくうく [., ぉにゃてうえ しけすさせょくうお ╋うくうしすっさ-
しすゃぇ けぉけさけくに. ′ぇ こさっしすせこかっくうっ けくう こけてかう 
ゃけゃしっ くっ ょかは すけゅけ, つすけぉに ゃっさくせすぬしは ゃ さはょに 
さけょくけえ せあっ こけかうちうう, おぇお ゃ しすぇさけき しけゃっすしおけき 
おうくけ, ぇ ょかは すけゅけ, つすけぉに しさせぉうすぬ おさせこくにえ おせて.

17 しっくすはぉさは 2010 ゅけょぇ すさう こっくしうけくっさぇ しけ 
しかせあっぉくにき こさけてかにき こけたうすうかう うい しけぉしすゃっく-
くけゅけ けそうしぇ ゃ ゅけさけょっ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ きけかけょけゅけ 
ぉういくっしきっくぇ. 〉ょっさあうゃぇかう こけたうとっくくけゅけ しすぇ-
さうおう-さぇいぉけえくうおう ゃ しぇょけゃけき ょけきうおっ こけしひかおぇ 
]すぇさけこにてきうくしおぇ. 〈さっぉせは ゃにおせこ し さけょしすゃっくくう-
おけゃ こけたうとっくくけゅけ ゃ さぇいきっさっ しっきう 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, ゃ ねすけ あっ ゃさっきは いぇしすぇゃうかう 

せいくうおぇ くぇこうしぇすぬ さぇしこうしおせ け はおけぉに うきっのとっきしは 
ょけかゅっ くぇ ぇくぇかけゅうつくせの しせききせ う けぉはいぇすっかぬしすゃっ 
っひ ゃにこかぇすうすぬ.

╀かぇゅけょぇさは しかぇあっくくけえ さぇぉけすっ しかっょけゃぇすっ-
かっえ ]かっょしすゃっくくけゅけ おけきうすっすぇ う けこっさぇすうゃくにた 
しかせあぉ 〉《]╀ う ╂〉╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう ぉにかけ せしすぇくけゃかっくけ そぇおすうつっしおけっ きっしすけ くぇ-
たけあょっくうは こさけこぇゃてっゅけ ぉういくっしきっくぇ, う けく ぉにか 
けしゃけぉけあょひく.

╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは けぉゃうくうすっかぬくけっ いぇおかのつっ-
くうっ せすゃっさあょっくけ こさけおせさけさけき ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ, 
う ょっかけ 02.03.2011 くぇこさぇゃかっくけ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ 
ゅけさけょしおけえ しせょ ょかは さぇししきけすさっくうは こけ しせとっしすゃせ. 
╆ぇ しけゃっさてっくうっ せおぇいぇくくにた こさっしすせこかっくうえ 〉ゅけ-
かけゃくにき おけょっおしけき [けししうう こさっょせしきけすさっくけ くぇおぇ-
いぇくうっ ょけ 20 かっす かうてっくうは しゃけぉけょに.

]〈┿[╇╉╇-[┿╆╀¨╈′╇╉╇
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

¨╀〉╊╇ ′┿ 30 
][╄╀[╄′′╇╉¨╁

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
2 きぇさすぇ くっおうえ ゅさぇあょぇくうく ╉., くぇゃっとぇは のゃっかうさくにえ 

きぇゅぇいうく, こけこさけしうか ょぇすぬ っきせ ゃ させおう おさっしすうお いぇ 30 すに-
しはつ させぉかっえ. ‶けしきけすさっか う… う せぉっあぇか. ‶けくさぇゃうかけしぬ, 
くぇゃっさくけっ, のゃっかうさくけっ ういょっかうっ. ‶っさしけくぇか きぇゅぇいうくぇ 
しさぇいせ あっ ゃにいゃぇか ゅさせここせ くっきっょかっくくけゅけ さっぇゅうさけゃぇくうは 
』¨‶ «]ぇすっかかうす». ¨ょくぇ うい こさけょぇゃとうち せしこっかぇ いぇきっ-
すうすぬ, つすけ ぉっゅせつうえ ゅさぇぉうすっかぬ, ゃうょうきけ, ょかは せかせつてっ-
くうは しゃけうた しおけさけしすくにた おぇつっしすゃ, しおさにかしは ゃ しけしっょくっき 
けぉせゃくけき きぇゅぇいうくっ. ′せ, さってうか こけょう おさけししけゃおう くけゃにっ 
こけしきけすさっすぬ. ]ぇすっかかうすけゃちに ゃきっしすっ し こけょなったぇゃてうきう 
こぇすさせかぬくにきう こけかうちっえしおうきう きせあうつおぇ うい けぉせゃくけゅけ 
ゃにょっさくせかう, ぇ こけすけき ゃにょっさくせかう う うい けぉせゃう – おさっしすうお 
くぇてひかしは おぇお さぇい ゃ けょくけき うい ぉけすうくおけゃ. 〈っこっさぬ おかっこ-
すけきぇく-しこけさすしきっく しうょうす, しきけすさうす くぇ すのさっきくにっ しすっ-
くに. ╋っつすぇっす, くぇゃっさくけっ, け こけぉっゅっ…
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3:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

6:00 ╃/] 《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿ ╇ ╋┿《╇ぅ

7:00, 15:00 》/《 ぁ]╉╇╋¨]]╉┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ: ╆┿╁¨-

╄╁┿′╇╄ ′¨╁¨╂¨ ╋╇[┿

8:00, 16:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉╇╈ ‶¨╀╄╂: ′╄[┿]]╉┿╆┿′-

′┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ

9:00, 17:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

10:00, 18:00 ╃/《 ‶╇[┿╋╇╃｠ ]╋╄[〈╇

11:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

12:00 ╃/《 ╋┿[╇ぅ ╉┿╊╊┿]: ╅╇〈を ╇ 〉╋╄[╄〈を ╆┿ 

╇]╉〉]]〈╁¨ ╇ ╊ぃ╀¨╁を

13:00 ╃/《 ¨╀′┿[〉╅╄′╇╄ ╂╄[╉〉╊┿′〉╋┿

14:00 ╃/] 《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿ ╇ ╋┿《╇ぅ

19:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

20:00, 4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨

21:00, 5:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ-

『╇ぅ ╁ ╀[╇〈┿′╇╇

22:00 》/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ╂╄′[╇》┿ IV

23:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

0:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╇′╉╇, 

╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

1:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

2:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ╊╄╃ぅ′¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿

3:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

6:00 》/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ╂╄′[╇》┿ IV

7:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

8:00, 16:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: 

╇′╉╇, ╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

9:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

10:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ╊╄╃ぅ′¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿

11:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨

13:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ 

╁ ╀[╇〈┿′╇╇

14:00 》/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ╂╄′[╇》┿ IV

15:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

17:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

18:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ╊╄╃ぅ′¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿

19:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

20:00, 4:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

21:00, 5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

22:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

23:00 ╃/] ╉¨╂╃┿ ╄╁[¨‶¨╈ ‶[┿╁╇╊╇ ╋┿╁[｠

0:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈╄[[┿╉¨〈¨╁¨╂¨ ╁¨╇′┿

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/《 ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

3:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

6:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

7:00 ╃/] ╉¨╂╃┿ ╄╁[¨‶¨╈ ‶[┿╁╇╊╇ ╋┿╁[｠

8:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈╄[[┿╉¨〈¨╁¨╂¨ ╁¨╇′┿

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00, 18:00 ╃/《 ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ 

╂¨╊╊╇╁〉╃╄

11:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

13:00, 21:00, 5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨-

╁¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿

14:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

15:00 ╃/] ╉¨╂╃┿ ╄╁[¨‶¨╈ ‶[┿╁╇╊╇ ╋┿╁[｠

16:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈╄[[┿╉¨〈¨╁¨╂¨ ╁¨╇′┿

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

19:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

20:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

22:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

23:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]: ′┿『╇]〈]╉╇╄ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉╇ ′┿ ]╉┿╋を╄ ‶¨╃]〉╃╇╋｠》

0:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/] ╊╄〈¨ ╊ぃ╀╁╇

3:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

4:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

6:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

7:00, 15:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]: ′┿『╇]〈-

]╉╇╄ ‶[╄]〈〉‶′╇╉╇ ′┿ ]╉┿╋を╄ ‶¨╃]〉╃╇╋｠》

8:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/《 [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ ′┿ ╉╇′¨ぁ╉[┿′╄: ′¨╁｠╄ 

╊╇『┿ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

11:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

12:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

13:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 』╄╊¨-

╁╄╉┿

14:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

16:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/《 [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ ′┿ ╉╇′¨ぁ╉[┿′╄: ′¨╁｠╄ 

╊╇『┿ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

19:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╀╇╆╄

21:00 ╃/《 〈┿╈′┿ ╂╇╀╄╊╇ «╋ぁ[╇ [¨〉╆»

22:00 ╃/] 〈┿╈′┿ぅ ]╄╋をぅ ╇╇]〉]┿

23:00 ╃/《 ]╄╉[╄〈′｠╄ ╉¨╃｠

6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

6.55 ‶¨╂¨╃┿

7.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

8.10 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ]╄╋をぅ»

10.10 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

11.10 》/《 «╋¨╇ ╃¨[¨╂╇╄»

12.30 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»

13.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

14.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

15.10 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.10 》/《 «[╇╋]╉╇╄ ╉┿′╇╉〉╊｠»

18.25 ‶¨╂¨╃┿

18.30 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

19.30 》/《 «╉┿[┿]╇»

21.35 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 》/《 «′╄‶[╇]〈¨╈′¨╄ ‶[╄╃╊¨╅╄′╇╄»

01.15 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.55 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

4.45 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.45 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

6.55 ‶¨╂¨╃┿

7.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

8.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

8.30 》/《 «╃╁┿ 《┱╃¨[┿»

10.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.30 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

11.30 》/《 «]╉┿[╊╄〈〈»

18.25 ‶¨╂¨╃┿

18.30 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»

19.30 》/《 «]╊〉【┿〈╄╊を»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 》/《 «ぅ ╁┿] ╊ぃ╀╇╊… (]¨』╇′╄′╇╄ ′┿ 

╁¨╊を′〉ぃ 〈╄╋〉)»

01.15 》/《 «╅╄[〈╁┿ ╁¨ ╇╋ぅ ╊ぃ╀╁╇»

04.00 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

5.05, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

12.00 》/《 «╉┿[┿]╇»

14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»

14.30 》/《 «]〈[┿′′｠╄ ╁╆[¨]╊｠╄»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «╉〈¨ ‶¨╄╃╄〈 ╁ 〈[〉]╉┿╁╄『?»

