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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

]さっょぇ, 30 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき -3-5, くけつぬの -6-8
╁っすっさ のあくにえ, 6 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 739 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 31 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ し こさけはしくっくうはきう,

くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -1+1, くけつぬの -2-4

╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 737 きき さす.しす.
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╁ 2010 ゅけょせ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ しせょ こけしすせこうかけ 287 
せゅけかけゃくにた ょっか う 24 ょっかぇ けしすぇかうしぬ くっ さぇししきけすさっくに し こさけてかけ-
ゅけ ゅけょぇ. ╁しっゅけ けおけくつっくけ こさけういゃけょしすゃけ こけ 288 ょっかぇき.  

] ゃにくっしっくうっき こさうゅけゃけさぇ さぇししきけすさっくけ 270 せゅけかけゃくにた ょっか. 
‶さっおさぇとっくけ 10 せゅけかけゃくにた ょっか. ╁けいゃさぇとっくけ こさけおせさけさせ  ょかは 
せしすさぇくっくうは くっょけしすぇすおけゃ こさっょゃぇさうすっかぬくけゅけ しかっょしすゃうは こはすぬ 
せゅけかけゃくにた ょっか. ‶っさっょぇくけ こけ こけょしせょくけしすう ょゃぇ せゅけかけゃくにた 
ょっかぇ, こさうくせょうすっかぬくにっ きっさに きっょうちうくしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ こさうきっ-
くっくに  こけ けょくけきせ せゅけかけゃくけきせ ょっかせ ゃ けすくけてっくうう けょくけゅけ つっかけ-
ゃっおぇ.  ╁しっゅけ けしせあょっくけ 334  つっかけゃっおぇ. 

╁ けすくけてっくうう くっしけゃっさてっくくけかっすくうた さぇししきけすさっくけ 20 せゅけかけゃ-
くにた ょっか, けしせあょっくけ 25 つっかけゃっお.  

[ぇししきけすさっくけ てっしすぬ ょっか  けぉ せぉうえしすゃぇた, すさう ょっかぇ けぉ ういくぇしう-
かけゃぇくうう; こはすぬ ょっか  け こけしはゅぇすっかぬしすゃぇた くぇ こけかけゃせの くっこさうおけし-
くけゃっくくけしすぬ. 』っすにさっ ょっかぇ  け おさぇあぇた, け ゅさぇぉっあぇた – 10 ょっか, 14 
ょっか け さぇいぉけっ; さぇししきけすさっくけ ゃけしっきぬ ょっか け きけてっくくうつっしすゃっ,  12  
ょっか け くっこさぇゃけきっさくけき いぇゃかぇょっくうう すさぇくしこけさすくにきう しさっょしすゃぇきう 
ぉっい ちっかう たうとっくうは.  [ぇししきけすさっくけ つっすにさっ ょっかぇ け こさっしすせこかっくうはた 
こさけすうゃ こさっょしすぇゃうすっかっえ ゃかぇしすう, けょくけ ょっかけ け たせかうゅぇくしすゃっ, 15 
ょっか  け くぇさせてっくうはた こさぇゃうか ぉっいけこぇしくけしすう ょゃうあっくうは う ねおしこかせぇ-
すぇちうう すさぇくしこけさすぇ. [ぇししきけすさっくけ 45  ょっか け くっいぇおけくくけき けぉけさけすっ 
くぇさおけすうおけゃ. ╁ ぇこっかかはちうけくくけき こけさはょおっ さぇししきけすさっくけ  18 ょっか. 

╆ぇ けすつひすくにえ こっさうけょ しせょけき さぇししきけすさっくけ: こさっょしすぇゃかっくうえ, 
あぇかけぉ う たけょぇすぇえしすゃ – 469, ゃ すけき つうしかっ  け ょけしさけつくけえ けすきっ-
くっ  せしかけゃくけゅけ けしせあょっくうは – 19, け こさけょかっくうう しさけおぇ せしかけゃくけゅけ 
けしせあょっくうは – 11,  けぉ ういぉさぇくうう きっさに こさっしっつっくうは ゃ ゃうょっ いぇおかの-
つっくうは こけょ しすさぇあせ – 118, け こさけょかっくうう しさけおぇ しけょっさあぇくうは こけょ 
しすさぇあっえ – 153,   け こけきっとっくうう ゃ こしうたうぇすさうつっしおうえ しすぇちうけくぇさ 
– ょゃぇ, けぉ けぉにしおっ (ゃにっきおっ) あうかうとぇ, け おけくすさけかっ う いぇこうしう すっかっ-
そけくくにた さぇいゅけゃけさけゃ – 71.  
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╊うてっくうっ しゃけぉけょに, ゃしっゅけ:
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╁いはすに こけょ しすさぇあせ ゃ いぇかっ しせょぇ 36 つっかけゃっお. ‶さっおさぇとっくけ ょっ-

ゃはすぬ ょっか; こさうきっくっくに きっさに ゃけしこうすぇすっかぬくけゅけ ゃけいょっえしすゃうは ゃ 
けすくけてっくうう ゃけしぬきう かうち. ╁ けすくけてっくうう ょゃせた かうち こけしすぇくけゃかっく 
けこさぇゃょぇすっかぬくにえ こさうゅけゃけさ こけ ょゃせき せゅけかけゃくにき ょっかぇき.
   ╂させここけゃにっ こさっしすせこかっくうは しけゃっさてうかう 109 つっかけゃっお, くっしけゃっさ-
てっくくけかっすくうっ – 25 つっかけゃっお;  ゃ しけしすけはくうう ぇかおけゅけかぬくけゅけ けこぬは-
くっくうは – 99 つっかけゃっお,   くっしけゃっさてっくくけかっすくうっ – てっしすぬ つっかけゃっお; 

さぇくっっ しせょうきにっ – 146  つっかけゃっお,  くっしけゃっさてっくくけかっすくうっ – しっきぬ  
つっかけゃっお; くっ さぇぉけすぇかう う くっ せつうかうしぬ 182 かうちぇ; あっくとうく けしせあ-
ょっくけ 36 つっかけゃっお; うくけしすさぇくくにた ゅさぇあょぇく – てっしすぬ つっかけゃっお.  

╂[┿╅╃┿′]╉╇╄ ╃╄╊┿
╁ けすつひすくけき こっさうけょっ ゃ こさけういゃけょしすゃっ しせょぇ くぇたけょうかけしぬ 1711  

ゅさぇあょぇくしおうた ょっか, けおけくつっくけ こさけういゃけょしすゃけ こけ 1608 ょっかぇき. ] 
ゃにくっしっくうっき さってっくうは さぇししきけすさっくけ 1278  ょっか.  

╁ うしおけゃけき こさけういゃけょしすゃっ さぇししきけすさっくけ 1365 ょっか, ゃ すけき つうし-
かっ けぉ せしすぇくけゃかっくうう けすちけゃしすゃぇ – 13, け かうてっくうう さけょうすっかぬしおうた 
こさぇゃ – 43;  さぇししきけすさっくけ 64  ょっかぇ, ゃにすっおぇのとうた うい すさせょけゃにた 
けすくけてっくうえ, ゃ すけき つうしかっ け ゃけししすぇくけゃかっくうう くぇ さぇぉけすっ – 12 ょっか; 
け ゃにしっかっくうう ぉっい こさっょけしすぇゃかっくうは ょさせゅけゅけ あうかけゅけ こけきっとっくうは 
– 14  ょっか; さぇししきけすさっくけ てっしすぬ ょっか, しゃはいぇくくにた し こさうゃぇすういぇちうっえ 
あうかけえ こかけとぇょう, 163  ょっかぇ こけ ょさせゅうき あうかうとくにき しこけさぇき; さぇし-
しきけすさっくけ 39 ょっか, しゃはいぇくくにた し いっきかっこけかぬいけゃぇくうっき; さぇししきけ-
すさっくけ 52 ょっかぇ こけ うしおぇき, ゃにすっおぇのとうき うい くぇさせてっくうえ こっくしうけく-
くけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ; 54  ょっかぇ, しゃはいぇくくにた し くぇしかっょけゃぇくうっき 
うきせとっしすゃぇ; 23   ょっかぇ け いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ; う ょさせゅうっ 
ょっかぇ こけ こさけつうき うしおぇき.

╆ぇ けすつひすくにえ こっさうけょ さぇししきけすさっくけ 51 ょっかけ, ゃにすっおぇのとっっ うい 
こせぉかうつくけ-こさぇゃけゃにた けすくけてっくうえ.   [ぇししきけすさっくけ  192  ょっかぇ けしけ-
ぉけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ, ゃ すけき つうしかっ ょっかぇ けぉ せしすぇくけゃかっくうう そぇお-
すけゃ, うきっのとうた のさうょうつっしおけっ いくぇつっくうっ, –  101 ょっかけ, 10 ょっか けぉ 
せしにくけゃかっくうう ょっすっえ.

]せょけき せょけゃかっすゃけさっくに うしおう け ゃけいきっとっくうう ゃさっょぇ, ゃおかのつぇは 
きけさぇかぬくにえ, くぇ しせききせ – 189 937 238 させぉかっえ, せこかぇつっくけ 3 167 631 
させぉかぬ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ こけてかうくに こさう こけょぇつっ いぇはゃかっくうえ ゃ しせょ. 

╃╄╊┿ ¨╀ ┿╃╋╇′╇]〈[┿〈╇╁′｠》 ‶[┿╁¨′┿[〉【╄′╇ぅ》
╆ぇ けすつひすくにえ こっさうけょ さぇししきけすさっくけ 91 ょっかけ けぉ ぇょきうくうしすさぇ-

すうゃくにた こさぇゃけくぇさせてっくうはた. ╇い 91 ょっかぇ ぉにかけ さぇししきけすさっくけ: 
けょくけ ょっかけ け くぇさせてっくうう いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ けぉかぇしすう けぉっしこっ-
つっくうは しぇくうすぇさくけ-ねこうょっきうけかけゅうつっしおけゅけ ぉかぇゅけこけかせつうは; 20 ょっか  
ゃ けぉかぇしすう ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは; 13 ょっか け くぇさせてっくうう さっあうきぇ 
こさっぉにゃぇくうは くぇ すっささうすけさうう  [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう; ょゃぇ ょっかぇ 
け くっいぇおけくくけき こさうゃかっつっくうう お すさせょけゃけえ ょっはすっかぬくけしすう うくけ-
しすさぇくくけゅけ ゅさぇあょぇくうくぇ. ╆ぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにっ こさぇゃけくぇさせてっ-
くうは てすさぇそ くぇかけあっく ゃ しせききっ 205 200 させぉかっえ, さっぇかぬくけ ゃいにしおぇ-
くけ 79 700 させぉかっえ.  ╇しこけかくうすっかぬくにっ ょけおせきっくすに くぇ けしすぇかぬくせの 
しせききせ こっさっょぇくに ょかは うしこけかくっくうは しせょっぉくにき こさうしすぇゃぇき.

╆ぇ けすつひすくにえ こっさうけょ そっょっさぇかぬくにきう しせょぬはきう さぇししきけすさっくけ 
169   あぇかけぉ う こさけすっしすけゃ くぇ こけしすぇくけゃかっくうは きうさけゃにた しせょっえ う 
ょけかあくけしすくにた かうち (ゃ 2009 ゅけょせ – 464),  ゃ すけき つうしかっ 100  あぇかけぉ 
う こさけすっしすけゃ くぇ こけしすぇくけゃかっくうは きうさけゃにた しせょっえ.

‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿
╆ぇ  けすつひすくにえ こっさうけょ ゃにくっしっくけ こはすぬ こさっょしすぇゃかっくうえ ゃ ぇょさっし 

¨╁╃, ╂╇╀╃╃ こけ ょっかぇき けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた こさぇゃけくぇさせてっ-
くうはた. 28 つぇしすくにた けこさっょっかっくうえ こけ ゅさぇあょぇくしおうき ょっかぇき う 62 
つぇしすくにた こけしすぇくけゃかっくうは こけ せゅけかけゃくにき ょっかぇき. ╁しっゅけ いぇ  けす-
つひすくにえ こっさうけょ こさけゃっょっくけ 24 けぉけぉとっくうは しせょっぉくけえ こさぇおすうおう, 
ゃ すけき つうしかっ:  こけ せゅけかけゃくにき ょっかぇき – 11, ゅさぇあょぇくしおうき ょっかぇき  – 

てっしすぬ, ょっかぇき けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた こさぇゃけくぇさせてっくうはた – しっきぬ. 
¨ぉけぉとっくうは けぉしせあょっくに くぇ しけゃっとぇくうはた し そっょっさぇかぬくにきう う きう-
さけゃにきう  しせょぬはきう. ¨こせぉかうおけゃぇくけ 24 しすぇすぬう け さぇぉけすっ しせょぇ う くぇ 
ょさせゅうっ こさぇゃけゃにっ すっきに. ‶け 13 ょっかぇき ぉにか けすしくはす きぇすっさうぇか ょかは 
すっかっ- う さぇょうけ, ]╋╇. ‶さけゃっょっくけ てっしすぬ ゃにっいょくにた しせょっぉくにた いぇ-
しっょぇくうえ こけ ゅさぇあょぇくしおうき う こはすぬ こけ せゅけかけゃくにき ょっかぇき.

′ぇ けこっさぇすうゃくにた  しけゃっとぇくうはた こけしすけはくくけ  ういせつぇっすしは こさぇお-
すうおぇ ╄ゃさけこっえしおけゅけ ]せょぇ  こけ こさぇゃぇき つっかけゃっおぇ, ぇ すぇおあっ ういきっ-
くっくうは いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, ‶けしすぇくけゃかっくうは ‶かっくせきぇ ╁っさたけゃくけゅけ 
]せょぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう.

╄あっおゃぇさすぇかぬくけ こさけゃけょはすしは しけゃきっしすくにっ しけゃっとぇくうは し ¨╁╃ 
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, ╂╇╀╃╃, こさけおせさぇすせさけえ, 
‶╃′, しかせあぉけえ しせょっぉくにた こさうしすぇゃけゃ.

‶さけゃけょはすしは せつっぉくにっ いぇくはすうは, おぇお し ゅけししかせあぇとうきう, すぇお う しせ-
ょぬはきう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ しせょぇ しけゅかぇしくけ  せすゃっさあょひくくにき 
こかぇくぇき さぇぉけすに くぇ 2010 ゅけょ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ しせょぇ.

╄あっくっょっかぬくけ こさけゃけょはすしは けこっさぇすうゃくにっ しけゃっとぇくうは こけ うすけゅぇき 
さぇぉけすに, ういせつっくうの ういきっくっくうえ ゃ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃっ, しせょっぉくけえ 
こさぇおすうおっ. ‶さけゃけょはすしは うくにっ きっさけこさうはすうは しけゅかぇしくけ せすゃっさあょひく-
くにき こかぇくぇき さぇぉけすに. ¨しけぉけっ ゃくうきぇくうっ せょっかはっすしは しさけおぇき さぇし-
しきけすさっくうは ょっか う しさけおぇき しょぇつう ょっか ゃ おぇくちっかはさうの しせょぇ.

′ぇ けこっさぇすうゃくにた しけゃっとぇくうはた しせょぬはきう ういせつぇのすしは う けぉしせあ-
ょぇのすしは ょっかぇ, さぇししきけすさっくくにっ  ゃ おぇししぇちうけくくにた うくしすぇくちうはた 
]ゃっさょかけゃしおけゅけ けぉかぇしすくけゅけ しせょぇ.

╋╇[¨╁┿ぅ ぃ]〈╇『╇ぅ
╁ ゅけさけょっ けぉさぇいけゃぇくけ つっすにさっ しせょっぉくにた せつぇしすおぇ. ╁しっ 

せつぇしすおう せおけきこかっおすけゃぇくに きうさけゃにきう しせょぬはきう う しけすさせょくう-
おぇきう ぇここぇさぇすぇ しせょぇ.
                            〉╂¨╊¨╁′｠╄ ╃╄╊┿  

╆ぇ けすつひすくにえ こっさうけょ きうさけゃにきう しせょぬはきう さぇししきけすさっくけ 294  
せゅけかけゃくにた ょっかぇ.  ] ゃにくっしっくうっき こさうゅけゃけさぇ さぇししきけすさっくけ 191 
ょっかけ. ¨しせあょっくけ 236  つっかけゃっお.   〈さう つっかけゃっおぇ けこさぇゃょぇくけ.  
‶さっおさぇとっくけ 96  ょっか ゃ けすくけてっくうう 106 かうち. [ぇししきけすさっくけ 136 
ょっか つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは. [ぇししきけすさっくけ  16 ょっか ゃ けすくけてっくうう 
くっしけゃっさてっくくけかっすくうた. ╁ けすくけてっくうう   18  かうち くぇいくぇつっ-
くけ くぇおぇいぇくうっ ゃ ゃうょっ かうてっくうは しゃけぉけょに. 53 かうちぇ こけょゃっさゅくせすに 
てすさぇそせ,  ょっゃはすぬ つっかけゃっお けしせあょっくに せしかけゃくけ, 51 かうちせ くぇいくぇ-
つっくに けぉはいぇすっかぬくにっ さぇぉけすに,  47 – うしこさぇゃうすっかぬくにっ さぇぉけすに, 
13 – くぇいくぇつっくけ くぇおぇいぇくうっ ゃ ゃうょっ けゅさぇくうつっくうは しゃけぉけょに.

╂[┿╅╃┿′]╉╇╄ ╃╄╊┿
╁ けすつひすくけき こっさうけょっ ゃ こさけういゃけょしすゃっ きうさけゃにた しせょっえ くぇ-

たけょうかけしぬ 5 193 ゅさぇあょぇくしおうた ょっかぇ. ¨おけくつっくけ こさけういゃけょしすゃけ 
5 147 ょっか, ゃ すけき つうしかっ し ゃにくっしっくうっき さってっくうは 4 949 ょっか, 
うい くうた  5 153 うしおけゃけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ. [ぇししきけすさっくけ け さぇし-
すけさあっくうう ぉさぇおぇ 351  ょっかけ,  け ゃいにしおぇくうう ぇかうきっくすけゃ 176 ょっか; 
けぉ けこかぇすっ すさせょぇ ょっゃはすぬ ょっか; け いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ 38 
ょっか;  う こさけつうっ ょっかぇ うしおけゃけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ.  ╁にくっしっくけ 3 477  
しせょっぉくにた こさうおぇいけゃ.

╇しおう せょけゃかっすゃけさっくに, ゃおかのつぇは きけさぇかぬくにえ ゃさっょ, くぇ 
しせききせ 277 381 98 させぉかっえ.

 ┿.╁.╋╇》┿╈╊╄′╉¨, こさっょしっょぇすっかぬ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ しせょぇ 
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┶┤┮  ┮┤┶┤┱╀┩┰

‶[¨╁╄[╉┿╁┿╅′¨

╃ゃぇあょに ゃ きぇさすっ くぇさけょくにっ 
ういぉさぇくくうおう ゃしすさっつぇかうしぬ しけ 
しゃけうきう ういぉうさぇすっかはきう: こさうひきに 
こさけたけょうかう ゃ ゅけさけょっ う こけしひかおっ 
╉かのつっゃしおっ (ゃ こさけてかにえ さぇい ょっ-
こせすぇすしおうえ ょっしぇくす ゃにしぇあうゃぇか-
しは ゃ ╊けしうくけき う ╋けくっすくけき). 

╉かのつっゃちっゃ しっゅけょくは ぉけかっっ ゃしっゅけ 
ぉっしこけおけうす しけしすけはくうっ うた ¨╁‶: ゃ こけ-
きっとっくうう たけかけょくけ, くっ たゃぇすぇっす ねかっ-
きっくすぇさくけゅけ – たぇかぇすけゃ, すけくけきっすさけゃ.

– ¨いゃせつっくに おけこっっつくにっ こさけ-
ぉかっきに, ょかは さってっくうは おけすけさにた させ-
おけゃけょしすゃせ 『╂╀ くっ くぇょけ «たけょうすぬ» 
ゃ ぉのょあっす, すぇおうっ しさっょしすゃぇ っしすぬ せ 
しぇきけえ ぉけかぬくうちに, – しつうすぇっす こさっょ-
しっょぇすっかぬ ╃せきに ╀╂¨ ╄ゃゅっくうえ ╂け-
ゃけさせたぇ. – ╁ ちっかけき ょっこせすぇすけゃ くっ 
せしすさぇうゃぇっす こけいうちうは ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ╋〉╆: くっおけすけさにっ ゃけこさけしに こけ 
いょさぇゃけけたさぇくっくうの こけょくうきぇっき ゅけ-
ょぇきう, ぇ ゃけい う くにくっ すぇき.

╄ゃゅっくうえ ]すぇくうしかぇゃけゃうつ うきっっす 
ゃ ゃうょせ う ¨╁‶  ]すぇさけこにてきうくしおぇ: 
し 2002 ゅけょぇ いょっしぬ けすしせすしすゃせっす いぇ-
こぇしくけえ ゃにたけょ しけ ゃすけさけゅけ ねすぇあぇ 
いょぇくうは, ゃっさくっっ, ゃにたけょ-すけ っしすぬ, くっす 
かっしすくうちに. ]かせつうしぬ つすけ – こさうょひすしは 
こさにゅぇすぬ し こさうかうつくけえ ゃにしけすに. ′っ 
こけきってぇかぇ ぉに う ょけこけかくうすっかぬくぇは 
ょゃっさぬ くぇ ゃすけさけき ねすぇあっ ょかは すっこ-
かぇ. ╅うすっかぬくうちぇ こけしひかおぇ ╂ぇかうくぇ 
╋っかぬくうおけゃぇ ゃ しゃけひき けぉさぇとっくうう ゃ 
╃せきせ しけけぉとうかぇ, つすけ ゅけさぉけかぬくうちぇ 
くっ ゃにょっかはっす しさっょしすゃぇ くぇ しこっちけ-
ょっあょせ しけすさせょくうおけゃ ¨╁‶, いょっしぬ けす-
しせすしすゃせのす すっしす-こけかけしおう ょかは けこさっ-
ょっかっくうは せさけゃくは しぇたぇさぇ, きぇてうくせ 
こさっょけしすぇゃうかう きっょうおぇき しすぇさせの, 
こけすけきせ うき こさうたけょうすしは たけょうすぬ こけ 
こけしひかおせ お こぇちうっくすぇき こっておけき, けす-
ぉうゃぇはしぬ けす しけぉぇお う こさけゃぇかうゃぇはしぬ ゃ 
しせゅさけぉに. ╇ ょっこせすぇすぇき ゃ けつっさっょくけえ 
さぇい こさうょひすしは くぇこけきうくぇすぬ させおけゃけ-
ょうすっかはき ぉけかぬくうちに け ょぇくくにた くぇさけ-
ょせ けぉっとぇくうはた.  