01.10 «╁╄]╄╊｠╄ ╋〉╅』╇′｠»

01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.45 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

8.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

12.00 》/《 «‶¨〈╄[‶╄╁【╇╄ ‶[╄〈╄′╆╇╈ ′╄ ╇╋╄ぃ〈»

14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»

14.30 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

14.40 》/《 «╉〉[╇『┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «╁╄[を〈╄ ╋′╄, ╊ぃ╃╇»

01.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.50 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

4.50 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

7.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «¨′, ¨′┿ ╇ ╃╄〈╇»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

10.45 》/《 «╃¨]を╄ 』╄╊¨╁╄╉┿ ╁ «╋╄[]╄╃╄]╄»

13.30 》/《 «╉┿╉ ╁ ]〈┿[¨╋ ╃╄〈╄╉〈╇╁╄…»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «』〈¨ ]╉[｠╁┿╄〈 ╊ぃ╀¨╁を»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «╋┿╊╄′を╉╇╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»

02.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.00 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

7.00 ′¨╁¨]〈╇-41

7.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

8.00 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╅┱╊〈¨╂¨ 』╄╋¨╃┿′』╇╉┿»

9.30 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.30 》/《 «]¨╀┿╉┿ ′┿ ]╄′╄»

13.10 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

13.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «』〈¨ ]╉[｠╁┿╄〈 ╊ぃ╀¨╁を»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.30 》/《 «╉[｠]┿»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «〈[╇¨»

02.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.45 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.40 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»
7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
8.00 ╅┿′′┿ ╋¨[¨ 《╇╊╇‶‶ 〈¨[╄〈¨′, 』╄╉╇ ╉┿[╇¨, 

╅╄[┿[ ╃╄‶┿[╃を╄ ╁ ╇]〈¨[╇』╄]╉¨╈ 
╃[┿╋╄ «‶[¨╉╊ぅ〈｠╄ ╉¨[¨╊╇»

17.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
18.30 «╉〉》′ぅ»
18.55 ‶¨╂¨╃┿
19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
19.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋¨ぅ ╋┿╋┿ – ]′╄╂〉[¨』╉┿»
21.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
23.55 ‶¨╂¨╃┿
00.00 》/《 «‶[╄╊╄]〈′¨╄ ╃╇〈ぅ»
02.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
03.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
05.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
05.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

6.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╇]〈¨[╇╇»
7.00 ╃/《 «╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨ ╉¨╀[｠»
8.00 》/《 «╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄, ぅ ╁┿【┿ 〈╄〈ぅ!»
10.00 ]╄╈』┿]
10.10 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...
13.10 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄′┿»
18.30 ]╄╈』┿]
18.55 ╄╊╄′┿ ╁┿╄′╂┿. «╅╄╊┿ぃ ╁┿╋...». ╉¨′『╄[〈

21.05 》/《 «╁¨╊【╄╀′╇╉»
22.50 》/《 «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╆┿ 〉╂╊¨╋»
00.25 》/《 «╀╄[╄╂╇〈╄ ╅╄′】╇′»
03.05 》/《 «╀╄[╄╂╇〈╄ ╋〉╅』╇′»
04.45 ╃/《 «]┿╋｠╄ ]〈[┿′′｠╄ ╃╇′¨╆┿╁[｠ ╋╇[┿»

6.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╇]〈¨[╇╇»
7.00 ╃/《 «╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨ ]╇′╄╂¨ ╉╇〈┿»
8.00 ╁]〈[╄』╇ ╁ ¨]〈┿′╉╇′¨
10.00 ]╄╈』┿]
10.10 》/《 «12 ]〈〉╊を╄╁»

16.35 》/《 «╊ぃ╀╇〈を ‶¨-[〉]]╉╇», 1 ]╄[╇ぅ
18.30 ]╄╈』┿]
18.55 》/《 «╊ぃ╀╇〈を ‶¨-[〉]]╉╇», 2 ]╄[╇ぅ
20.50 》/《 «╊ぃ╀╇〈を ‶¨-[〉]]╉╇. ╂〉╀╄[′┿〈¨[»
22.55 》/《 «╀〉╋╄[┿′╂»
00.55 》/《 «』〉╃¨╁╇】╄»
02.55 》/《 «¨╀‒ぅ]′╄′╇╄ ╁ ╊ぃ╀╁╇»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 00.05 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 》/《 «╁¨╊【╄╀′╇╉»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╀╄[╄╂╇〈╄ ╅╄′】╇′»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋: «]╉╄╊╄〈 

¨]〈┿‶┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』», 1 ]╄[╇ぅ
00.40 》/《 «╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄, ぅ ╁┿【┿ 〈╄〈ぅ!»
02.45 》/《 «〈[╇ [〉╀╊ぅ»
03.05 》/《 «‶[¨╊╄〈┿ぅ ′┿╃ ╂′╄╆╃¨╋ ╉〉╉〉【╉╇»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 00.35 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.55 》/《 «╋╇]] ╋╇╊╊╇¨′╄[【┿»
13.25 》/《 «╀╄[╄╂╇〈╄ ╋〉╅』╇′»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 «ぅ[╋┿[╉┿ 《┿╊を【╇╁¨╉»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』», 2 ]╄[╇ぅ
01.10 》/《 «╁ ╋¨╄╈ ]╋╄[〈╇ ‶[¨【〉 ╁╇′╇〈を ╉╊┿╁〉 ╉.»
02.40 》/《 «〈╄[╋¨╋╄〈[»
03.00 》/《 «╁〈¨[┿ぅ ‶¨‶｠〈╉┿ ╁╇╉〈¨[┿ ╉[¨》╇′┿»
04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.45 》/《 «┿ ╁｠ ╊ぃ╀╇╊╇ ╉¨╂╃┿-′╇╀〉╃を?»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «┿ ╁｠ ╊ぃ╀╇╊╇ ╉¨╂╃┿-′╇╀〉╃を?»
12.50 》/《 «╄╁╃¨╉╇ぅ»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30, 18.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋: «╅╇╆′を ╇╊╇ 

╉¨【╄╊╄╉»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.05 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』», 3 ╇ 4 ]╄[╇╇
02.00 》/《 «]╉〉╊を‶〈¨[ ]╋╄[〈╇»
03.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃/《 «′╄《╄[〈╇〈╇ ╇ ‶¨╂╇╀【┿ぅ ╃╇′┿]〈╇ぅ»
7.00 ╃/] «‶¨╂[〉╅╄′╇╄ ╁ ╃╇╉〉ぃ ‶[╇[¨╃〉»
8.00 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』»
10.00 ]╄╈』┿]
10.10 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』»
14.30, 16.30 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 ]╄╈』┿]
18.55 〈/] «[┿╆╁╄╃』╇╉╇. ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀¨╈»
23.15 》/《 «╁¨╊╊┿′╃╄[»
01.05 》/《 «╉┿[┿╁┿╃╅¨»
03.50 ╃/] «100 ╊╄〈 〉╅┿]┿»
04.55 ╃/] «] ‶¨‶[┿╁╉¨╈ ′┿ ′╄╇╆╁╄]〈′¨]〈を. 

]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄[╇┿╊｠»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.10 》/《 «]╉┿╆╉┿ ¨ ‶¨〈╄[ぅ′′¨╋ ╁[╄╋╄′╇»

9.35 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «╊¨╀¨: ╁¨╊╉, ╉¨〈¨[｠╈ ╇╆╋╄′╇╊ 

┿╋╄[╇╉〉»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

13.00 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...

14.00 》/《 «ぃ′¨]〈を ‶╄〈[┿»

16.55 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»

23.30 》/《 «╇′]‶╄╉〈¨[ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»

01.20 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.20 》/《 «]╁╄〈╊¨╄ ╀〉╃〉】╄╄»

04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆┿ ╃╁〉╋ぅ ╆┿╈『┿╋╇»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶┿]‶¨[〈»

11.30 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶-

′｠》 ]〈[┿]〈╄╈ 2. 〉[¨╅┿╈ ぅ╃¨╁╇〈｠》 

ぅ╂¨╃¨╉»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╊¨╂¨╁¨ ╆╋╄ぅ»

18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «[〉╉┿ ]╋╄[〈╇»

21.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.30 ╀¨╄╁╇╉ «[〉╉┿ ]╋╄[〈╇»

03.30 ╃[┿╋┿ «╂[┿』╇»

05.20 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

6.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶┿]‶¨[〈»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «‶[╇╁┿╊ ]〈[┿′′╇╉¨╁»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╊¨╂¨╁¨ ╆╋╄ぅ»
16.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
17.00 ╃[┿╋┿ «‶┿‶┿»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «╀╄]]〈[┿【′┿ぅ ╂╇╄′┿»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠ ╃╊ぅ ╅╄′】╇′»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»
02.40 ╀¨╄╁╇╉ «¨〈[ぅ╃ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀╄]]〈[┿【′┿ぅ ╂╇╄′┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 05.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30, 01.45 》/《 «╋｠ ╇╆ ╃╅┿╆┿»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00, 22.30 〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00, 04.40 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿»
03.45 》/《 «‶┿‶┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «╋┿╂╇]〈[┿╊を»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00, 22.30 〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.40 》/《 «╋┿╂╇]〈[┿╊を»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «′╄‶¨╀╄╃╇╋｠╈»
12.00, 20.00, 22.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.50 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.50 》/《 «′╄‶¨╀╄╃╇╋｠╈»

6.00 》/《 «╂[┿』╇»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.40 》/《 «72 ╂[┿╃〉]┿ ′╇╅╄ ′〉╊ぅ»

11.30 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈ - 2»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╃[┿╋┿ «╀¨╊を【┿ぅ ′╄《〈を»

16.30 ╃[┿╋┿ «╁ ╃╁╇╅╄′╇╇»

18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

19.00 》/《 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ╇]‶｠〈┿′╇╄ 【┿¨╊╇′ぅ»

21.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.35 》/《 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ╇]‶｠〈┿′╇╄ 【┿¨╊╇′ぅ»

03.45 》/《 «╁ ╃╁╇╅╄′╇╇»

05.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.20 》/《 «72 ╂[┿╃〉]┿ ′╇╅╄ ′〉╊ぅ»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.20 》/《 «╆╄╋╊ぅ ]┿′′╇╉¨╁┿»
11.30 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈ - 2»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ′╄《〈を»
16.30 ╀¨╄╁╇╉ «╃╄╆╄[〈╇[»
18.00, 22.00, 05.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
19.00 》/《 «╀╄]]〈[┿【′┿ぅ ╂╇╄′┿ - 2»
21.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 》/《 «╁╇[〈〉¨╆｠»
01.35 》/《 «╀╄]]〈[┿【′┿ぅ ╂╇╄′┿ - 2»
04.15 》/《 «╃╄╆╄[〈╇[»
05.00 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

¨
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┿

5:40 ¨》¨〈┿ ′┿ ╃╇╉¨╂¨ ╉[¨╊╇╉┿
6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
7:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
8:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
8:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
8:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
9:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
10:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
11:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
11:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
12:20 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ ¨》¨〈┿ ╁  ]〈[┿′╄ 

′╄╀╄]′｠》 ╂¨[
13:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
14:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
14:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:25 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
16:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
16:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
17:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
17:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
18:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
19:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
19:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
20:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
20:40 ╀┿[┿╀〉╊を╉┿: ╆┿╀｠〈｠╈ ╃╄╊╇╉┿〈╄]
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
22:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 2. ┿′╃[╄╈ ╋┿╉┿[╄╁╇』
23:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
23:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
23:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
0:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
1:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
2:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
3:20 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 《[┿′『〉╆¨╁ ′┿ ╁¨╊╂╄
4:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
5:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁

5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
6:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
7:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
8:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
9:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
10:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
10:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
11:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
12:10 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
12:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
14:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
14:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
15:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
15:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
16:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
16:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
17:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
17:40 ¨》¨〈┿ ╁ ╁｠]¨╉¨╂¨[をぅ》 ╇[┿′┿
18:40 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
19:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
19:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
20:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
22:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
22:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
23:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
23:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
0:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
1:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
2:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
2:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
3:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
5:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

5:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
6:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
6:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
7:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
7:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
8:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:40 ¨》¨〈┿ ′┿ ╃╇╉¨╂¨ ╉[¨╊╇╉┿
9:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
10:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
11:05 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
11:25 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
11:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
12:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
13:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
14:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
14:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
15:20 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ ¨》¨〈┿ ╁  ]〈[┿′╄ 

′╄╀╄]′｠》 ╂¨[
16:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
17:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
17:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:30 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
19:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
19:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
20:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
21:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
22:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
22:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
23:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
23:40 ╀┿[┿╀〉╊を╉┿: ╆┿╀｠〈｠╈ ╃╄╊╇╉┿〈╄]
0:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
1:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 2. ┿′╃[╄╈ ╋┿╉┿[╄╁╇』
2:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
2:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
2:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
3:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
4:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
5:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄

5:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
6:20 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 《[┿′『〉╆¨╁ ′┿ ╁¨╊╂╄
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:05 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:35 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
12:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
13:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:10 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
15:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
17:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
17:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
18:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
18:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
19:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
19:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
20:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
20:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
21:20 ¨》¨〈┿ ╁ ┿╁]〈[╇╇
22:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇, ぁ‶.7
23:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
23:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
1:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
2:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
3:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
4:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
5:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

6:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
6:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
8:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
8:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
9:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
9:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
10:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
10:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
11:05 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
11:40 ¨》¨〈┿ ′┿ ╃╇╉¨╂¨ ╉[¨╊╇╉┿
12:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
13:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
13:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
14:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
14:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
14:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
15:20 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
16:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
17:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
17:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
18:20 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ ¨》¨〈┿ ╁  ]〈[┿′╄ 

′╄╀╄]′｠》 ╂¨[
19:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
20:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
20:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
21:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
21:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
22:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
22:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
23:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
0:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
1:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
1:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
2:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
2:40 ╀┿[┿╀〉╊を╉┿: ╆┿╀｠〈｠╈ ╃╄╊╇╉┿〈╄]
3:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
4:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 2. ┿′╃[╄╈ ╋┿╉┿[╄╁╇』
5:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
5:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

5:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
6:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
7:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
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5ÍÅÑËÀÁÛÉ ÏÎË! 5 ìàðòà
2011 ãîäà

【┿》〈┱[¨』╉┿

ИРИНА БУЛЫЧЁВА И ДРУГИЕ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
– ]っえつぇし こけっょっき! – しこけおけえくけ 

けすゃっすうかぇ くぇ すっかっそけくくにえ いゃけ-
くけお ╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ, ゃいは-
かぇしぬ いぇ さにつぇゅう いゃっさぬ-きぇてうくに, 
う すぇ, ゅせょは おぇお さっぇおすうゃくにえ しぇ-
きけかひす, しすぇかぇ さぇいきぇすにゃぇすぬ し 
ぉぇさぇぉぇくぇ しすぇかぬくにっ おぇくぇすに, 
つすけぉに しぉさけしうすぬ ゃくうい こせしすけえ 
しおうこ. ¨く かっすっか くぇ ゅかせぉうくせ 401 
きっすさ しけ しおけさけしすぬの 7,7 きっすさぇ 
ゃ しっおせくょせ, ぇ くぇゃしすさっつせ っきせ 
ょゃうゅぇかしは «こけょなひきくにえ しけしせょ», 
せあっ ゅさせあひくにえ つっすにさぬきは すけく-
くぇきう させょに. 

╆ぇ つぇし こっさっょ ゅかぇいぇきう ╇. ╀せかに-
つひゃけえ くっいさうきけ こさけきっかぬおくせかう ぉけ-
かっっ 30 すぇおうた すさせあっくうおけゃ-しおうこけゃ: 
ねおさぇくぇ-すけ こっさっょ くっえ くっす, くぇょけ ぉにかけ 
ゃくせすさっくくうき ゃいゅかはょけき せゃうょっすぬ, おぇお 
ょゃうあっすしは ひきおけしすぬ, たけすぬ こけさけあくはは, 
たけすぬ こけかくぇは, ゃけゃさっきは しぉさけしうすぬ 
しおけさけしすぬ う いぇすけさきけいうすぬ すったくうおせ くぇ 
くせあくけえ けすきっすおっ ゅけさういけくすぇ. 

′け けょくけ ょっかけ – ぉっいょせてくぇは こけさけ-
ょぇ, ょさせゅけっ – かのょう. ′っょぇさけき てぇたすひ-
さに こけかせてせすは-こけかせしっさぬひいくけ ゅけゃけさはす: 
«]っゅけょくは おすけ くぇ きぇてうくっ? ╊のょきうかぇ 
╉さけたぇかっゃぇ? ′せ, し くっえ くっ しすさぇてくけ 
ったぇすぬ». ¨くう すけあっ くっ ゃうょはす きぇてう-
くうしすぇ: ゃ おかっすう ゅけさくけさぇぉけつうた しけ-
こさけゃけあょぇのす しすゃけかけゃにっ, おけすけさにっ う 
こけょぇのす さっいおうっ, いゃけくおうっ しうゅくぇかに きぇ-
てうくうしすぇき. ′け きせあつうくに つせゃしすゃせのす 
«こけつっさお» おぇあょけえ うい すった, おすけ させかうす 
こけょなひきけき う しこせしおけき おかっすう う しおうこぇ.

¨ょくぇおけ おぇおぇは ぉに けこぇしくぇは, けす-
ゃっすしすゃっくくぇは こさけそっししうは くっ ゃにこぇ-
かぇ くぇ ょけかの つっかけゃっおぇ, けく お くっえ ゃしひ 
さぇゃくけ しけ ゃさっきっくっき こさうゃにおぇっす.

– ′っ いくぇの こさけ かひすつうおけゃ う こけ-
あぇさくにた, くけ せ くぇし すさっゃけゅぇ う こっさっ-
あうゃぇくうは くっ こさうすせこかはのすしは ょぇあっ 
し ゅけょぇきう, – くっ しけゅかぇしくぇ ╇さうくぇ 
╁かぇょうきうさけゃくぇ. – 『っかにえ ょっくぬ ゃ 
くぇこさはあっくうう: しかっょうてぬ, つすけぉに 
おぇくぇす くっ おけかにたぇかしは, こさう こっさゃにた 
こさういくぇおぇた しぉさぇしにゃぇってぬ しおけさけしすぬ, 

うくぇつっ しおうこ いぇしすさはくっす ゃ しすゃけかっ. ′っ 
ょぇえ ╀けゅ こけさゃひすしは すさけし, すけゅょぇ しおうこ 
こけかっすうす ゃ すぇき-すぇさぇさぇき… 『っくぇ 
きけっえ けてうぉおう くっゃけいきけあくけ ゃっかうおぇ 
– いょけさけゃぬっ う あういくぬ かのょっえ.

╋ぇてうくうしすけき こけょなひきくけえ せしすぇ-
くけゃおう てぇたすに «ぃあくぇは» ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ させょけせこさぇゃかっくうは くぇてぇ ゅっ-
さけうくは すさせょうすしは ゃしっゅけ ゅけょ. ′け ょけ 
ねすけゅけ ょっしはすぬ かっす けくぇ けすなっいょうかぇ 
しすゃけかけゃけえ. ╁けす こけつっきせ くっょけしすぇすけお 
しすぇあぇ くぇ くけゃけき きっしすっ こさっおさぇし-
くけ おけきこっくしうさせっす けこにす さぇぉけすに くぇ 
しすゃけかっ: ╀せかにつひゃぇ こけきくうす おぇあょにえ 
せつぇしすけお ょけさけゅう う すっこっさぬ かっゅおけ ゃけし-
しすぇくぇゃかうゃぇっす っゅけ ゃ こぇきはすう, させかは 
きぇてうくけえ. ╉しすぇすう, ぇきっさうおぇくしおうえ 
«Wellman» すさうょちぇすにた ゅけょけゃ さけあ-
ょっくうは こさうぉにか くぇ «ぃあくせの» しさぇいせ 
こさう けすおさにすうう てぇたすに う ゃけす せあっ 60 
かっす しかせあうす っえ ゃっさけえ う こさぇゃょけえ.

– 〉きくうちぇ きぇてうくぇ, – ゅけさょうすしは 
«こけょさせゅけえ» ╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ. 
– 〈け, つすけ ゃに ゃうょうすっ くぇ こけゃっさたくけしすう 
– かうてぬ つぇしすぬ ゅさけきぇょうくに: ゃくういせ くぇ-

たけょはすしは っとひ う ておぇそに せこさぇゃかっくうは.
╉ぇいぇかけしぬ ぉに, すぇおけえ きぇたうくけえ 

ょけかあくに おけきぇくょけゃぇすぬ くっ たさせこおうっ 
あっくとうくに, ぇ しけぉさぇくくにっ, こさうゃにお-
てうっ お させかの う しおけさけしすう きせあつうくに. 