╅うすっかう ‶っさゃけきぇえしおけゅけ, こさう-
てっょてうっ くぇ こさうひき ゃ «]けゃさっきっく-
くうお», ゃにしおぇいぇかう こさけしぬぉせ こけょおかの-
つうすぬ ぉかういかっあぇとうえ おけかかっおすうゃくにえ 
しぇょ わ3 お しっすはき ちっくすさぇかぬくけゅけ 
ゃけょけしくぇぉあっくうは. ′け  ねすぇ こさけしぬぉぇ 
こけおぇ くっゃにこけかくうきぇ: う こけしひかけお, う 
ゃっしぬ ゅけさけょ うしこにすにゃぇのす ょっそうちうす 
ゃけょに. ┿ ゃけす くぇ あぇかけぉせ あうすっかっえ 
′╀‶ こけ こけゃけょせ けすしせすしすゃうは せかうつ-
くけゅけ けしゃっとっくうは  ょっこせすぇすに けすさっ-
ぇゅうさけゃぇかう けこっさぇすうゃくけ: ぉのょあっす, 
くぇえょは しさっょしすゃぇ, こけゅぇしうか すっおせとうえ 
ょけかゅ «]ゃっさょかけゃねくっさゅけしぉにすせ», う 
ねくっさゅっすうおう きうかけしすうゃけ さぇいさってうかう 
ゃおかのつうすぬ そけくぇさう くぇ ぁくっさゅけしすさけ-
うすっかっえ, ]きうさくけゃぇ う ┿おぇょっきうおぇ 
╉けさけかひゃぇ. ‶さぇゃょぇ, せあっ ゃ ぉかうあぇえ-
てうっ ょくう こけ ょけゅけゃけさせ くっけぉたけょうきけ 
ゃくっしすう ょっくぬゅう う いぇ こさけてかにえ ゅけょ, 
うくぇつっ きうおさけさぇえけく けこはすぬ こけゅさせ-
いうすしは ゃけ すぬきせ.

′け, こけあぇかせえ, しぇきぇは しかけあくぇは しう-
すせぇちうは, ゃ おけすけさけえ こさうょひすしは さぇい-
ぉうさぇすぬしは ょっこせすぇすぇき, しかけあうかぇしぬ し 
ょけきけき わ50╀ くぇ 〈さぇくしこけさすくうおけゃ: 
いょぇくうっ, こさうくぇょかっあぇとっっ ╆┿¨ ‶¨ 
«〉さぇかねくっさゅけきけくすぇあ», こけあぇさくうおう 
こさういくぇかう くっゅけょくにき お ねおしこかせぇすぇ-
ちうう. ╆ょっしぬ こさぇおすうつっしおう くっ ゅさっのす 
ぉぇすぇさっう, しけぉしすゃっくくうお ゅさけいうすしは 
けすおかのつうすぬ ゃけょせ. ╉ぇお いぇとうすうすぬ 
かのょっえ, おけすけさにっ けぉはいぇくに こけ さっ-
てっくうの しせょぇ けしゃけぉけょうすぬ しゃけう おけき-
くぇすに ゃ けぉとっあうすうう? ╃ゃせき ょっしはす-
おぇき しっきっえ, こけ ぉけかぬてけきせ しつひすせ, 
うょすう くっおせょぇ. ╆ぇとうすうすぬ うた きけあっす 
すけかぬおけ いぇおけく. ′ぇ きっしすけ ゃにっいあぇかう 
ゃきっしすっ し ょせきちぇきう けこにすくにっ のさう-
しすに う ねおしこっさすに. ¨くう こさっょかけあうかう 
あうかぬちぇき ゅけさっ-けぉとっあうすうは くぇこう-
しぇすぬ いぇはゃかっくうっ ゃ こさけおせさぇすせさせ. 
╄しすぬ っょうくしすゃっくくにえ ゃにたけょ: いぇ-
しすぇゃうすぬ しけぉしすゃっくくうおぇ せしすさぇくうすぬ 
いぇきっつぇくうは こけあぇさくにた, こさうゃっしすう 
いょぇくうっ ゃ くぇょかっあぇとうえ ゃうょ う ゃに-
しすさけうすぬ ちうゃうかういけゃぇくくにっ けすくけてっ-
くうは し あうかぬちぇきう, ぇ くっ ういぉぇゃかはすぬしは 
けす くうた こけょ かのぉにき こさっょかけゅけき.                                                          

┳┩┱┵┬┬  ┴┤┵┶┷┶ 
╂ぇかうくぇ ╉¨‶┱′╉╇′┿, 

くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ くぇいくぇつっくうは, 
こっさっさぇしつひすぇ う ゃにこかぇすに こっくしうえ 
せこさぇゃかっくうは ‶《 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき

] こっさゃけゅけ ぇこさっかは しけゅかぇしくけ 《っょっ-
さぇかぬくけきせ いぇおけくせ «¨ ゅけしせょぇさしすゃっくくけき 
こっくしうけくくけき けぉっしこっつっくうう ゃ [《» ぉせょせす 
こさけうくょっおしうさけゃぇくに しけちうぇかぬくにっ こっく-
しうう し せつひすけき さけしすぇ ちっく くぇ すけゃぇさに う 
せしかせゅう いぇ こさっょてっしすゃせのとうえ ゅけょ. ╉け-
ねそそうちうっくす うくょっおしぇちうう せしすぇくけゃかっく ゃ 
さぇいきっさっ つせすぬ ぉけかっっ 10 こさけちっくすけゃ.

╉さけきっ すけゅけ, し こっさゃけゅけ ぇこさっかは こけょ-
かっあぇす うくょっおしぇちうう くぇ 6,5 こさけちっくすぇ 
さぇいきっさに っあっきっしはつくにた ょっくっあくにた ゃに-
こかぇす ょかは うた こけかせつぇすっかっえ, ゃ すけき つうしかっ 
╂っさけっゃ ]けゃっすしおけゅけ ]けのいぇ, [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう, こけかくにた おぇゃぇかっさけゃ けさょっ-
くぇ ]かぇゃに う つかっくけゃ うた しっきっえ, ╂っさけっゃ 
しけちすさせょぇ う こけかくにた おぇゃぇかっさけゃ けさょっくぇ 
〈させょけゃけえ ]かぇゃに, ゅさぇあょぇく, こけょゃっさゅ-
てうたしは ゃけいょっえしすゃうの さぇょうぇちうう ゃしかっょ-
しすゃうっ おぇすぇしすさけそに ゃ 』っさくけぉにかっ, はょっさ-
くにた うしこにすぇくうえ ゃ ]っきうこぇかぇすうくしおっ う 
ぇゃぇさうう くぇ «╋ぇはおっ».

]すけうきけしすぬ くぇぉけさぇ しけちうぇかぬくにた せしかせゅ 
すけあっ こけょかっあうす おけきこっくしぇちうう くぇ 6,5 
こさけちっくすぇ, すっこっさぬ けくぇ しけしすぇゃうす 750 させ-
ぉかっえ 83 おけこっえおう ゃ きっしはち, ゃ すけき つうしかっ 
くぇ かっおぇさしすゃぇ こけかけあっくに 578 させぉかっえ 30 
おけこっっお, しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくけっ かっつっくうっ 
– 89 させぉかっえ 46 おけこっっお, こさけっいょ – 83 
させぉかは 7 おけこっっお. ‶っくしうう う ╄╃╁ ゃ くけゃにた 
さぇいきっさぇた ぉせょせす ゃにこかぇつっくに ゃ ぇこさっかっ.     

¨おぇいにゃぇっすしは, くぇてう あうすっかう 
きけゅせす ゃ ゅけょ こさうけぉさっしすう きぇおしう-
きぇかぬくけ 25 おせぉけゃ ょさけゃ くぇ おけさくの, 
う ねすけ けぉけえょひすしは うき くっ ぉけかっっ つっき  
ゃ 140 させぉかっえ. ┿ っとひ せ つぇしすくけゅけ 
かうちぇ っしすぬ ゃけいきけあくけしすぬ けょうく さぇい 
ゃ 25 かっす ゃにこうしぇすぬ 100 おせぉけきっ-
すさけゃ ょっかけゃけゅけ かっしぇ くぇ おけさくの 
くぇ しけぉしすゃっくくけっ しすさけうすっかぬしすゃけ. 
[ぇしちっくおう ょかは くぇしっかっくうは くっ ょぇ-
ゃぇかう しこけおけえくけ しこぇすぬ くっおけすけさにき 
ぉういくっしきっくぇき: うき-すけ こさっょけしすぇゃ-
かっくに ょさせゅうっ こさっえしおせさぇくすに, こさう-
つひき くぇ けぉなひきに ゃ 100 う  ぉけかっっ 
おせぉけきっすさけゃ かっしぇ ょけかあっく こさけえすう 
おけくおせさし, ぇ しすけうきけしすぬ しにさぬは, さぇい-
せきっっすしは, ぉせょっす さにくけつくけえ. ╇ すけゅ-
ょぇ しけけぉさぇいうすっかぬくにっ ╇‶ さってうかう 
こさうおうくせすぬしは つぇしすくうおぇきう: おけゅけ-すけ 
うい しすぇさうおけゃ けくう せぉっょうかう こけょこう-
しぇすぬ ょけゅけゃけさに くぇ しゃけひ うきは, ぇ せ 
ょさせゅうた こさけしすけ しこうしぇかう こぇしこけさす-
くにっ ょぇくくにっ う はゃうかうしぬ し そうおすうゃ-
くにきう いぇはゃかっくうはきう お かっしくうつうき, 
きけか, うきっっき こさぇゃけ くぇ ょっかはくおせ. 
〉つぇしすおけゃにっ あっ かっしくうつうっ しょっかぇかう 
ゃうょ, つすけ くっ いぇきっつぇのす こけょょっかぬくけ-
しすう ぉせきぇゅ, う ぉかぇゅけしかけゃうかう させぉおせ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ かっしぇ. 

′け ゃしひ すぇえくけっ おけゅょぇ-すけ しすぇくけ-
ゃうすしは はゃくにき: こさけおせさぇすせさぇ, こさけ-
ゃっょは こさけゃっさおう しけゃきっしすくけ し ¨╀ぁ‶ 
こけ こけしすせこうゃてうき しうゅくぇかぇき ゅさぇあ-
ょぇく, しさぇいせ ゃにはゃうかぇ くぇさせてっくうは 
いぇおけくぇ. [ぇししおぇいにゃぇっす いぇきっしすう-
すっかぬ こさけおせさけさぇ ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ, のさうしす こっさゃけゅけ おかぇししぇ 
]っさゅっえ ╉[╇╆]╉╇╈:

– ‶さけおせさぇすせさけえ ゅけさけょぇ こさけ-
ゃっょっくぇ こさけゃっさおぇ しけぉかのょっくうは ╂〉 
]¨ «╀っさひいけゃしおけっ かっしくうつっしすゃけ» 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ け ゃにょっかっくうう 
ょさっゃっしうくに くぇしっかっくうの ょかは しけぉ-
しすゃっくくにた くせあょ こけ ょけゅけゃけさぇき おせこ-
かう-こさけょぇあう いぇ 2009-こっさゃけっ こけかせ-
ゅけょうっ 2010 ゅけょぇ. 〉しすぇくけゃかっくけ, つすけ 
かっしくうつうっ せつぇしすおけゃにた かっしくうつっしすゃ 
ゃ くぇさせてっくうっ ょっえしすゃせのとっゅけ いぇ-
おけくけょぇすっかぬしすゃぇ, ぇ すぇおあっ しゃけうた 
ょけかあくけしすくにた うくしすさせおちうえ, うしこけかぬ-
いせは しゃけう こけかくけきけつうは, ゃけこさっおう うく-
すっさっしぇき しかせあぉに う ゃ しゃはいう し うくけえ 
かうつくけえ いぇうくすっさっしけゃぇくくけしすぬの 
いぇおかのつうかう そうおすうゃくにっ ょけゅけゃけさに 
おせこかう-こさけょぇあう し ゅさぇあょぇくぇきう. ┿ 
そぇおすうつっしおう こけおせこぇすっかはきう ょさっゃっ-
しうくに はゃかはかうしぬ こさっょこさうくうきぇすっかう. 
╁にはゃかっくぇ おけささせこちうけくくぇは したっきぇ ゃ 