– ]すゃけかけゃにっ, きぇてうくうしすに こけょな-
ひきくにた う くぇしけしくにた せしすぇくけゃけお, きぇさお-
てっえょっさに, ょうしこっすつっさに, くけさきうさけゃ-
とうおう, かぇきこけゃとうおう, おかぇょけゃとうおう, 
さぇぉけつうっ こけ しすうさおっ しこっちけょっあょに, 
くっ ゅけゃけさは せあっ け こけゃぇさぇた, – うしおけく-
くけ あっくしおうっ こさけそっししうう ゃ てぇたすっ, 
– ゃけいさぇあぇっす くぇつぇかぬくうお «ぃあくけえ» 
╃きうすさうえ ′うおけかぇっゃうつ ‶にたけゃ. – ╇い 
200 くぇてうた さぇぉけすくうおけゃ 40 – こさっょ-
しすぇゃうすっかぬくうちに «しかぇぉけゅけ» こけかぇ. 
╁こさけつっき, しかぇぉにきう うた くうおすけ ょぇあっ 
くっ こけょせきぇっす くぇいゃぇすぬ: くっおけすけさにっ 
こけ くっしおけかぬおせ ょっしはすおけゃ かっす けすょぇ-
かう ゅけさっ, お こさうきっさせ, ┿かっおしぇくょさぇ 
╂さうゅけさぬっゃくぇ 〈さけそうきけゃぇ 42 ゅけょぇ 
こけょくうきぇっす う しこせしおぇっす かのょっえ, きぇすっ-
さうぇかに, ゅけさくせの きぇししせ. ′っしきけすさは くぇ 
そういうつっしおうっ くぇゅさせいおう, くぇてう あっく-
とうくに ゃにゅかはょはす ゃしっゅょぇ けすかうつくけ. 

′っ すぇお ょぇゃくけ くぇ てぇたすっ こけぉにゃぇかぇ  
きけくゅけかぬしおぇは ょっかっゅぇちうは. ╉けかかっゅう 
せょうゃうかうしぬ, おぇおうきう くぇさはょくにきう たけ-
ょはす くぇ さぇぉけすせ すっ あっ きぇてうくうしすに 
こけょなひきぇ: くっ ゃ ゅさはいくにた しこっちけゃおぇた, 
ぇ ゃ ぉかせいおぇた う こさう きぇおうはあっ.

』っしすくけ ゅけゃけさは, う きに こけょせきぇかう, 
つすけ ╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ すぇおせの しうき-
こぇすうつくせの こさうつひしおせ しょっかぇかぇ ょかは ゅぇ-
いっすくけえ そけすけしなひきおう, けおぇいぇかけしぬ, けくぇ 
くぇし ょぇあっ う くっ あょぇかぇ, ねすけ ぉせょくうつ-
くにえ っひ ゃうょ. ╁うょ くぇしすけはとっえ ょぇきに. 
╁にさぇぉけすぇゃ ゅけさくにえ しすぇあ, くぇてぇ しけ-
ぉっしっょくうちぇ きけゅかぇ ぉに せあっ つっさっい ゅけょ 
けすこさぇゃうすぬしは くぇ こっくしうの う さぇぉけすぇすぬ  
ゃ すうたけき おうけしおっ, こさけょぇゃぇは きけょくにっ 
あせさくぇかに. ′け けくぇ ゃけゃしっ くっ たけつっす 
こさけとぇすぬしは し てぇたすけえ: くぇ «ぃあくけえ» 
すさせょうかぇしぬ かぇきこけゃとうちっえ っひ きぇきぇ, 
[ぇうしぇ ′うおけかぇっゃくぇ 〈けかしすぇは, しぇきぇ 
╇さうくぇ, ゃにぉさぇゃ こけしかっ ておけかに こさけ-
そっししうの ねおけくけきうしすぇ, ゃしひ あっ けしすぇゃう-
かぇ ]╇′》, つすけぉに こけつせゃしすゃけゃぇすぬ さけ-
きぇくすうおせ ゅけさういけくすぇ. ′っ しけぉうさぇっすしは 
せたけょうすぬ うい ╀[〉 っとひ う こけすけきせ, つすけ 

すせす しすぇぉうかぬくぇは けぉしすぇくけゃおぇ, ょさせあ-
くにえ おけかかっおすうゃ, しっさぬひいくにっ かのょう. 

– ╆くぇっすっ, っしかう つっかけゃっお くっしおけかぬ-
おけ かっす けすょぇか ゅけさっ, すけ けくぇ っゅけ くっ 
けすこせしすうす, – そうかけしけそしおう いぇきっつぇっす 
╃. ‶にたけゃ. – 〉ゃに, しっゅけょくはてくうき 
きけかけょにき ょっゃせておぇき いけかけすけょけぉにつぇ 
くっ うくすっさっしくぇ, せ くうた ょさせゅうっ ゃうょに 
くぇ あういくぬ – ゅかぇきせさ, ゃにゅけょくけっ いぇ-
きせあっしすゃけ, くけ すった, おけゅけ あういくぬ 
こさうゃっかぇ ゃ てぇたすせ, ゃしっゅょぇ ぉせょせす っえ 
ぉかぇゅけょぇさくに う くっ こさっょぇょせす っひ. 

′ぇょけ しかにてぇすぬ, おぇお ╀せかにつひゃぇ 
ゃけしすけさあっくくけ さぇししおぇいにゃぇっす け しゃけっえ 
さぇぉけすっ: «]こっちうぇかぬくけしすぬ さっょおぇは, 
ぇ, ゅかぇゃくけっ, くっ おぇあょけゅけ ゃにせつうてぬ 
っえ,  けょくけきせ つっかけゃっおせ ょぇくけ ゃけょうすぬ 
ぇゃすけきけぉうかぬ, ぇ ょさせゅけきせ – くっす, すぇお う 
いょっしぬ. ′ぇし, きぇてうくうしすけゃ, くぇ てぇたすっ 
ょっゃはすぬ つっかけゃっお, う けぉけ ゃしった きけあくけ 
う くせあくけ ゅけゃけさうすぬ. ┿かっおしぇくょさぇ ╂さう-
ゅけさぬっゃくぇ 〈さけそうきけゃぇ こさっょこけつうすぇ-
っす させょせ ゃけいうすぬ, すぇお けくぇ つせゃしすゃせっす 
しゃけの こさうつぇしすくけしすぬ お っひ ょけぉにつっ. 
‶っかぇゅっは ′うおけかぇっゃくぇ ‶っさってっうくぇ – 
きぇてうくうしす けす ╀けゅぇ, っひ すったくうおぇ しかせ-
てぇっすしは ぉっしこさっおけしかけゃくけ…»    

╂っさけえ こぬっしに ╂けさぬおけゅけ «╄ゅけさ ╀せ-
かにつひゃ う ょさせゅうっ», せきうさぇは, きせつぇっす-
しは すっき, つすけ こさけあうか あういくぬ «くっ くぇ 
すけえ せかうちっ». ′ぇゃっさくけっ, ねすけ しぇきけっ 
ゅかぇゃくけっ, いくぇすぬ くぇいゃぇくうっ しゃけっえ 
ゅかぇゃくけえ せかうちに. ╇さうくぇ ╀せかにつひ-
ゃぇ はゃくけ くっ けてうぉかぇしぬ ぇょさっしけき 
う くっ しけあぇかっっす け しゃけひき さってっくうう 
しゃはいぇすぬ あういくぬ し てぇたすけえ. ╁けしぬきけ-
ゅけ きぇさすぇ っえ ゃにこぇかけ けすょにたぇすぬ. ╁ 
こさぇいょくうお くぇ しすゃけかっ «ぃあくけき», 
すぇお けこさっょっかうか しおけかぬいはとうえ ゅさぇ-
そうお さぇぉけすに, たけいはえおけえ ぉせょっす ╊のょ-
きうかぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ ╉さけたぇかっゃぇ. 
╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ あっ うしこっつひす 
くぇおぇくせくっ しゃけえ そうさきっくくにえ すけさす, 
ぇ し せすさぇ けすこさぇゃうすしは し しっきぬひえ くぇ 
ゅけさせ ╊うしすゃっくくせの, つすけぉに こけおぇ-
すぇすぬしは くぇ おけくぬおぇた う たけさけてっくぬおけ 
いぇさはょうすぬしは くぇ さぇぉけすせ. ¨ぉにつくせの, 
かのぉうきせの, こさっょくぇいくぇつっくくせの ょかは 
うしすうくくにた あっくとうく. 

╂¨′】╇『┿

ДАМА 
ЗА ШТУРВАЛОМ

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 

‶╊╄』¨╋ けくぇ いぇあうきぇっす すっかっそけく, けょくけゃさっきっくくけ, ゅかはょは ゃ いっさおぇかけ, こけょおさぇ-
てうゃぇっす ゅせぉに. ′ぇ こっさっょくっえ こぇくっかう しすけうす ちゃっすけつっお, きうかぇは しけぉぇつおぇ う っとひ し 

ょっしはすけお せおさぇてっくうえ, いぇゅけさぇあうゃぇのとうた けぉいけさ, ぉかぇゅけょぇさは つっきせ っょっす けくぇ こさぇおすう-
つっしおう «くぇ けとせこぬ». 〈ぇおせの おぇさすうくせ さうしせのす ゃ ゃけけぉさぇあっくうう きぇすひさにっ ゃけょうすっかう, 
おけゅょぇ さっつぬ いぇたけょうす けぉ ぇゃすけかっょう. 』っゅけ すけかぬおけ け あっくとうくぇた いぇ させかひき くっ ゅけゃけさはす: 
っいょはす くっ こけ こさぇゃうかぇき, ぇ こけ くぇうすうの, こせすぇのす かっゃけ う こさぇゃけ, ぉけはすしは けすおさにすぬ おぇこけす 
きぇてうくに… 〈け, つすけ ぇゃすけきけぉうかぬくにえ おさっすうくういき くっ ゃにぉうさぇっす しっぉっ けぉかぇょぇすっかは こけ 
こけかけゃけきせ こさういくぇおせ, ょけおぇいにゃぇかう きくけゅけつうしかっくくにっ ねおしこっさうきっくすに う うししかっょけゃぇ-
くうは. ′っ ゃっさうすっ? ‶さうたけょうすっ くぇ ぉかうあぇえてうえ ゅけさけょしおけえ ぇゃすけおさけしし う こけかのぉせえすっしぬ 
くぇ すけ, おぇお たさせこおぇは う あっくしすゃっくくぇは ╊のょきうかぇ ╉さっぉし せこさぇゃかはっす ゅけくけつくけえ «¨おけえ». 

┿╁〈¨こけさすさっす: 
《╇¨: ╊のょきうかぇ ╇けしうそけゃくぇ ╉さっぉし 
]すぇあ ゃけあょっくうは: 16 かっす 
╉けかうつっしすゃけ けすなっいあっくくにた ゅけくけお: 16 
′ぇゅさぇょに: 8 きっょぇかっえ いぇ こさういけゃにっ きっ-

しすぇ, こけかせつっくくにっ ゃ しけしすぇゃっ おけきぇくょに 
«╅╉》-》けかょうくゅ-1»

╋ぇおしうきぇかぬくぇは しおけさけしすぬ っいょに: 200 
おき/つぇし

╊うつくにえ ぇゃすけきけぉうかぬ: Opel Astra

《うくぇくしけゃにえ ょうさっおすけさ ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ» ╊のょきうかぇ ╇けしうそけゃくぇ いぇはょかぇは 
ぇゃすけかのぉうすっかぬくうちぇ, ぇ ゃ こけしかっょくっっ ゃさっきは 
– っとひ う ゅけくとうちぇ. ] 2007 ゅけょぇ けくぇ くっうい-
きっくくけ ゃにしすせこぇっす いぇ おけきぇくょせ しゃけっゅけ こさっょ-
こさうはすうは くぇ ゅけさけょしおけき ぇゃすけおさけししっ. ]すぇすぬ 
こうかけすけき こけきけゅかう おけかかっゅう, おけすけさにっ, いくぇは 
ちっかっせしすさっきかひくくにえ たぇさぇおすっさ ょっゃせておう, 
こけょすけかおくせかう っひ お せつぇしすうの ゃ ねおしすさっきぇかぬ-
くにた いぇっいょぇた. 

′ぇ こっさゃけき あっ さぇかかう けおぇいぇかけしぬ, つすけ 
╊のょきうかぇ ╉さっぉし – けすつぇはくくにえ こうかけす: くぇ 
すさぇししっ し しけこっさくうおぇきう くっ ちっさっきけくうすしは う 
おさせすけ いぇたけょうす くぇ ゃうさぇあう. ╁ くぇゅさぇょせ いぇ 
しゃけひ ぉっししすさぇてうっ けくぇ こけかせつうかぇ こっさゃけっ 
きっしすけ. 

– ╉けゅょぇ しぇあせしぬ ゃ きぇてうくせ – くうおけゅょぇ くっ 
うしこにすにゃぇの しすさぇたぇ, – さぇししおぇいにゃぇっす ╊のょきう-
かぇ. – ‶っょぇかぬ ゃ こけか – う ゃこっさひょ! ′ぇ ゅけくおぇた 
は ゃにこかひしおうゃぇの ゃしっ しゃけう ねきけちうう, せたけょうす 
くぇおけこうゃてうえしは くっゅぇすうゃ. ╇くけゅょぇ ょぇあっ こっさっ-
ゃけさぇつうゃぇかぇしぬ, くけ すさぇゃき くっ ぉにかけ – いぇとうすぇ 
くぇょひあくぇは. 

¨ しけたさぇくくけしすう しぇきけゅけ けぉぇはすっかぬくけゅけ 
う こさうゃかっおぇすっかぬくけゅけ こうかけすぇ いぇぉけすうすしは 
くっ すけかぬおけ さっきっくぬ ぉっいけこぇしくけしすう, くけ う 
ゃしは きせあしおぇは こけかけゃうくぇ おけきぇくょに «╅╉》-
》けかょうくゅ-1». ‶っさっょ しすぇさすけき すけゃぇさう-
とう けぉはいぇすっかぬくけ こさうしすっゅくせす, こさけゃっさはす 
てかっき, ょぇょせす ちっくくにっ しけゃっすに. ′け かうてぬ 
いゃせつうす しすぇさすけゃにえ ゅせょけお きにしかう ゅけくとうちに 
すけかぬおけ け こけぉっょっ, こけねすけきせ けくぇ し ぇいぇさすけき 
ぉさけしぇっすしは ゃ こけゅけくの. ╆ぇ っひ きぇくひゃさぇきう 
けぉはいぇすっかぬくけ くぇぉかのょぇっす てせきくぇは おけきぇくょぇ 
こけょょっさあおう: しけすさせょくうおう こさっょこさうはすうは ゃけ 
ゅかぇゃっ し ょうさっおすけさけき, ╇ゅけさっき ╊ぇこすっゃにき, う 
ょゃぇ しにくぇ ╊のょきうかに – ′うおうすぇ う ╂っけさゅうえ. 
«╆ょけさけゃけ きぇてうくせ こけょさっいぇかぇ! ╋ぇきぇ, すに 
きけかけょっち!» – おさうつぇす ょっすう, ゃしすさっつぇは せおさけ-
すうすっかぬくうちせ «¨おう». 

′け かうたぇつうす ╊のょきうかぇ すけかぬおけ くぇ ぇゃすけ-
おさけししけゃけえ すさぇししっ. ]うょは いぇ させかひき かうつくけゅけ 
ぇゃすけ, くぇゃにおう ゅけくとうちに くぇ ょけさけゅっ こさう-

きっくはっす さっょおけ, いぇ 16 かっす, おけすけさにっ けくぇ 
«せすのあうす» ょけさけゅせ, こけかせつうかぇ すけかぬおけ けょうく 
てすさぇそ – いぇ こさっゃにてっくうっ しおけさけしすう くぇ すさう 
おうかけきっすさぇ. 

– ぅ けつっくぬ しこってうかぇ くぇ ゃしすさっつせ, こけねすけ-
きせ こさっゃにしうかぇ, – こさういくぇひすしは ╊のょきうかぇ. – 
′け ゃ うすけゅっ, こけおぇ しこけさうかぇ し しけすさせょくうおぇきう 
╂╇╀╃╃, けこけいょぇかぇ. 

‶けょさっいぇすぬ おけゅけ-かうぉけ ゃ しこっておっ けつぇ-
さけゃぇすっかぬくけえ ぇゃすけきけぉうかうしすおっ くっ こさう-
たけょうすしは: こけょきうゅくひす そぇさぇきう – う きせあ-
つうくに しさぇいせ せしすせこはす. ‶さぇゃょぇ, くっ ゃしっゅょぇ 
ょあっくすかぬきっくに ゃ くせあくにえ きけきっくす こさうたけ-
ょはす くぇ ゃにさせつおせ. 

– ¨ょくぇあょに せ きっくは しこせしすうかけ おけかっ-
しけ こさはきけ くぇ ょけさけゅっ. ╀にか しすさぇてくにえ 
かうゃっくぬ, ぇ は ゃ おけさけすおけえ のぉおっ う くぇ おぇ-
ぉかせおぇた しぇきぇ しすぇゃうかぇ «いぇこぇしおせ». ‶けおぇ 
きっくはかぇ おけかっしけ, くう けょうく きせあつうくぇ くっ 
けしすぇくけゃうかしは. 

╁けす けくぇ – しけゃさっきっくくぇは ぇゃすけかっょう, う 
ゃっょぬ しけゃしっき くっ こけたけあぇ くぇ ゅっさけうくぬ きくけ-

ゅけつうしかっくくにた ぇくっおょけすけゃ!  ╃かは ╊のょきうかに 
╉さっぉし きぇてうくぇ – くっ こさけしすけ すさぇくしこけさす うかう 
おさぇしうゃぇは うゅさせておぇ. ぁすけ しすうかぬ あういくう: ぉに-
しすさけえ, しすさっきうすっかぬくけえ う ねくっさゅうつくけえ – すぇ-
おけえ, おけすけさけえ あうゃひす きけかけょぇは あっくとうくぇ. ╇, 
くっしきけすさは くぇ けゅさけきくせの かのぉけゃぬ お ぇゃすけきけ-
ぉうかはき,  おけきこかっおすせ くけゃっくぬおけえ さっいうくに くぇ 
8 ╋ぇさすぇ けくぇ こさっょこけつすひす ちゃっすに けす かのぉう-
きけゅけ つっかけゃっおぇ. ╁っょぬ ょぇあっ いぇ てすせさゃぇかけき 
ゅけくけつくけゅけ ぇゃすけ ╊のょきうかぇ けしすぇひすしは, ゃ こっさ-
ゃせの けつっさっょぬ, あっくとうくけえ.
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ

〉しかせゅう

╂させいけこっさっゃけいおう

[ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

‶さけょせおすに こうすぇくうは

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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. 
8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶けさけしはすぇ. 8-904-16-43-681.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, きはしけ しゃうくうくに. 
8-912-21-33-613, 4-91-87.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ (2 きっし.). 8-906-80-
43-168.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• «Nissan sunny», 2000 ゅ.ゃ. 
8-922-61-65-223.

[╄╉╊┿╋┿

• "¨╉┿", 2001 ゅ.ゃ. 8-904-98-24-832.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

╁ぇおぇくしうう

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. "╁", "]", "D", 
"E", しすぇあ 30 かっす, ぉっい ゃ/こ.  8-909-
01-39-501.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ. 8-904-98-75-030.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ. ′╀‶. 8-922-10-14-089.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. (すっかっそけく). ]けぉしすゃ. 
8-912-26-48-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし. 8-912-24-59-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃ くけゃけき ょけきっ. 
[せししおうっ. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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. 1750 す.さ. 〈けさゅ. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ぉかぇゅけせしすさ., ょっさっゃ. 
ょけき, 2/2, S – 56 き2, こ. ╊けしうくにえ. 
8-950-19-95-933.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ ゃ ]けしくけゃけき ぉけさせ. 
′っょけさけゅけ. 8-908-91-74-105.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, さ-く ╂けさくはおけゃ. 8-922-
29-34-889, 4-77-17.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇこ. ゅぇさぇあ, こっさ. ╉うさけゃしおうえ. 
]ゃっす, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 100 す.さ. 
8-908-92-90-379.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに, ねかっお-
すさうおぇ, しぇくすったくうおぇ, おぇそっかぬ.
8-902-87-74-780 (╃きうすさうえ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき う せしすぇくけゃうき きっす. 
ょゃっさう, しっえそ-ょゃっさう, さってっすおう, 
ゃけさけすぇ, いぇぉけさに. 8-904-38-38-

387, 8-950-54-04-651.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおかのいうゃくにっ おけゃぇくにっ 
ういょっかうは: ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ, 
ちゃっすに. ╊っしすくうちに, こっさうかぇ, 
いぇぉけさに, ゃけさけすぇ. 8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさけつくにえ さっきけくす こ/こさうちっこけゃ, 
しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに. 8-953-04-00-409.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき ぉぇくくにっ ょゃっさう. 
8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく, 
たけかけょうかぬくうおけゃ. 8-922-20-94-238.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
′っょけさけゅけ. 8-904-98-21-741.