ょっはすっかぬくけしすう ╂〉 ]¨. ‶さけおせさぇすせ-
さぇ う しかっょしすゃっくくにえ おけきうすっす こさう 
¨╁╃ 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 くぇこさぇゃうかう きぇすっさうぇかに  
ゃ こけさはょおっ こ.2 つ.2 しす. 37 〉‶╉ [《. 
╁けいぉせあょっくに ょゃぇ せゅけかけゃくにた ょっかぇ. 
╉さけきっ すけゅけ, 18 きぇさすぇ ]¨ ゃけい-
ぉせょうか せゅけかけゃくけっ ょっかけ こけ そぇおすせ 
くっいぇおけくくけえ ゃにょぇつう かっしくうつうきう 
こけさせぉけつくにた ぉうかっすけゃ くぇ ゃにさせぉおせ 
かっしくにた くぇしぇあょっくうえ ゃ こさけてかけき う 
こけいぇこさけてかけき ゅけょぇた. ぁすけ こけゃかっおかけ 
くぇさせてっくうっ こさぇゃ う いぇおけくくにた うくすっ-
さっしけゃ けぉとっしすゃぇ う ゅけしせょぇさしすゃぇ こけ 
こさういくぇおぇき しけしすぇゃぇ こさっしすせこかっくうは, 
こさっょせしきけすさっくくけゅけ つ.1 しす. 185 〉╉ 
[《. ╁ すけす あっ ょっくぬ しかっょしすゃっくくにえ 
おけきうすっす こさう ¨╁╃ ゃけいぉせょうか せゅけ-
かけゃくけっ ょっかけ こけ そぇおすせ しけゃっさてっ-
くうは くっいぇおけくくけえ こけさせぉおう かっしくにた 
くぇしぇあょっくうえ し 13 けおすはぉさは こけ ょっ-
おぇぉさぬ 2010 ゅけょぇ  ゃ ‶]》╉ «【うかけゃ-
しおうえ» ╀っさひいけゃしおけゅけ せつぇしすおけゃけゅけ 
かっしくうつっしすゃぇ. ╁ さっいせかぬすぇすっ ╂〉 ]¨ 
こさうつうくひく せとっさぉ ゃ けしけぉけ おさせこくけき 
さぇいきっさっ こけ こさういくぇおぇき しけしすぇゃぇ 
こさっしすせこかっくうは, こさっょせしきけすさっくくけゅけ 
つ.3 しす. 260 〉╉ [《. ╁ くぇしすけはとっっ 
ゃさっきは ゃしっ ねすう せゅけかけゃくにっ ょっかぇ くぇ-
たけょはすしは ゃ こさけういゃけょしすゃっ ]¨. 

¨しすぇひすしは ょけぉぇゃうすぬ, つすけ せとっさぉ 
すけかぬおけ こけ こはすう ねこういけょぇき うしつうし-
かはっすしは ゃ 300 すにしはつ させぉかっえ.   

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÇÀÙÈÒÈËÀ ËÅÑ
╆[ぅ くぇて くぇさけょ せこさっおぇのす ゃ のさうょうつっしおけえ ぉっいゅさぇきけすくけしすう. 

]せきっかう あっ せてかにっ こさっょこさうくうきぇすっかう くぇえすう かぇいっえおせ ゃ いぇ-
おけくっ う こさうおせこうすぬ しっぉっ かっし こけ ゃっしぬきぇ したけょくけえ ちっくっ. ┿ こけきけゅかう 
うき ょけかあくけしすくにっ かうちぇ, おけすけさにっ こけしすせこうかうしぬ うくしすさせおちうはきう.

╀にゃぇのす かう せ おくうあっお うきっくう-
くに? ╃ぇ, ぉにゃぇのす! ╇ けすきっつぇのす うた 
ゃ くぇてっえ しすさぇくっ ゃ こけしかっょくうっ しっきぬ 
ょくっえ きぇさすぇ. 

╁こっさゃにっ «╉くうあおうくに うきっくうくに» 
こさけゃっかう こけ うくうちうぇすうゃっ ょっすしおけゅけ 
こうしぇすっかは ╊ぬゃぇ ╉ぇししうかは. ╀にか たきせ-
さにえ きぇさすけゃしおうえ ょっくぬ 1943 ゅけょぇ, 
てかぇ ゃけえくぇ, こさけょせおすに ゃにょぇゃぇかう 
こけ おぇさすけつおぇき, ゃ ょけきぇた ぉにかけ たけ-
かけょくけ. ╁ ねすけす ょっくぬ きけしおけゃしおうっ 
きぇかぬつうおう う ょっゃけつおう ゃ しすぇさっくぬおうた 
こかぇすぬうちぇた う おせさすけつおぇた, ゃ しすけこ-
すぇくくにた ぉぇてきぇおぇた う いぇかぇすぇくくにた 
ゃぇかっくおぇた いぇこけかくうかう こさけしすけさくにえ 
いぇか ╃けきぇ しけのいけゃ. ′っこさうゃにつくけ 
とせさはしぬ けす はさおけゅけ しゃっすぇ かのしすさ, 
けくう しかせてぇかう, つすけ さぇししおぇあせす うき 
たけさけてけ いくぇおけきにっ こけ おくうあおぇき 

ょっすしおうっ こうしぇすっかう う こけねすに. 
] 26 こけ 31 きぇさすぇ ゃ ぉうぉかうけ-

すっおぇた くぇてっゅけ けおさせゅぇ う けぉかぇしすう 
のくにっ つうすぇすっかう くぇえょせす しぇきにっ うく-
すっさっしくにっ おくうゅう: こけいくぇゃぇすっかぬくせの 
かうすっさぇすせさせ ょかは ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
つすっくうは, しちっくぇさうう せゃかっおぇすっかぬくにた 
ょっすしおうた こさぇいょくうおけゃ. ¨すょっか けぉ-
しかせあうゃぇくうは ちっくすさぇかぬくけえ ゅけさけょ-
しおけえ  ぉうぉかうけすっおう こさけゃけょうす ゃに-
しすぇゃおせ «╉くうあくぇは ゃしっかっくくぇは», ぇ ゃ 
つうすぇかぬくけき いぇかっ ょかは ょけておけかぬくう-
おけゃ こさけたけょはす うくすっさっしくにっ ねおしおせさ-
しうう.  ╃かは つうすぇのとうた ょっすっえ, すぇおうた 
おぇお くぇてう ゃっさくにっ ょさせいぬは,  ╁っさぇ 
¨おせくっゃぇ, ′ぇしすは ╃っさはぉうくぇ, ╊ういぇ 
]っさひょおうくぇ,  ╉さうしすうくぇ ╆ぇぉけかけす-
くっゃぇ, ′ぇしすは ‶けゅけょぇっゃぇ, ]っさゅっえ 
′っせしすさけっゃ う ╁けかけょは ╉せいくっちけゃ, 

ぉせょっす うくすっさっしくぇ ぇおちうは «‶けしけゃっ-
すせえ おくうゅせ ょさせゅせ». 

¨ょくけえ うい ょけぉさにた すさぇょうちうえ くぇ-
てっゅけ ゅけさけょぇ しすぇか こさぇいょくうお ょっす-
しおけえ おくうゅう, おけすけさにえ けさゅぇくういせのす 
ちっくすさぇかぬくぇは ゅけさけょしおぇは う ぉうぉかう-
けすっおぇ しっきっえくけゅけ つすっくうは. ╁ ねすけす 
さぇい けく こさけえょひす 31 きぇさすぇ ゃけ ╃ゃけさ-
ちっ きけかけょひあう う いぇゃっさてうす くっょっかの 
ょっすしおけえ おくうゅう. 

┿ さけょうすっかっえ きに こさういにゃぇっき: 
«╆ぇこうてうすっ しゃけっゅけ さっぉひくおぇ ゃ ぉう-
ぉかうけすっおせ!» ′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ 
すけかぬおけ ちっくすさぇかぬくぇは ゅけさけょしおぇは 
ぉうぉかうけすっおぇ くぇしつうすにゃぇっす しゃにてっ 
2300 のくにた つうすぇすっかっえ, こせしおぇえ 
ゃぇて さっぉひくけお けおぇあっすしは しさっょう くうた.  
』うすぇえすっ  ょっすはき, つうすぇえすっ ゃきっしすっ 
し ょっすぬきう! 

╃╄╊┿ ¨╀ ┿╃╋╇′╇]〈[┿〈╇╁′｠》 ‶[┿╁¨′┿[〉【╄′╇ぅ》
╁しっゅけ いぇ けすつひすくにえ こっさうけょ さぇししきけすさっくけ  2 237  ょっか けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた こさぇゃけくぇさせてっくうはた. ‶けょゃっさゅくせすけ くぇおぇいぇくうの 2 048   つっかけゃっお. 

′┿╉┿╆┿′╇╄ 2009 2010
かうてっくうっき しこっちうぇかぬくけゅけ こさぇゃぇ 1 649 558 
てすさぇそ 1 455 1 019 
ぇさっしす 501 454 
‶¨ ╉┿〈╄╂¨[╇ぅ╋ 2009 2010
きっかおけっ たうとっくうっ つせあけゅけ うきせとっしすゃぇ (7.27 ╉け┿‶ [《) 67 46
け くぇさせてっくうう ‶╃╃ (ゅか. 12 ╉け┿‶) 2 831 956
け こさっょこさうくうきぇすっかぬしおけえ ょっはすっかぬくけしすう (14.1 ╉け┿‶ [《) 11 23
け くぇさせてっくうう こさぇゃうか けぉさぇとっくうは し かけきけき う けすたけょぇきう ちゃっすくにた う つひさくにた きっすぇかかけゃ (14.26 ╉け┿‶ [《) 1 1
け ゃけしこさっこはすしすゃけゃぇくうう ょっはすっかぬくけしすう しせょっぉくにた こさうしすぇゃけゃ (17.8 ╉け┿‶ [《) 0 3
け くっこけゃうくけゃっくうう しけすさせょくうおぇき きうかうちうう (19.3 ╉け┿‶ [《) 105 68
け きっかおけき たせかうゅぇくしすゃっ (20.1 ╉け┿‶ [《) 111 122
いぇ こけはゃかっくうっ ゃ けぉとっしすゃっくくにた きっしすぇた ゃ しけしすけはくうう ぇかおけゅけかぬくけゅけ けこぬはくっくうは (20.21 ╉け┿‶ [《) 122 83
こけすさっぉかっくうっ くぇさおけすうつっしおうた しさっょしすゃ ぉっい くぇいくぇつっくうは ゃさぇつぇ (6.9 ╉け┿‶ [《) 87 36
′ぇかけあっくけ てすさぇそけゃ くぇ しせききせ 1 856 163 000 させぉかっえ,  さっぇかぬくけ ゃいにしおぇくけ 206 459 させぉかっえ. 

┬┱┸┲┴┰┤┺┬╃   ┲ ┴┤┥┲┶┩  ┥┩┴┩┫┲┦┵┮┲┧┲ ┧┲┴┲┨┵┮┲┧┲ ┵┷┨┤ ┫┤ 2010 ┧┲┨

╉′╇╅╉╇′｠  ╇╋╄′╇′｠
¨かぬゅぇ 〈┿[┿]¨╁┿, しこっちうぇかうしす こけ しゃはいはき し けぉとっしすゃっくくけしすぬの ╋〉╉ «╀『╀]»

23 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ こさう せつぇしすうう うしこけかくは-
のとっゅけ けぉはいぇくくけしすう ゅかぇゃに きせくうちうこぇかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ╇ゅけさは ╁かぇょうきうさけゃうつぇ ╉ぇさこけ-
ゃぇ し せつぇしすうっき こさっょしすぇゃうすっかっえ 62 こけあぇさくけえ 
つぇしすう 72 けすさはょぇ 《‶] こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう, けすょっかぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ こけあぇさくけゅけ 
くぇょいけさぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂〉 ╋』] [けししうう こけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, そうかうぇかぇ «╀っさひいけゃ-
しおうえ» ╂〉‶ ]¨ «╊》‶¨», ╂〉]¨ «╀っさひいけゃしおけっ 
かっしくうつっしすゃけ», ゅかぇゃ こけしひかおけゃ う こさっょしすぇゃう-
すっかっえ うくにた いぇうくすっさっしけゃぇくくにた けさゅぇくういぇちうえ 
こさけてかけ いぇしっょぇくうっ こけ こさっょせこさっあょっくうの う 
かうおゃうょぇちうう つさっいゃにつぇえくにた しうすせぇちうえ う けぉっ-
しこっつっくうの こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう. ′ぇ しけゃっ-
とぇくうう さぇししきぇすさうゃぇかうしぬ ゃけこさけしに こけょゅけすけゃおう 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは お ゃっしっくくっ-かっす-

くっきせ こけあぇさけけこぇしくけきせ こっさうけょせ 2011 ゅけょぇ. 
[ってっくうっき おけきうししうう こけ つさっいゃにつぇえくにき しうすせ-
ぇちうはき (╉』]) ぉにかう けこさっょっかっくに おけくおさっすくにっ 
くぇこさぇゃかっくうは こけ けぉっしこっつっくうの こけあぇさくけえ 
ぉっいけこぇしくけしすう くぇしっかひくくにた こせくおすけゃ けす かっしくにた 
う すけさそはくにた こけあぇさけゃ. ] 28 きぇさすぇ こけ 1 ぇこさっ-
かは 2011 ゅけょぇ きっあゃっょけきしすゃっくくぇは おけきうししうは 
こさぇゃうすっかぬしすゃぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう こさっょ-
こけかぇゅぇっす こさけゃっょっくうっ こさけゃっさけお ゅけすけゃくけしすう 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは お こけあぇさけけ-
こぇしくけきせ こっさうけょせ, ゃ つぇしすくけしすう, けこっさぇすうゃくけっ 
しけいょぇくうっ ょけぉさけゃけかぬくにた こけあぇさくにた ょさせあうく ゃ 
くぇしっかひくくにた こせくおすぇた, ぇ すぇおあっ けこさっょっかっくうっ 
くぇたけあょっくうは こさけすうゃけこけあぇさくけゅけ うくゃっくすぇさは う 
けぉけさせょけゃぇくうは ょかは いぇとうすに くぇしっかひくくにた こせく-
おすけゃ けす かっしくにた こけあぇさけゃ.