[╄╉╊┿╋┿

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, 4-24-24, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬちぇ, おさにておう おけかけょ-
ちっゃ, ょくうとっ, かのお. ╃けしすぇゃおぇ. 
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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
• ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-
11, ′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

• 【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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊けき ょさぇゅけちっくくにた きっすぇかかけゃ. 
╃けさけゅけ. 8-965-50-47-266.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお (しょっかぬくけ). 213-68-67.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ きぇゅぇいうく しぇくすったうい-
ょっかうえ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 8-922-20-
70-700 (╋ぇおしうき).

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶つっかけゃけょつっしおぇは おけきこぇくうは 
こさうゅかぇてぇっす お しけすさせょくうつっ-
しすゃせ. 8-963-03-33-512.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╅っくとうくに ゃ けたさぇくせ し ょうこかけ-
きけき う おゃぇかうそうおぇちうっえ. 266-29-97, 
266-29-48.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っおぇさぬ, しすけかけゃぇは ′]〈ぁ『 (こっく-
しうけくっさ). 8-912-24-58-676.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあくうおう こけょなっきくけ-
しっおちうけくくにた ゃけさけす, ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおうえ. (343) 372-21-16, 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «]», い/こ 20 す.さ. 
8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 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 «╀っかぇさせしぬ».  
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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

ちっくすさ «]すうくけか»

┐┅┌┎┍┒ 

┕┎┋┎┄┈┋├┍┈┊┎│ ┈
┑┒┈┐─┋├┍┛┕ ┌─┘┈┍ 

│┑┅┕ ┌─┐┎┊

8 (343) 290-90-93 

[╄
╉╊

┿╋
┿

• ╂けさくうつくぇは, 2/2. 8-904-38-62-
905.

[╄╉╊┿╋┿

• 》けい. さぇぉけすくうお, 5/2. 8-904-38-
62-905.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇさきっく-けそうちうぇくす, 2/2. 8-904-
38-62-905.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは おかぇょけゃとうお (きせあつう-
くぇ). 8-953-04-26-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-
475.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-
15-12-760 (ぉせょくう), し 8-30 ょけ 16-30.

[╄╉╊┿╋┿

• 【うくけきけくすぇあくうおう, け/さ. 
8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇゅぇいうくせ "‶ぇくょぇ" すさっぉせっすしは 
こさけょぇゃっち. 8-908-91-70-073.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせっすしは しかっしぇさぬ こけ 
すった. けぉしかせあうゃぇくうの 〈-170, い/こ 25 
す.さ. 8-912-23-55-597.

[╄╉╊┿╋┿

ПHA>J:<EY?L 
<K?O @?GSBG K 8 F:JL:!
ヂ┐┈┌┈┒┅ ┍─┘┈ ┏┎┇┄┐─│┋┅┍├┟

ケ ┌┅┆┄┓┍─┐┎┄┍┛┉ ┆┅┍┑┊┈┉ ┄┅┍├!

ヂ┓┑┒├ ━┓┄┅┒ │─┘┅ ┍─┑┒┐┎┅┍┈┅

ケ┑┅┃┄─ ┖│┅┒┓┙┈┌, ┊─┊ ┑┈┐┅┍├,

ヂ┓┑┒├ ━┓┄┅┒ ┆┈┇┍├ ┏┐┅┊┐─┑┍─ │─┘─,

ゴ ┄┅┒┈ ┑┗─┑┒┋┈│┛ │┑┅┃┄─,

ケヮプ ガダゼ ┏┓┑┒├ ━┓┄┅┒ ┏┎┋┍┎┉ ┗─┘┅┉!

バ┄─┗┈, ┑┗─┑┒├┟ ┈ ┄┎━┐─!

[╄
╉╊

┿╋
┿



- でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ½ñï　îí
- がÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲ Üö 15 ÑÜ 20 ö.ë.
- ぢÜ~öíäÖí　 Üä¿íöí, ëíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í
- でçÜ　 ä¿ÜàíÑ¡í ÜôñßÖÜú ñ£Ñ▲
- だßÜôñÖóñ çÜ¢ÑñÖó0 ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑんで çëñ½　
- ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜßÜôíñ½Ü½Ü
- ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　 äÜÑÇÜöÜç¡í

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ
8-902-26-24-513

づぎとずんぜん

‶さけゃけょうき くぇぉけさ くぇ おせさしに こけょゅけすけゃおう 
ゃけょうすっかっえ 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)

!

[╄
╉╊

┿╋
┿

11 F:JL: <H Д<HJP? FHEH>?@B B 
12 F:JL: < ДК "СH<J?F?GGBD" (НБП)

K 10-00 >H 18-00 Q:KH<
しけしすけうすしは ゃにしすぇゃおぇ-こさけょぇあぇ あっくしおうた こぇかぬすけ 

そぇぉさうおう "]っいけく" ゅ. ‶っさきぬ 
[ぇししさけつおぇ けす 3 ょけ 6 きっしはちっゃ

‶っさゃけくぇつぇかぬくにえ ゃいくけし けす 1000 させぉかっえ 
‶さう しっぉっ うきっすぬ こぇしこけさす, ╇′′

[╄
╉╊

┿╋
┿

7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
5 ìàðòà

2011 ãîäà

ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒

• ┏┅┊─┐┅┉
• ┊┎┍┄┈┒┅┐┎│

┎┏┄┃┍┐┑〞━┊┞┄┑┐┞ 
┍─┘┄┅┇┑┇┄

8-904-54-00-035

[╄
╉╊

┿╋
┿

╆ぇおせしけつくぇは 

"‒しあえすあせひ"
こ. 【うかけゃおぇ

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
たそうあちあ-さあつつけちあ
8-908-90-07-725

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÊÐÓÏÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

すったくうつっしおうえ ょうさっおすけさ 
すさっぉけゃぇくうは: けこにす さぇぉけすに ゃ しそっさっ せこさぇゃかっくうは 

おけききっさつっしおけえ くっょゃうあうきけしすぬの う すったくうつっしおけえ 
ねおしこかせぇすぇちうう いょぇくうえ う しけけさせあっくうえ くっ きっくっっ 5 かっす, 
ゃけいさぇしす 30-50 かっす, くぇかうつうっ かっゅおけゃけゅけ ぇゃすけきけぉうかは

いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ こけ ょけゅけゃけさっくくけしすう

8-953-05-03-835
[╄╉╊┿╋┿

"『とつつさけこ にしかい" てちかいとまてつみ:
 ½ñÖñÑ¢ñë äÜ ëíßÜöñ ï ¡¿óñÖöí½ó 
 ëíßÜöÖó¡ó ç ¡ÜÖÑóöñëï¡óú îñê 
 ÜßÜëàóî▲
 ¡¿íÑÜçàó¡

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

′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 くぇ 
こさけすはあっくうう こはすう かっす さぇぉけすぇっす こさっょこさうはすうっ «‶っさしこっおすうゃぇ», 
けしくけゃくにき ゃうょけき ょっはすっかぬくけしすう おけすけさけえ はゃかはっすしは こさけういゃけょしすゃけ 
きけかけつくけえ こさけょせおちうう ゃにしけおけゅけ おぇつっしすゃぇ. ╁しっき ういゃっしすくぇ 
すけさゅけゃぇは きぇさおぇ «╀╋╆» ╀せさひくおぇ. [はょけき し けしくけゃくにき いっきっかぬくにき 
せつぇしすおけき ̈ ¨¨ «‶っさしこっおすうゃぇ» こかぇくうさせっす さぇいきっしすうすぬ こかけとぇょおせ 
ょかは  けさゅぇくういぇちうう ぇゃすけこぇさおけゃおう しけすさせょくうおけゃ こさっょこさうはすうは, ぇ 
すぇおあっ ょかは けあうょぇくうは こけゅさせいおう - さぇいゅさせいおう きぇかけすけくくぇあくにきう 
ゅさせいけゃにきう ぇゃすけきけぉうかはきう.
〈っか. ょかは しこさぇゃけお: ゅかぇゃくにえ しこっちうぇかうしす こけ ねおけかけゅうう 

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 すっか. 4-35-55 
(¨おしぇくぇ ╀けさうしけゃくぇ ╉うくっゃぇ). [╄╉╊┿╋┿

╁′╇╋┿′╇╄!
╀¨╊を【┿ぅ ‶[¨]を╀┿ 

‶¨╆╁¨′╇〈を 
]╁╇╃╄〈╄╊╄╈ ╃〈‶, 

‶[¨╇╆¨【╄╃【╄╂¨ 14 
╃╄╉┿╀[ぅ 2010 ╂¨╃┿ ╁ 
1905 ′┿ 3 ╉╋ ╃¨[¨╂╇ 
′┿ ′- ]╁╄[╃╊. 〈ぁ『 

╁¨╆╊╄ ]┿╃¨╁ ╋╄╅╃〉 
"》╄′╃┿╈- ┿╉╉『╄′〈", 
╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[¨╋ ╇ 

‶╄【╄》¨╃¨╋.

╁╄[′｠╈ ′¨╋╄[ 
8-912-66-86-799
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┴╉]〉〈』 
‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆

┥ぇ『』》〉. ┱╉╈〉》〉╇〉
8-912-29-38-010
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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

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

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

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

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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╀っさっいけゃしおうえ いぇゃけょ きぇてうくけしすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ 

«Áåðìàø» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-5 さぇいさはょぇ
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-6 さぇいさはょぇ くぇ おけけさょうくぇすくけ-さぇしすけつ-
くけえ しすぇくけお 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ-おぇさせしっかぬとうおけゃ 4-5 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ 3-5 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 17 000 させぉ.
◊ しかっしぇさっえ-しぉけさとうおけゃ 4-6 さぇいさはょぇ 
けす 15 000 させぉ.
◊ しかっしぇさは-さっきけくすくうおぇ こけ さっきけくすせ すったくけかけゅうつっしおけゅけ 
けぉけさせょけゃぇくうは 4-6 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ し ゅさせここけえ ょけこせしおぇ ょけ 1000 V 
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう

╀っい ゃさっょくにた こさうゃにつっお
‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす. 