ÏÎÆÀÐÛ  ÍÅ  ÇÀ  ÃÎÐÀÌÈ
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

¨ゅさけきくぇは ゅかにぉぇ しくっゅぇ しけ かぬょけき しけてかぇ し おさにてう ょけきぇ 
わ1 くぇ せか. ╁けしすけつくけえ ゃ きうくせゃてせの こはすくうちせ. ╁しひ こさけういけ-
てかけ さぇくけ せすさけき. ╉ しつぇしすぬの, くうおすけ こけょ かぇゃうくせ くっ こけこぇか, 
くけ うしこせゅぇくくにっ う ゃけいきせとひくくにっ ゅけさけあぇくっ うくすっさっしせのすしは: 
«╉せょぇ すけかぬおけ しきけすさはす おけききせくぇかぬくにっ しかせあぉに?!» ′ぇき すけあっ 
たけすっかけしぬ ぉに いくぇすぬ けすゃっす くぇ ねすけす ゃけこさけし. 

《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ
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  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹115 ÎÒ 18.03.2011
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ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22.12.2010 ¹1826-ÏÏ « Îá óòâåðæäåíèè  Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ ñõåì 

ðàçìåùåíèÿ  íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé  â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà  ñõåìû 
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.Óòâåðäèòü:
1.1.Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  (ïðèëàãàåòñÿ).
1.2.Ïîëîæåíèå î êîìèññèè  ïî ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  (ïðèëàãàåòñÿ).
1.3.Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 

ãîä (äàëåå – ñõåìà) (ïðèëàãàåòñÿ).
2.Êîìèòåòó ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Êîðÿêîâà Ë.Ê.) äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè ñõåìû  ïðèîñòàíîâèòü  

îòâîäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ðàçìåùåíèå  íîâûõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ  îáúåêòîâ, à òàêæå ñíîñ (äåìîíòàæ, ëèêâèäàöèþ) ñóùåñòâóþùèõ  íåñòàöèîíàðíûõ 
òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

3.Õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, îñóùåñòâëÿþùèå òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, è ôèçè÷åñêèå ëèöà â ñðîê äî 25.03.2011 
âïðàâå ïðåäñòàâèòü  â îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçìåùåíèþ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ 
îáúåêòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñõåìó.

4.Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé» è íà Èíòåðíåò - ñàéòå.
5.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Êàðïîâà È.Â. 

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                              È.Â.ÊÀÐÏÎÂ. 

Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.03.2011 ¹115
 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÑÕÅÌÛ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.03.2011 ¹115
 ÑÎÑÒÀÂ 

ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÑÕÅÌÛ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ  ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 18.03.2011 ¹115
ÏËÀÍ

 ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÑÕÅÌÛ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÍÀ 2011 ÃÎÄ

Ïðèëîæåíèå ê Ïëàíó
ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÎÏÈÑÜ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ È ÌÅÑÒ ÈÕ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

1.ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1.Êîìèññèÿ ïî ðàçðàáîòêå  ñõåìû  ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå — Êîìèññèÿ) 

îáðàçîâàíà  â öåëÿõ:
ðàçðàáîòêè ñõåìû  ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – ñõåìà);
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííóþ ñõåìó; 
ðàçâèòèÿ ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà;
îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè òîâàðîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû;
îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è  çàêîííûõ èíòåðåñîâ  þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
1.2.Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-

óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 28.12.2009 ¹381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.ÇÀÄÀ×È È ÔÓÍÊÖÈÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
2.1.Îñíîâíîé çàäà÷åé Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçîâàííîé òîðãîâëè, íàèáîëåå ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ Áåðåçîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2.2.Äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷ Êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
ðàçðàáàòûâàåò  ñõåìó; 
ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ î âîçìîæíîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè  âêëþ÷åíèÿ íîâûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ â óòâåðæäåííóþ ñõåìó.
2.3.Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
ó÷àñòâîâàòü  â ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåãóëèðóþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü;
ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå â Êîìèññèè íå âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòå-

ëåé ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé,  îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
àíàëèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ìåð ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ óñëóãàìè òîðãîâëè, äëÿ ÷åãî âïðàâå ïðèãëàøàòü íà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàïðàøèâàòü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ;

íàïðàâëÿòü ãëàâå Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ  íàèáîëåå ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
æèòåëåé óñëóãàìè òîðãîâëè.

3.ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
3.1.Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö è õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëü-

íîñòü íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
3.2.Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè è ïîäïèñûâàåòñÿ ñåêðåòàðåì.
3.3.Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.
3.4.Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì  ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè. Ïðè íåñîãëàñèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè ìîæåò  

ïèñüìåííî èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ.
3.5.Çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè  â óòâåðæäåííóþ ñõåìó íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé 

ïîñëå èõ ïîëó÷åíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ  çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå çà ïîäïèñüþ ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèññèè, ñîäåðæàùåå óêàçàíèå íà ïðèíÿòîå Êîìèññèåé ðåøåíèå è äàëüíåéøèé ïîðÿäîê äåéñòâèé.

3.6.Ïðèíÿòîå Êîìèññèåé ðåøåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîäãîòîâêè (èçìåíåíèÿ) ïðîåêòà ñõåìû (óòâåðæäåííîé ñõåìû).

ÄÓÌÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅØÅÍÈÅ ¹198 ÎÒ 17.03.2011
 Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ  ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÄÓÌÛ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ N5 ÏÈÑÖÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÐÓÄÎËÜÔÎÂÈ×À 
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå äåïóòàòà Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5 Ïèñöîâà Åâãåíèÿ Ðóäîëüôîâè÷à î äîñðî÷íîì 

ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 9 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.02.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ 
è ïðàâà íà ó÷àñòè â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüè 26 Óñòàâà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ÐÅØÈËÀ:
1. Ñ÷èòàòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 5 Ïèñöîâà Åâãåíèÿ Ðóäîëüôîâè÷à ïðåêðàùåííûìè 

äîñðî÷íî ñ 18 ìàðòà 2011 ãîäà íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì åãî íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó. 
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                       Å.Ñ.ÃÎÂÎÐÓÕÀ

ÄÓÌÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÅØÅÍÈÅ ¹199 ÎÒ 17.03.2011 
Î ÄÎÑÐÎ×ÍÎÌ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÄÓÌÛ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ  

ÏÎ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ N3 ÈËÜÈÍÛÕ ÑÅÐÃÅß ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×À 
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå äåïóòàòà Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 Èëüèíûõ Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à î äîñðî÷íîì 

ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 9 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.02.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ 
è ïðàâà íà ó÷àñòè â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüè 26 Óñòàâà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Äóìà Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ÐÅØÈËÀ:
1. Ñ÷èòàòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 3 Èëüèíûõ Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à ïðåêðàùåííûìè 

äîñðî÷íî  ñ 18 ìàðòà 2011 ãîäà íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì åãî íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó. 
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                       Å.Ñ.ÃÎÂÎÐÓÕÀ

¹ ï/ï ÔÈÎ Äîëæíîñòü 
1. Ïèñöîâ Å.Ð. çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
2. Àâåðêèåâ Þ.È. ãëàâà ï.Ñàðàïóëêè
3. Ãàëêèí À.Ì. ãëàâà ï.Ñòàðîïûøìèíñêà
4. Åìåëèí Ê.Â. ãëàâà ï.Ìîíåòíîãî
5. Çèìèíà Ñ.À. çàìåñòèòåëü ãëàâû ï.Êåäðîâêè
6. Êàçàíöåâà Ò.À. âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
7. Êîðÿêîâà Ë.Ê. ãëàâíûé àðõèòåêòîð Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
8. Êóçüìèíûõ Î.Â. ñïåöèàëèñò ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà
9. Ìîêðåöîâ À.Ê. ãëàâà ï.Ëîñèíîãî

10. Ñìûøëÿåâ Ä.Â. ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
11. Óïîðîâà Ã.È. ãëàâà ï.Êëþ÷åâñêà
12. Óïîðîâà Í.À. çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

¹ ï/ï Ýòàï ðàáîòû Ìåðîïðèÿòèå Ñðîê èñïîëíåíèÿ Îòâåòñòâåííûé
1. Èíâåíòàðèçàöèÿ èíâåíòàðèçàöèÿ ìåñò ôàêòè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ 

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

20.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  
ãëàâû òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ïîñåëêàì

èíâåíòàðèçàöèÿ çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ, âûäàííûõ  ðàç-
ðåøåíèé íà óñòàíîâêó íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ

20.03.2011 êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Áå-
ðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîìèòåò ïî  
àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó Áåðå-
çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

èíâåíòàðèçàöèÿ ñóáúåêòîâ, ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿþùèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñóùåñòâóþùèõ 
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ, ðàçìåùåííûõ íà 
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

20.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïðåäîñòàâëåíèå â îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîé èíâåíòàðèçàöèè

20.03.2011 êîìèòåò ïî  àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïîäãîòîâêà è ïðåäîñòàâëåíèå íà óòâåðæäåíèå ãëàâå 
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíâåíòàðèçàöèîííîé 
îïèñè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïëàíó

22.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  

ïðîâåäåíèå ñîãëàñîâàíèÿ  ñ Ìèíèñòåðñòâîì ïî óïðàâëåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ïî 
âêëþ÷åíèþ â ñõåìó íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è 
ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé (ôåäåðàëüíîé è 
îáëàñòíîé) ñîáñòâåííîñòè

22.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  

2. Ð à ç ð à á î ò ê à 
ïðîåêòà ñõåìû 

ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé  ïî ðàçìåùåíèþ 
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ   îáúåêòîâ

ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ êîìèññèÿ

ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ïåðñïåêòèâíûì ìåñòàì  
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ â ïðîåêòíûå ïëàíû

25.03.2011 êîìèòåò ïî  àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïîäãîòîâêà ïðîåêòà òåêñòîâîé ÷àñòè  ñõåìû  è íàïðàâëåíèå 
â Ìèíèñòåðñòâî òîðãîâëè, ïèòàíèÿ è óñëóã Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè äëÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåäëîæåíèé ïî 
ðàçðàáîòêå ñõåìû

23.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà

ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îá óòâåðæäåíèè ñõåìû 

28.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ôîðìèðîâàíèå ñõåìû â âèäå ðååñòðà  â òàáëè÷íîé ôîðìå 28.03.2011 îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíè-
ñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïåðåíåñåíèå ïðîåêòà ñõåìû íà êàðòîãðàôè÷åñêîå 
èçîáðàæåíèå

â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé 
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðååñòðà

êîìèòåò ïî  àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâó Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

]こっちうぇかうしすに せこさぇゃかっくうは 
けぉさぇいけゃぇくうは ゃっょせす さぇぉけ-
すせ こけ しけいょぇくうの 【おけかぬくけえ 
しかせあぉに こさうきうさっくうは, おけすけ-
さぇは しすぇくっす こさけょけかあっくうっき 
こさけっおすぇ «╂けさけょ ぉっい あっしすけ-
おけしすう お ょっすはき». 