╁けいきけあくぇ ょけしすぇゃおぇ ぇゃすけすさぇくしこけさすけき こさっょこさうはすうは.
こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 1ぇ 

(すっささうすけさうは ¨┿¨ «╋けくっすくにえ すさぇおすけさけさっきけくすくにえ いぇゃけょ»)

8 (34369) 3-49-36, 
3-41-66, 8-919-36-69-546

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

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9 けそうし 109, oazisber@yandex.ru 
すっか. 8 (34369) 4-56-29, ¨╂[′ 1026600667840 

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 し おぇょぇしすさけゃにき わ66:35:0215005:202 

さぇしこけかけあっくくけゅけ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, おけか. しぇょ わ 23 "ぃぉうかっえくにえ" けすょ. わ3, せつ-お わ34
ゃにこけかくはのすしは おぇょぇしすさけゃにっ さぇぉけすに こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっき. せつ-おぇ.

╆ぇおぇいつおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╉けくけくけゃぇ ╋ぇさうは ╇ゃぇくけゃくぇ, こさけあうゃぇのとぇは 
こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 3/59 すっか. 8-904-16-18-499.

]けぉさぇくうっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにた かうち こけ こけゃけょせ 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 ゅさぇくうちに 
しけしすけうすしは  こけ ぇょさっしせ: せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし, 109 

05 ぇこさっかは 2011 ゅ. ゃ 11 つ. 30 き.
] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっき. せつ-おぇ きけあくけ けいくぇおけきうすしは こけ ぇょさっしせ: 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし, 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 05 きぇさすぇ 
2011 こけ 05 ぇこさっかは 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. ]きっあくにっ いっきっかぬくにっ せつぇしすおう, し こさぇゃけけぉかぇょぇすっかはきう おけすけさにた すさっぉせっすしは 
しけゅかぇしけゃぇすぬ きっしすけこけかけあっくうっ 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23 "ぃぉうかっえくにえ" 
けすょ. わ3, せつ-お わ32 おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0215005:200, せつ-お わ33 おぇょぇしすさけゃにえ 
わ66:35:0215005:201, せつ-お わ35 おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0215005:203, こさっょしっょぇすっかぬ 
おけかかっおすうゃくけゅけ しぇょぇ.

‶さう 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 こさう しっぉっ くっけぉたけょうきけ うきっすぬ 
ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはのとうえ かうつくけしすぬ, ぇ すぇおあっ ょけおせきっくすに け こさぇゃぇた くぇ いっき. せつぇしすけお.
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Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå èç?åëèÿ

せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
(き-く "╉うさけゃしおうえ")

8-919-36-40-690
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┴╉]〉〈』 
‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆

8-953-82-17-480
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だöÑñ¿áÖí　 ëÜöí äíöëÜ¿áÖÜ-äÜïöÜçÜú ï¿Ü¢ß▲ 
½ó¿óîóó äëó だゑが äÜ ゐñë、£Üçï¡Ü½Ü ÇÜëÜÑï¡Ü½Ü 

Ü¡ëÜÇÜ äëóÇ¿íüíñö Öí ï¿Ü¢ßÜ Öí ÑÜ¿¢ÖÜïöó
〈¨]¨を¨《〉╊『《╇ 

〈¨]¨を¨《〉╊『《╇-╇《╉¨【╊]╊‶
きせあつうく ゃ ゃけいさぇしすっ けす 20 ょけ 35 かっす, 

ゅけょくにた こけ しけしすけはくうの いょけさけゃぬは, けすしかせあうゃてうた ゃ さはょぇた 
ゃけけさせあひくくにた しうか, し けぉさぇいけゃぇくうっき くっ くうあっ しさっょくっゅけ

〈¨]¨を¨《〉╊『《╇ 
〈¨]¨を¨《〉╊『《╇-[¨〉《]《╈《╇

あっくとうく ゃ ゃけいさぇしすっ けす 20 ょけ 35 かっす

¨ぉさぇとぇすぬしは こけ ぇょさっしせ:
 え. ╆かちむくそうつさけこ, とし. ¨つあさそうあ, お. 5  さあい. 55 

てかしかなそせ 8-908-63-51-043. [╄
╉╊

┿╋
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9 きぇさすぇ ゃ ╃╉ "]けゃさっきっくくくうお" 

(′╀‶, せか. ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかっゃぇ, 1╀)

┳ 〉 [ 〈 ╄ ょ  [ ′ ‶ ╆ ′ ╈ ╄ ｠ ′ ょ 
] 【 ╊ 『 ‶ 〉 ¨  ′  ╊ ╉ 〈 『 ‶ 〉 ¨  〉 ╅ 【 ╆ ′ 

しけ しおかぇょぇ ゅ. ╋けしおゃに
′┿〈〉[┿╊を′┿ぅ ╉¨╅┿ 

╊ぃ╀┿ぅ ‶┿[┿ 1000 [〉╀ 
し 1000 ょけ 1700 つぇしけゃ

[╄
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╀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).

[╄╉╊┿╋┿

ダ┏┍│┏〞┋┋〞 ┉┍┏┏┄┉┕┇┇ ━┄┐〞, 
┍┆┃┍┏┍━┊┄┌┇┞ ┇ ┍┋┍┊┍┅┄┌┇┞

ダ┏┍│┏〞┋┋〞 ┏〞┐┖┇┑〞┌〞 ┌〞 2 ┃┌┞:
┎┞┑┌┇┕〞 – ━┄┖┄┏, ━┍┐┉┏┄┐┄┌┛┄ – ┃┄┌┛
┑┄┊┄┓┍┌ ┃┊┞ ┆〞┎┇┐┇: 8-922-15-63-631
www.ves-ok.tiu.ru свидетельство о регистрации 308667408600103

ケ┅┄┓┙┈┉ ┒┐┅┍┅┐ – │┐─┗, ┊─┍┄┈┄─┒ ┌┅┄┈┖┈┍┑┊┈┕ 
┍─┓┊, ┑┅┐┒┈└┈┖┈┐┎│─┍┍┛┉ ┒┐┅┍┅┐ «バ┍┈│┅┐┑┈┒┅┒─ 
ギ┄┈┍┑┒│─», ─┑┒┐┎┏┑┈┕┎┋┎┃

カ┚ ┐┋┍┅┄┑┄ ┆〞 ┋┄┐┞┕ ┎┍┐┑┏┍┈┌┄┑┛ 
┌〞 10-15 ┇ ─┍┊┄┄ ┉┇┊┍│┏〞┋┋ ┐ 

┐┍└┏〞┌┄┌┇┄┋ ┏┄┆┒┊┛┑〞┑┍━!

[╄
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┿



〉』[╄╃╇〈╄╊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”.

╂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 66035. 〈うさぇあ 2970 ̈ ぉなっき 3 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. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 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.
╂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

¨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.

5 ìàðòà
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

]すせょうは しすうかは 
TREND

━┇┆〞┅┇┐┑-┎〞┏┇┉┋〞└┄┏
(┏┐┈┗┅┑┊┈ - ┎┒ 500 ┐┓━., 

┌─┊┈┟┆ - ┎┒ 500 ┐┓━.
┑│─┄┅━┍┛┅, fashion, 
┄┍┅│┍┛┅, │┅┗┅┐┍┈┅)

┐┑┇┊┇┐┑-┇┋┇┃┅┋┄┈┉┄┏
(┊┎┍┑┓┋├┒─┖┈┟, ┐─━┎┒─ 

┑ ┎━┐─┇┎┌, ┑┒┈┋┅┌, 
┊┎┐┏┎┐─┒┈│┍┛┉ ┈┌┈┄┆)

┃┇┆〞┈┌┄┏-┐┑┇┊┇┐┑
(┐─┇┐─━┎┒┊─ ┊┎┍┖┅┏┖┈┈, 

┑┎┑┒─│┋┅┍┈┅ ┊┎┌┏┋┅┊┒┎│, 
┏┎┄━┎┐ ─┊┑┅┑┑┓─┐┎│, 

┌┎┄┅┋┅┉)
┗┍┎┄┏

(┐┍┎┏┍━┍┅┃┄┌┇┄, 
┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞)

╀にすぬ しすうかぬくにき – 
ねすけ TREND!

8-912-299-29-20

[╄
╉╊

┿╋
┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿. だïÖÜçóÖï¡í　, 8, 
Üâóï 42, 43
öñ¿. (343) 216-25-62
âí¡ï. (343) 216-25-63
www.krovteh.ru
krovteh@intermail.ru

ぜñöí¿¿Üôñëñäóîí. ゎóß¡í　 ôñëñäóîí. ぢëÜâ¿óïö で 8, ぜぢ 20, で 44. でíúÑóÖÇ. どñä¿Üó£Ü¿　îó　. 
ゑÜÑÜïöÜôÖ▲ñ ïóïöñ½▲. とÜ¿äí¡ó, £ÜÖö▲. ぢíëíäñö▲, Üö¿óç▲, Üö¡Üï▲. だÇëí¢ÑñÖóñ ¡ëÜçñ¿áÖÜñ.

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ!
╉けかこぇおう くぇ いぇぉけさ. 7 ゃうょけゃ. 
『っくぇ: けす 600 さ./てす.

]くっゅけいぇょっさあぇすっかぬ すさせぉつぇすにえ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは. 『っくぇ: けす 1200 さ./てす. 

¨ゅさぇあょっくうっ おさけゃっかぬくけっ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは! 『っくぇ: けす 1800 さ./てす.

[╄╉╊┿╋┿

ÑåìBÿ Æ>àíîâûõ

だäöó½ó£½Ü½ ó ¢ó£ÖñÖÖ▲½ öÜÖÜïÜ½,
ぶñ¿ÜçñôÖÜïöá0 ゑ▲ Üö¿óôíñöñïá!
で¿ÜçÖÜ ïÜ¿Öîñ, Ü¿▲ß¡Üú, äÜïöÜä¡í½ó
がÜßëÜöÜ ó öñä¿Ü ó£¿Üôíñöñ!

ゐ¿íÇÜÑíëó½ ゑíï £í äÜ½Üàá, 
ÑëÜ¢ñ¿0ßóñ ó êÜëÜüóñ ÜöÖÜüñÖó　!

Ïîç>ðàâëÿåì ñ Äíåì ðîæ>åíèÿ è 8 Ìàðòà 

ÊîAêàðîâó 
Àíæåëèêó Âëà>èìèðîâíó!

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 

Каткову Людмилу Ивановну 
с Юбилеем!

Ìèëûé, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê!
Ñàìûé áëèçêèé, ñàìûé äðàãîöåííûé,
Îò ñåìüè ñâîåé ïðèìè ïðèâåò
Â ýòîò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïóñòü â ìåðó ðàäîñòü, â ìåðó - ãðóñòü,
Íî òîëüêî ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü
Âñåãäà áåñêðàéíèì è áåçìåðíûì!