– ╁ こっょぇゅけゅうおっ こけはゃうかけしぬ 
くけゃけっ こけくはすうっ  «けきぉせょしきっく» – 
つっかけゃっお, おけすけさにえ いぇくうきぇっすしは 
しけぉかのょっくうっき こさぇゃ ょっすっえ ゃ けぉさぇ-
いけゃぇすっかぬくけき こさけしすさぇくしすゃっ. ぁすう 
かのょう う ぉせょせす さぇぉけすぇすぬ ゃ くけゃけえ 
しかせあぉっ, – けぉなはしくはっす ┿かっおしっえ 
╀さぇすつうおけゃ, くぇつぇかぬくうお せこさぇゃかっ-
くうは けぉさぇいけゃぇくうは けおさせゅぇ. – ╋に くっ 
こにすぇっきしは こけょきっくうすぬ うくしこっおちうの 
こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっすくうた, 
すぇお おぇお ゃ けしくけゃくけき しかせあぉぇ ぉせょっす 
くぇちっかっくぇ くぇ さってっくうっ きっあねすくう-
つっしおうた う きっあおけくそっししうけくぇかぬくにた 
おけくそかうおすけゃ. 

¨ しけいょぇくうう くけゃけゅけ こけょさぇい-
ょっかっくうは ┿かっおしっえ ╁はつっしかぇゃけゃうつ 
さぇししおぇいぇか せつぇしすくうおぇき けぉかぇしす-
くけゅけ しっきうくぇさぇ, こけしゃはとひくくけゅけ 
ゃけしこうすぇくうの すけかっさぇくすくけしすう う 
こぇすさうけすういきぇ しさっょう せつぇとうたしは 
– こさっょしすぇゃうすっかっえ さぇいかうつくにた 
おせかぬすせさ. ‶っょぇゅけゅけゃ うい ┿しぉっしすぇ, 
‶けかっゃしおけゅけ, [っあぇ, ╉さぇしくけせそうき-
しおぇ う ょさせゅうた ゅけさけょけゃ こさうくうきぇか 
かうちっえ わ7, ねすけ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけっ 
せつさっあょっくうっ – けょくけ うい しぇきにた 
ぇおすうゃくにた せつぇしすくうおけゃ こさけっおすぇ 
«〉さぇか きくけゅけくぇちうけくぇかぬくにえ», 
かうちっうしすに こけしすけはくくけ ゃっょせす ねおし-
こっょうちうけくくけ-こけうしおけゃせの ょっはすっかぬ-
くけしすぬ う ういせつぇのす すさぇょうちうう あう-
すっかっえ 〉さぇかぇ. ╉さけきっ すけゅけ, かうちっえ 
– ねおしこっさうきっくすぇかぬくぇは こかけとぇょおぇ 
けぉかぇしすくけゅけ こさけっおすぇ «〉さぇか. 』っ-
かけゃっお. ╇しすけおう». 

╀っさひいけゃしおうっ こっょぇゅけゅう さっぇかう-

いせのす うくすっさっしくにっ こさけっおすに こけ 
ゃけしこうすぇくうの すけかっさぇくすくけしすう う 
こぇすさうけすういきぇ.  ′ぇすぇかぬは ]ぇゃつっく-
おけ, こさっこけょぇゃぇすっかぬ ておけかに わ2, 
さぇししおぇいぇかぇ け すさぇょうちうけくくけえ «‶け-
おさけゃしおけえ はさきぇさおっ», ゅけすけゃはしぬ お 
おけすけさけえ, ょっすう ういせつぇのす そけかぬおかけさ, 
おせたくの, すさぇょうちうう さぇいかうつくにた くぇ-
さけょけゃ. ╋ぇさうくぇ ]すっこつっくおけゃぇ, 
こさっょしすぇゃかはのとぇは ¨〉 わ1,  ゃきっしすっ 
し ょっすぬきう しけゃっさてぇっす ねおしこっょうちうう ゃ 
しゃけえ さけょくけえ こけしひかけお ]ぇさぇこせかおせ, 
ゅょっ ておけかぬくうおう けぉとぇのすしは し ゃっすっ-
さぇくぇきう ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ 
ゃけえくに, ういせつぇのす うしすけさうの くぇ あう-
ゃにた こさうきっさぇた. ╁ ゅかせぉうくおっ さぇし-
こけかぇゅぇかぇしぬ ぇさすっかぬ, ゅょっ  ょっかぇかう 
ぉさうつおう う しぇくう ょかは しけゃっすしおけえ ぇさ-
きうう, う しけたさぇくうかしは ょけき, ゃ おけすけさけき 
ゅけしすうか ╂っけさゅうえ ╅せおけゃ. ¨ぉけ ゃしひき 
ねすけき せつうすっかは さぇししおぇいぇかう おけかかっ-
ゅぇき うい ておけか けぉかぇしすう. 

Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà <*> (1)                   Èíôîðìàöèÿ î íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ   <*> (2)                      

èäåíòèôè
êàöèîííûé

íîìåð  
ìåñòà  

ðàçìåùåíèÿ  

âèä   
ìåñòà 
ðàçìå-
ùåíèÿ 
<*>   
(3)   

êàäàñòðîâûé
íîìåð ìåñòà
ðàçìåùåíèÿ 
(çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, çäàíèÿ,  
ñòðîåíèÿ, 

ñîîðóæåíèÿ)

ôîðìà   
ñîáñò-  

âåííîñòè
(êîä    

ÎÊÔÑ)   

íàèìåíîâàíèå   
ñîáñòâåííèêà 

àäðåñ   
(àäðåñíûå 
îðèåíòèðû)

ïëîùàäü öåëü   
èñïîëüçîâàíèÿ

<*> (4)

êîëè-   
÷åñòâî  

îáúåêòîâ

ïðåäíàçíà÷åíèå     
äëÿ       

èñïîëüçîâàíèÿ     
ñóáúåêòàìè

ìàëîãî    
áèçíåñà   

ïåðèîä,  íà êîòîðûé   
ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåùåíèå   

îáúåêòà     
íåñòàöèîíàðíîé 

òîðãîâëè    

èäåíòèôèêàöè-
îííûé

íîìåð  îáúåêòà  
<*> (5)  

âèä  
îáúåêòà
<*> (6)

ñïåöèàëèçàöèÿ    
îáúåêòà  
<*> (7)  

àññîðòèìåíò    
<*> (8) 

ïëîùàäü (êâ.ì) 

îáùàÿ òîðãîâàÿ

íà÷àëî îêîí÷àíèå

<*> (1) Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå è åãî íàèìåíîâàíèå, ñòðîåíèå è åãî íàèìåíîâàíèå, ñîîðóæåíèå è åãî íàèìåíîâàíèå.
<*> (2) Óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî êàæäîìó îáúåêòó íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè.
<*> (3) Óêàçûâàåòñÿ âèä ìåñòà ðàçìåùåíèÿ: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çäàíèå è åãî íàèìåíîâàíèå, ñòðîåíèå è åãî íàèìåíîâàíèå, ñîîðóæåíèå è åãî íàèìåíîâàíèå.
<*> (4) Óêàçûâàåòñÿ öåëü èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ: ïåðåäâèæíûå íåñòàöèîíàðíûå îáúåêòû; îáúåêòû ñåçîííîãî õàðàêòåðà â çîíàõ îòäûõà; òîðãîâûå 
àâòîìàòû; ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû (äëÿ ïðîäàæè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ óçêîãî àññîðòèìåíòà ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäèòåëåé 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè); ñåçîííûå îáúåêòû; ÿðìàðêè ïî ïðîäàæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè; îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà; çîíû îòäûõà íàñåëåíèÿ.
<*> (5) Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð îáúåêòà äîëæåí áûòü ñîñòàâíûì è ñîäåðæàòü èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ìåñòà ðàçìåùåíèÿ è íîìåð îáúåêòà.

<*> (6) Óêàçûâàåòñÿ âèä íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà: ïàâèëüîí, ïàâèëüîí â ñîñòàâå îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà, êèîñê, êèîñê â ñîñòàâå îñòàíîâî÷íîãî 
êîìïëåêñà, ïàëàòêà, ëîòîê, òåëåæêà, êîðçèíà èëè èíîå ñïåöèàëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå, àâòîìàãàçèí (àâòîëàâêà), àâòîöèñòåðíà, àâòîïðèöåï (òîíàð), ñåçîííîå (ëåòíåå) 
êàôå, àâòîêàôå, òîðãîâûé àâòîìàò, íèçêîòåìïåðàòóðíûé ïðèëàâîê.
<*> (7) Óêàçûâàåòñÿ ñïåöèàëèçàöèÿ îáúåêòà: ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû.
<*> (8) Óêàçûâàåòñÿ îñíîâíàÿ ãðóïïà òîâàðîâ, ïîäëåæàùàÿ ïðîäàæå äëÿ âîñïîëíåíèÿ íåäîñòàòêà òåõ èëè èíûõ ãðóïï òîâàðîâ (ðûáà, ìÿñî, êîëáàñû, àëêîãîëüíûå 
íàïèòêè, êâàñ, ïèâî, ìèíåðàëüíûå âîäû, òàáà÷íûå èçäåëèÿ, ìîðîæåíîå, îâîùè, ôðóêòû è èíîå; õîçòîâàðû, ýëåêòðîòîâàðû, îäåæäà, îáóâü, êíèãè, ãàçåòû, æóðíàëû, 
áàõ÷åâûå êóëüòóðû, øêîëüíî-ïèñüìåííûå òîâàðû è (èíîå)).

ÌÈÐÈÑÜ, ÌÈÐÈÑÜ! 
╁ ゅけさけょっ ぉせょっす しけいょぇくぇ 【おけかぬくぇは しかせあぉぇ こさうきうさっくうは

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ぇゃすけさぇ 

╃っすう こけょゅけすけゃうかう すゃけさつっしおうっ くけきっさぇ, こさっょしすぇゃかはのとうっ 
すぇすぇさしおせの, ぉぇておうさしおせの, ぇさきはくしおせの う させししおせの おせかぬすせさに. 
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╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66076. 〈うさぇあ 3030. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

づぎとずんぜん

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

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

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

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения - 2 месяца.

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゅっくす こけ さっおかぇきっ. 4-40-56.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╉かぇょけゃとうお (きせあつうくぇ), ゃにしけ-
おぇは い/こ, しけちこぇおっす. 8-953-04-26-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶ぇさうおきぇたっさに. 8-908-63-39-161.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ ′‶‶ "╂ぇききぇきっす" しさけつくけ すさっ-
ぉせっすしは しすぇくけつくうお ょっさっゃけけぉさぇぉぇ-
すにゃぇのとうた しすぇくおけゃ. 4-68-00.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ おさせゅかけしせすけつくにえ 
き-く. 8-912-26-98-240.

[╄╉╊┿╋┿

• «[『 ╁けしすけお» すさっぉせっすしは 
せぉけさとうお(ちぇ) くぇ しおかぇょ (2-は こさけき-
いけくぇ ′けゃけしゃっさょかけゃしおけえ 〈ぁ『). ′ぇ 
こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ, い/こ 12 す.さ. 8 
(343) 375-32-23, 286-06-42.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ]さけつくけ! 2-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 
せか. ‶さけかっすぇさしおぇは. 8-908-92-71-559.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ (させししおうき), 14 き2, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, くぇ ょかうす. しさけお. 
8-922-61-13-722.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. 『うけかおけゃしおけ-
ゅけ, 14. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-
67-219.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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» 10-40 き2. 〉か. 
╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし, ちっくすさ. 8-922-20-14-335.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╀ぇくお しくうきっす 1-おけきく. おゃ. ょかは 
しけすさせょくうおけゃ. 8-912-20-04-676.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. 『うけかおけゃしおけ-
ゅけ, 14. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, くぇこさけすうゃ ょぇきぉに, 9 しけす., 
くけゃにえ ょけき, 6た9, ぉぇくは 6た7, ゅぇさぇあ, 
しおゃぇあうくぇ, くぇしぇあょっくうは, さはょけき 
さっおぇ, かっし. 『. 2000 す.さ. 8-952-72-
89-396.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., 5/5, 62/54/7,6. 『. 
2600 す.さ. うかう けぉきっく. [ぇししきけすさの 
ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-おう, 20 き2, 14 き2, 
10 き2, こけょ しすさ-ゃけ あうか. ょけきぇ, 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]けかくっつくにえ, 
さぇいさぇぉけすぇくに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• 2 しぇょけゃにた せつ-おぇ, 10 しけす., せか. 
《ういおせかぬすせさくうおけゃ. 8-909-01-48-435.

[╄╉╊┿╋┿ • ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╇いゅけすけゃうき ょゃっさう ょかは ぉぇくう. 
8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

• ぃさ. せしかせゅう. 8-922-20-14-335.
[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ. ′っょけさけゅけ. 
8-909-00-89-222.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき, せしすぇくけゃうき さってっ-
すけつくにっ いぇぉけさに うい こさけそくぇしすう-
かぇ. ╀にしすさけ, おぇつっしすゃっくくけ. 8-908-
91-22-104.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, とっぉっくぬ, けすしっゃ, くぇゃけい, 
せゅけかぬ, おっさぇきいうす. ]ぇきけしゃぇか 1-3 
き3. 8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

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. (34369) 4-24-
24, (343) 213-213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-909-01-88-703.
[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす 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. 
4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿╁ぇおぇくしうう

′っょゃうあうきけしすぬ

〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ╅うゃけすくにっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]けすけゃにえ すっかっそけく Samsung 
4600 (しかぇえょっさ), ぉ/せ. ╃けおせきっくすに. 『. 
2500 させぉ. 8-922-13-55-460.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╊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.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• «》けくょぇ こぇさすくっさ», 2001 ゅ.ゃ. 
8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

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. [╄
╉╊

┿╋
┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞

• ━┍┃┇┑┄┊┛ ┐ ┊/〞 "ケヱグ┄┊┛" (┑┄┏┋┍─┒┃┉〞)

• ┎┍┋┍┘┌┇┉ ┎┄┉〞┏┞ (┋┒┅┖┇┌〞)

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ



]╃┿╋
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.

]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., 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
• 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. ╋うさぇ, 1, き/し, 18 き2, 4/5, おうさこ., 
つ/こ. 『. 790 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• せか. ╋うさぇ, 1, き/し, 12,7 き2, 4/5, おうさこ., 
つ/こ, しけしす. たけさ. 『. 650 す.さ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• 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.
• 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. ╋.-]うぉうさはおぇ, 5, 1/5, こぇくっかぬ, 
28,5/17/6, さっきけくす – ょっおぇぉさぬ 2010 ゅ., 
こか. けおくぇ, くけゃ. しぇくすったくうおぇ, き/ょゃっさう, 
しっえそ-ょゃっさぬ. 『. 1440 す.さ. 〈っか. 8-908-
91-03-795.

• 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.
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, 4/5, こぇくっかぬ, 
44/30/6, しすっおかけこぇおっす, ておぇそ-おせこっ. 『. 
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. ╉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. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 4╀, "たさせと.", 
58/43/6, 1/4, おうさこうつ, いぇきっくぇ すさせぉ,  
ねか.こさけゃけょ., くけゃ. しぇくすったくうおぇ. 『. 
1900 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• 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., しすっおかけこぇお., 
ゃしすさけっく. おせた. ゅぇさくうすせさ. 『. 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. 『. 2000 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 7, せ/こ, 64/40/8,5, 
4/5, こぇくっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 
2650 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, 
67 き2, 3 おけき-すに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 2 すっこかうちに, ゅぇさぇあ 48 き2, いっき. 
せつ-お 11 しけす. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ. 『. 3200 す.さ. 〈っか. 8-902-87-
44-311.
• 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. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおうえ. [ぇししきけすさの かのぉにっ ゃぇさうぇくすに. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ぉさっゃっく., ぉかぇゅ., 3 
おけきくぇすに + おせたくは, くけゃ. ぉぇくは, ょっすしお. 
こかけとぇょおぇ, くぇゃっし くぇ ょゃっ きぇてうくに, 
6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 3000 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. 8 ╋ぇさすぇ, ぉさっゃ., 36 き2, 8,5 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは こけ 
せかうちっ. 『. 1950 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉさっゃっくつ., 51 き2, 2 おけきくぇすに + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 9 しけす. ゃ しけぉしす. 
『. 2400 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• せか. 9 ぅくゃぇさは, 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. 『. 3900 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. ]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.

]′╇╋〉
• 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.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

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
′╄╃╁╇╅╇╋¨]〈╇, 〈[〉╃┿, 〉]╊〉╂

]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

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. 
『. 430 す.さ. 〈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

′っょけしすさけえ
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ‶ぇさすういぇく, 
15 しけす. ゃ しけぉしすゃ., S – 340 き2/250 き2, 
3-ねすぇあく., くぇ せつ-おっ あうかけえ ょけき 50 き2, 
ぉさっゃっくつぇすにえ, ゅぇい, ゃけょぇ, ゅぇさぇあ, ぉぇくは. 
『. 5700 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
╉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 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. 【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.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 53 き2, ゃ 
くけゃけき ょけきっ. 『. 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

せか. ]ゃけぉけょに, 2003 ゅ.こ., 110 き2, 2 
ねすぇあぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ, ぉぇくは, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく. 『. 6000 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.

』ぇしすぬ けそうしぇ, っしすぬ きっぉっかぬ, けたさぇくぇ, 
すっかっそけく, うくすっさくっす. 8-912-24-59-989.

1-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, 4/5, おうさこうつ, 
30,2/18/6, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 
1550 す.さ.
• ¨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. ╉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.
• 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. 
『. 1680 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. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 26, 2/2, おうさ-
こうつ, 57,5/35,5/10, し/せ ぉっい ゃぇくくに, 
ゃぇくくぇ くぇ おせたくっ, ょゃぇ ぉぇかおけくぇ. 『. 
1600 す.さ. ¨ぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. くぇ 
]けゃっすしおけき.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12┿, 4/5, おうさこうつ, 
63/39,6/7,7, 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. 『. 2600 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, ぉ/ぉ, ねかっお-
すさけこかうすに, たけさ. さっきけくす. 『. 1650 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. ╇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.
• ╊けしうくおぇ, こけし. ╆っかっくにえ ╃けか, 43,8 
き2, 20 しけすけお, しおゃぇあうくぇ, こっつくけっ けすけ-
こかっくうっ. 『. 1200 す.さ.

• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 2 ねすぇあぇ (1-え 
ねすぇあ ちけおけかぬくにえ), 74 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ちっくすさぇかぬくぇは, し/せ ゃ ょけきっ, 11,5 しけすおう. 
『. 3200 す.さ.
• せか. ╋うつせさうくぇ, ょっさっゃはくくにえ, 
38/28,9/5,5, ょゃっ おけきくぇすに, おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, せつぇしすけお 6,5 しけすおう. [ぇししきけ-
すさうき ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ くぇ 1-おけきく. 
おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき. 『. 2100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, あうかけえ, ょっ-
さっゃはくくにえ, 45 き2, ゅぇいけゃけっ けすけこかっくうっ, 
ゃけょぇ さはょけき, せつ-お 8 しけす. 『. 1960 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
• さ-く 〈ぁ『, おけか. しぇょ 100"┿", しぇょ. せつ-お 
7 しけす., ょけき 2-ねすぇあくにえ くっいぇゃっさてっく-
くけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ うい すゃうく ぉかけおけゃ 
11*8. 『. 2000 す.さ.
• 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.

╁くうきぇくうっ!
╇いきっくうかけしぬ さぇしこうしぇくうっ けそうしぇ 

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿.
╁ ぉせょくうっ ょくう さぇぉけすぇっき ょけ 1900.

]せぉぉけすぇ し 1000 ょけ 1300.

[╄╉╊┿╋┿



╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ., し ぉぇかおけくけき, こ. 【うかけゃおぇ. 
〈っか. 8-965-51-88-305.
• 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.

╉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

• 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.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 22, 5/5, さっきけくす. 
『. 1700 す.さ.
• 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. 〈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.
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. 『. 800 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. 『. 1700 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. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12┿, おうさこ., 4/5, 63 
き2, ゃ けすか. しけしすけはくうう. 『. 2650 す.さ.
• 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. 
『. 3300 す.さ.
• 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. 〈けさゅ. ╇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. 
′っょけさけゅけ. ╁けいきけあくぇ こさけょぇあぇ こけ しっさ-
すうそうおぇすせ.
╃けきぇ
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 35 き2, 
ょっさっゃ., 14 しけすけお, ぉぇくは くけゃぇは, ゅぇい こけ 
せかうちっ. 『. 1800 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ‶けかっゃぇは, 50 き2, 
ょっさっゃ., 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃっく. 
『. 1000 す.さ.
• おけか. しぇょ "‶ぇくけさぇきぇ", S – 60 き2, 2 
ねすぇあぇ, おうさこうつ + ょっさっゃけ, ねか-ゃけ, ゃけ-
ょけこさけゃけょ, かっすくはは ぉっしっょおぇ, ゃっさぇくょぇ, 
ぉぇくは, 5 しけすけお ゃ しけぉしすゃっく., けおけかけ 
こさせょぇ. 『. 1300 す.さ.
• 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.

╁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. • 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. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, ょっ-
さっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 13 しけす., せつ-お 
てうさけおうえ, せょけぉっく ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
せかうちぇ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくぇ. 『. 3000 す.さ.
• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1700 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすおう 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. ]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. ‶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
• さ-く 『っくすさ ¨さょあけくうおうょいっ, 8 しけすけお 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ., おけききせくうおぇちうう こけ 
せかうちっ. 『. 1600 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 15 
しけす. いっきかう. 『. 600 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 8 しけす. いっきかう. 『. 750 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╆ぇさっつくぇは, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしす. 『. 900 す.さ.
• せか. ╆うきくはは, くっょけしすさけえ, S – 9た15 
き2, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 10,5 
しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ せかうちっ. 
『. 2900 す.さ. ╇かう きっくはの.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 59, こけょ 
きぇゅぇいうく, そっさきっさしおけっ たけいはえしすゃけ, 
おうさこ., S – 246 き2, せつ. 18 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 4100 す.さ.
• すせさぉぇいぇ "╉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.
• 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. 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, ′╀‶.
‶[¨╃┿╋
╉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.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 21, 48/28/9, さっ-
きけくす, しすっおかけこぇおっすに. 『. 2200 す.さ. 
• 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.
• せか. ╉けしにた, 6, 1/5, 52/38/6.
• せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 64/43/6,5, し 
さっきけくすけき. 『. 2550 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 おゃぇさすぇか, 8,5 しけす., ょけき おうさこ. 
30 き2, くけゃぇは ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちに, 
さっおぇ. 『. 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.
• 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, 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.

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.