Муж, дети, внуки

ヂ┎┇┄┐─│┋┟┅┌ ┍─┘┓ ┄┎┐┎┃┓┞ 
ヮ┍┆┅┋┈┊┓ 

┑ ┄┍┅┌ ┐┎┆┄┅┍┈┟!
カ┓┄├ ┑─┌┎┉ │┅┑┅┋┎┉ ┈ ┑─┌┎┉ ┑┗─┑┒┋┈│┎┉, 

ビ┎┐┎┘┅┉, ┈ ┍┅┆┍┎┉, ┈ ┑ ┑─┌┎┉ ┊┐─┑┈│┎┉!

カ┓┄├ ┑─┌┎┉ │┍┈┌─┒┅┋├┍┎┉, ┑─┌┎┉ ┋┞━┈┌┎┉,

ヂ┐┎┑┒┎┉, ┎━─┟┒┅┋├┍┎┉, ┍┅┏┎│┒┎┐┈┌┎┉!

ゴ ┄┎━┐┎┉, ┈ ┑┒┐┎┃┎┉, ┈ ┑┋─━┎┉, ┈ ┑┈┋├┍┎┉,

ヂ┓┑┒├ ━┅┄┛ ┓┕┎┄┟┒ ┑ ┄┎┐┎┃┈ │ ━┅┑┑┈┋├┅,

ヂ┓┑┒├ ┑━┓┄┅┒┑┟ │┑┅, ┗┒┎ ┒┛ ┕┎┗┅┘├ ┑─┌─,

ズ┞━│┈ ┒┅━┅, │┅┐┛, ┍─┄┅┆┄┛, ┄┎━┐─!

ド│┎┈ ┄┐┓┇├┟

Æåëàåì, ÷òîáû ëåãêîå 
è ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå 
ýòîãî äíÿ íàâñåãäà îñòàëîñü 
â Âàøåé äóøå! 
Æåëàåì äîáðà, 
óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ! 
Íàäååìñÿ íà ñêîðóþ âñòðå÷ó! 
Íå çàáûâàéòå íàñ!

ПHA>J:<EY?F 

ÊîBêàðîâó 
Àíæåëèêó Âëà?èìèðîâíó 

K ДG?F РH@>?GBY!

で Üçí¢ñÖóñ½, ゑíüó ¡Ü¿¿ñÇó! ゎ. ぜÜï¡çí, Ç. 
でíÖ¡ö-ぢñöñëßÜëÇ, Ç. ぞÜçÜïóßóëï¡



]╃┿╋
• 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-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-902-87-44-311.

]′╇╋〉
• 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 
• 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. 【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, 8, "ぉさっあ.", 44/30/6, 
5/5, こぇくっかぬ, つ/こ, しけしす. たけさ., きっぉっかぬ. 『. 
1820 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 4/6, 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. 『. 
1800 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• 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.

]′╇╋〉
• 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
• ¨ゃけとくけっ けすょっかっくうっ, 2/3, おうさこうつ, 
34,4/16/8,7, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく くっ 
いぇしすっおかっく. 『. 1400 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 6, 3/5, おうさこうつ, 
30,2/17/7, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく, たけ-
さけてうえ さっきけくす, きっぉっかぬ. 『. 1550 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 11, 7/9, こぇ-
くっかぬ, 35,5/15,4/9,5, し/せ しけゃきっと., こ/
かけょあうは. 『. 1800 す.さ.
• 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, 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. 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.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 
2, 1/3, こぇくっかぬ, 61,2/45,3/6, し/せ さぇい-
ょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1650 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. ]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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〈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.

Р Ы Н О К
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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. "]っさっぉさはくぇは さっつおぇ" 
けす 420 す.さ.

8-912-24-59-989

• 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.
• 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.
╉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 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
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 93 き2, ゃ 
くけゃけき ょけきっ. 『. 2900 す.さ.
• 53 き2. 『. 1920 す.さ.
• 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. ╇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.
╃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.
• 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.
〉つぇしすおう
• こけし. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ わ 26, 
いっき. せつ-お 3 しけすおう, かっすくうえ ょけき, ぉぇくは, 
ゃけょぇ. 『. 600 す.さ.
• 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
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 
しぇょけゃにえ せつぇしすけお, 7 しけす. 『. 300 す.さ.
• 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.
• 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.
╂ぇさぇあう
• おぇこうすぇかぬくにえ ゅぇさぇあ, さ-く ]けしくけゃにえ 
ぉけさ. 『. 380 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.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに. 
• いっきっかぬくにっ せつぇしすおう.  
‶[¨╃┿╋
╉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. 『. 1550 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. 『. 1250 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, 15/2, 43/27/8, ゃ けすか. 
しけしす. 『. 1950 す.さ.
• 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. ┿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/-. 『. 1750 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.
• 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.

╁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.

╉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
• こけし. ]ぇょけゃにえ ╉さぇしくけゅゃぇさょっえしおうえ, 
8 しけすけお いっきかう. 
• こけし. ‶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
• こけし. ]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.
• こけし. ]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.
• こけし. ]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.
• こけし. ]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
• こけし. ]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.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 12 き2, 
ょっさっゃ., ぉっい おけききせくうおぇちうう. 『. 350 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, 10┿, 3/5, 32/18/6,5. 
『. 1530 す.さ.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 5/5, 34/15/8. 
『. 1630 す.さ.
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. ┿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.

• 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
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╋. ╂けさぬおけ-
ゅけ, 34 き2, くけゃぇは ぉぇくは, せつ-お 10 しけす., 
しおゃぇあうくぇ. 『. 2500 す.さ. [ぇししきけすさの 
けぉきっく.
• 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 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
• こけし. 【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.
• こけし. ╉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.
• こけし. ╋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.
• こけし. ╋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.
• こけし. ╊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.
• こけし. ╋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, こけし. ╉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, こけし. ╋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.

¨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.

〉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.
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┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1 
すっか. 4-11-45, 3-48-95
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]け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.

• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
ょけき し きっくぬて. こかけとぇょぬの. 
『. 2550 す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 2-ねすぇあ., 
1 ねす. おうさこうつ 20 き2 + ゃっさぇくょぇ, 2 ねす. ょっ-
さっゃ. 20 き2, こっつく. けすけこか., 12 しけす., ぉぇくは, 
ゃしっ こけしすさけえおう くけゃにっ. 
『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╉けすすっょあう
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 93/62/9, おうさこうつ, 
4 おけきくぇすに う おせたくは, すっこかにえ こけょ-
ゃぇか こけょ ゃしっき ょけきけき し けすょ. ゃたけょけき, 
ぉけかぬてけえ ゅぇさぇあ, こさけしすけさくにえ ょゃけさ し 
ょゃせきは ゃけさけすぇきう, せつ-お 11 しけす., そせく-
ょぇきっくす こけょ ぉぇくの. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• 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.
• こけし. ╉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.
• こけし. 【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.
• こけし. ‶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.
• こけし. ╊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.



╃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. ╁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. 《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.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ-さっ, せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 30, 5/5. 『. 700 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, 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.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9, おけさこせし 1, 
4/5, おけきくぇすに ういけかうさ. 『. 1690 す.さ.
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, せか. ╋せさいうくしおぇは, 
28┿, 4/5, おうさこ., しけしす. けすか. 『. 1850 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. ╋ぇかにてっゃぇ, 
125, 3/5, おうさこ., 2-っ しきっあ., 1-ぇ ういけ-
かうさ., 55/41/6. 『. 3050 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 18, せ/こ, 5/5, おうさこ., 
おけきくぇすに ういけかうさ., 60 き2., かけょあうは 6 き. 
『. 2600 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.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう 
せつぇしすけお.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 
18 き2, 2/5, ぉぇかおけく. 『. 850 す.さ.
• ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6┿, 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.

]╃┿ぃ
• 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╃, 3 ねす., 35 き2, すっかっそけく, うく-

すっさくっす. 『. 350 さ./き2. 〈っか. 8-922-17-

99-230.

╋╄′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.

‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに

• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 5/5, おうさ-

こうつ, 13 き2, けおくぇ こかぇしすうお. 『. 630 す.さ. 

〈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.

• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 1/5, おうさ-

こうつ, 46/28/5, しけしす. くけさき. 『. 1550 

す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 

• せか. ╂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.

• せか. ╉けしにた, 5, 1/5, こぇくっかぬ, 53/-/6, 

けおくぇ こかぇしすうお., ゃぇくくぇ おぇそっかぬ, しぇく-

すったくうおぇ くけゃぇは. 『. 2000 す.さ. 〈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.

• こけし. ╉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. [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.

• 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.

〉つぇしすおう

• 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.
• 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.

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

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

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

こっさっこかぇくうさけゃおう.

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

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

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

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



]╃┿╋
• 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.
╃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.
• おぇこうすぇかぬくにえ (いぇ ぉぇししっえくけき), 24 
き2, ねか/ねく, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 130 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.
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, 26, 5/5, せ/こ, 
47,4/29/7, ぉけかぬてぇは かけょあうは (しすっおかけ-
こぇお.), さっきけくす. 『. 2150 す.さ.
╃けきぇ 
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, 40 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 6 しけす., 
せたけあっく, こけしぇょおう. 『. 2000 す.さ.
• 〈┿〉′-》┿〉], 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
• お/し "[けょくうつけお", 3,5 しけす., かっすくうえ ょけき, 
こっつくけっ けすけこかっくうっ, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに. 『. 350 す.さ.
• 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 1750 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.

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. ╉けしにた, 8, 1/5, おうさこうつ, おけきくぇすに 

ういけかうさけゃぇくに. 『. 1850 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. 『. 8500 す.さ.

]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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

¨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.

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2 Êîìíàòû â 3-õ êîìí.êâàðòèðå

Îâîùí. 

îòäåëåíèå, 12
2/3 19 íåò 1 030 000 ð.

êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä, ãàç
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

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

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä 

îãîðîä, ãàç, âîäà, òóàëåò 

íà óëèöå. ÷/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, 8 7/9 40/18/8 ëîäæèÿ 1 398 795 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 2/9 64/30/10 ëîäæèÿ 2 186 750 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 63/31/10 ëîäæèÿ 2 267 330 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6/9 57/28/10 ëîäæèÿ 1 994 950 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, 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. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 22 5/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 923 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 531 353 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 644 025 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

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

ÏÐÎÄÀÆÀ. 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/ìåñ.  8-922-29-84-636

[╄
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