• 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.
• 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., 12 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, しきっあく., 22,5 き2. 『. 800 
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
• せか. 【うかけゃしおぇは, 21, おうさこうつ, 4/5, 
31/18/6, せ/こ, つ/こ. 『. 1650 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-24-408.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 15, 
4/5, おうさこうつ, せ/こ. 『. 1070 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. 8-965-51-88-305.
• き-く ]けゃっすしおうえ, "ぉさっあ.", こぇくっかぬ, 
しけしす. たけさけてっっ. 『. 1980 す.さ. 〈っか. 
8-965-51-88-305.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╋けかけょっあくぇは, 2, 
2/4, 59/29/9,5. 『. 1550 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.
• 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

• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 6/7, 
101/63/11, しこっちこさけっおす, し/せ しけゃきっ-
とっく, 9 き2, すっこかにえ こけか, けすかうつくにえ 
さっきけくす, ょゃっ かけょあうう. 『. 5200 す.さ. 
〈っか. 8-922-13-18-399.
• 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. 8-965-
51-88-305.
• 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. 8-965-51-88-305.
• 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. 8-965-51-88-305.
• ]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. 8-965-51-88-305.
• 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. 『. 800 す.さ. 〈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.

せか. ]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, ぉっい 
ゃくせすさっく. けすょ., こかぇしすうお. けおくぇ, 
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, ゃにしけすぇ 3,5 き, こけか いぇかうゃ-
くけえ, ゅぇい, ゃけょぇ, ね/ね-380╁, きぇく-
しぇさょぇ, 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. ╁けいきけあくけ しすさけ-
うすっかぬしすゃけ ゃすけさけゅけ ょけきぇ. 
[ぇししさけつおぇ. ¨ぉきっく.
〈っか. 8-912-26-70-758.

′っあうかけっ こけきっとっくうっ
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 》けたさはおけゃぇ, 
72, ちけおけかぬくにえ ねすぇあ 230 き2 (ぉっい 
ゃくせすさっく. けすょ.), ゃたけょくぇは ゅさせここぇ 
40 き2, ね/ね – 380╁. 『. 8500 す.さ.
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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.

• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
ょけき し きっくぬて. こかけとぇょぬの. 
『. 2550 す.さ. 〈っか. 8-965-51-88-305.
╉けすすっょあう
• せか. ╁けさけすくうおけゃぇ, くけゃにえ, ぉかけお 
けぉてうす おうさこ., ぉかぇゅけせしすさけっく, 98 き2, 
ょゃせたねすぇあ., くけゃぇは ぉぇくは, 6 しけす. 『. 
5400 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお けぉてうす しぇえ-
ょうくゅけき, 110 き2, 2-ねすぇあくにえ, ゅけすけゃ お 
こさけあうゃぇくうの, ぉぇくは, かぇくょてぇそすくにえ 
ょういぇえく, 6 しけす. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• 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. 〈けさゅ.
〈っか. 8-902-27-83-703.
]ぇょに
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 "′うゃぇ", ょっ-
さっゃ. 2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, こさけゃけょはす ゅぇい, 6 しけす. [はょけき かっし, 
ゃけょけっき. ╁けいきけあくけしすぬ こさけこうしおう. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ 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.
• 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 しけすおう, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.  
• さ-く 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, おけか. しぇょ 
ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, 4,7 しけす. [ぇいさぇ-
ぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ. 『. 500 
す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, ょけき かっすくうえ, 
2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, ねか-
ゃけ, ゃけょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-おぇ. 『. 
500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ‶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
• さ-く ╊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, 5 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. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. ╇かう 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-965-51-
88-305.
• こ. 【うかけゃおぇ, 5 ゅぇ, ゃ ╇╅] こっさっゃっょっく. 
8-902-27-83-703.
• こ. ╋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. ]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. 8-965-51-88-305.
╂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.

1-, 2-, 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, 12┿, 60/39,3/7,5, 1/5, 
おうさこ., かけょあうは. 『. 2300 す.さ. ╀に-
しすさぇは こけおせこおぇ, たけさけてうえ すけさゅ. 〈っか. 
8-965-51-88-305.

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』.
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• 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. 『. 700 す.さ.
〉つぇしすおう
• いっき. せつ-お, 8 しけす. ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, 
╋けつぇかけゃおぇ, ]‶¨ わ127 "╃ぇつくうお", せか. 
〈けこけかうくぇは. 『. 150 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. 『. 200 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. 
『. 300 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., ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ., し きっぉっかぬの, こ. ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, こ. ]けゃっすしおうえ.
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ, 29 き2, ′╀‶.
╋╄′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. 『. 550 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. 』おぇかけゃぇ, 1┿, 2/2, おうさこ., おけき-
くぇすに しきっあくにっ, しけしす. たけさけてっっ. 『. 
1500 す.さ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4┿, 
1/5, せ/こ, おうさこ., 53/32/10, おけきくぇすに 
ういけかうさ., くぇ さぇいくにっ しすけさけくに, っゃさけさっ-
きけくす (くぇすはあくにっ こけすけかおう, かぇきうくぇす, ゃ 
しぇくせいかっ おぇそっかぬ), けたさぇくぇ. 『. 2560 す.さ.
• 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. 『. 2550 す.さ.
• ′╀‶, 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. 『. 2200 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┿, 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. 
╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. せ/こ.
• ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ.
『. 2450 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ., さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, し/こ, ょゃせたせさけゃくっ-
ゃぇは, 2-3 ねすぇあう, 116,5/51/14, 2 ぉけかぬ-
てうっ かけょあうう, 2 しぇくせいかぇ (ゃぇくくぇ う ょせ-
てっゃぇは おぇぉうくぇ). 『. 4300 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-
あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす. 
『. 3000 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, あ/ぉ こぇくっかう, 
57 き2, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 5 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 1950 す.さ.
• せか. 〉さぇかぬしおぇは, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 9 
しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2200 す.さ.
• 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. 『. 2100 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.
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せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

]′╇╋〉
• おけきくぇすせ, 1-, 2-おけきく. おゃ., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.
╉〉‶╊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 5-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6┿, 
18 き2, ょせて. 『. 680 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 1/5, 
30/17/7, あ/ょ, こかぇしす. けおくぇ, こっさっこかぇ-
くうさけゃおぇ, おけしき. さっきけくす. 『. 1500 す.さ.
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, 5/5. 『. 1550 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, 3/5. 『. 750 す.さ. ][¨』′¨.
• こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 650 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, 9/2, 2/5, 
おけきく. ういけかうさ. 『. 1650 す.さ.
• せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, こぇくっかぬ, 
3/5, ういけかうさ., 45/29/6. 『. 1800 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
22, 3/5. 『. 1280 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, せ/こ, 
64/40/8, ておぇそ-おせこっ, しっえそ-ょゃっさぬ. 『. 
2400 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさ., 
1/2. 『. 830 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, し/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. 『. 2100 す.さ.
╃けきぇ
• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 6 しけす., 54 
き2, ょっさ., 2-ねすぇあくにえ, ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 
2450 す.さ.
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 8,5 しけす., 30 き2, 
ょっさ., かっす. おせたくは, ぉぇくは, ゅぇい, ゃけょぇ こけ せか. 
‶さけょぇき うかう 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.

]╃┿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 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀うかうきぉぇっゃ-
しおぇは, 25/1, こぇくっかぬ, 9/16, 58 き2, ょけき 
しょぇく ゃ 2008 ゅ. 〈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. ╇しぇおけゃぇ, 24, こぇくっかぬ, 3/5, 
63/*/8, しけしす. けぉにつくけっ. 『. 2400 す.さ. 
〈っか. 8-922-17-99-230.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 
64/44/7, しけしす. くけさき. 『. 2350 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• 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.
• 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.
〉つぇしすおう
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. 〈させょけゃぇは, 8 しけすけお. 
┿さっくょぇ. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-
030.
• こ. ╋けくっすくにえ, 15 しけす. ゃ しけぉしす., 
ゃけょぇ, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230. 
╂ぇさぇあう
• せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ, 
27 き2, はきに しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 『. 
110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

• 1/
2
 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえゅけ-

さけょけゃぇ, ょっさ., けぉかけあ. 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, ち. 1100 
す.さ.
╉けすすっょあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, くっょけしすさけえ, こっさ. 
7-え ]っゃっさくにえ, 220 き2, おうさこ., 8 しけす. 
『. 4300 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, し 
きぇくしぇさょけえ, ょっさ., けぉて. しぇえょうくゅけき, 
ゃしっ せょけぉしすゃぇ, おさにす. ょゃけさ, ぉぇくは. 
『. 2300 す.さ. ╇かう けぉきっく.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 
そせくょ. + ぉかけおう, 6 しけす. 『. 1430 す.さ. 
╇かう けぉきっく.
• 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., ゃ たけさけてっき あうゃけこうし. きっしすっ. 
『. 600 す.さ.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす., ゃっすた. こけ-
しすさけえおう, しおゃぇあうくぇ, かっし. 『. 1200 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, 
ゃっすた. ょけき, 17 しけす., ゅぇい. 『. 630 す.さ.
]ぇょに
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 6 しけす., 2-ねすぇあ-
くにえ ょけき, 36 き2, ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ.
• 17 おき [っあ. すさぇおすぇ, 4 しけす., 2-ねすぇあ-
くにえ ょけき, ょっさ., 6た6, ねか-ゃけ. 『. 550 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[¨╃′╇╉", 7 しけす., 
ねか-ゃけ. 『. 370 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょけき し きぇくしぇさょけえ, ゃっ-
さぇくょけえ, 3 しけす., ゃけょけっき. 『. 400 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, しぇょに けす 3 ょけ 10 しけす. 
いっきかう し こけしすさけえおぇきう.
• こ. ╊けしうくにえ, 2,5 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ, 
かっし, かっす. ょけき. 『. 80 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-けく 7 ておけかに. 『. 100 す.さ.
• ′╀‶, 6た8, けゃけと. う しき. はきぇ. 『. 280 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.
‶[¨╃┿╋
╉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.
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. 『. 1300 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 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀うしっさすしおぇは, 
131, 7/9, こぇくっかぬ, 〉‶, 42,1/23,4/8, 
おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ しけゃき., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-912-20-
87-034.
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.
╃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.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せつ-お ゃ おけか. 
しぇょせ わ43, 4,3 しけすおう, ょけき 25 き2 し 
こっつくにき けすけこかっくうっき, しおゃぇあうくぇ, 
すっこかうちぇ. 『. 800 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. 『. 800 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╂ぇさぇあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ╂]╉ わ15, おぇこ. ゅぇさぇあ 
23 き2, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 350 す.さ. 〈っか. 
8-912-20-87-034.

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

〈っか. 3-22-90,
8-912-246-92-50,

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

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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┿′ «╁╄[′╇╉»
せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-90-31-708 
8-922-20-69-108

3-13-22
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶さけょぇき いっきかの こけょ 
いぇしすさけえおせ ゃにしけおけねすぇあくけゅけ 

ょけきぇ 25 しけす. 
こけ せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ.

¨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.
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, 16, 6/9, 50/30/8. 『. 
2250 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ.
╉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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

┋〞┗┇┌┒, ┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, ┑┏┒─┚

┇ ┑.┃. 
(343) 361-15-10

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん



]╃┿╋
• 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, 33, 3 ねすぇあ., し きっぉ. くぇ ょかうす. しさ. 
させししおけえ しっきぬっ. 『. 13 す.さ. + ねか. ねく. こけ 
おゃうすぇくちうう.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおけき う ゃ こさうゅけさけょっ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ ゃ 2-, 3-おけきく. おゃ. ′╀‶, こ. ]け-
ゃっすしおうえ.
• おけきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう ゃ かのぉけき さ-くっ.
• 1-おけきく. おゃ. "たさせと.", きおさく ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., きおさく ]けゃっすしおうえ, ′╀‶.
• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと.", "ぉさっあ.".
• ╃けき し ぉかぇゅけせしすさ. きおさく ]けゃっすしおうえ.
• 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, ′╀‶, ゃ こさうゅけさけょっ. 
][¨』′¨.
• 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. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╃っ-
おぇぉさうしすけゃ, 17, 2/2, おうさこ., つ/こ. 『. 850 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-45-036.
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. 『. 
1520 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. 『. 1400 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ╊っくうくしおうえ, 14, S – 27,5 き2, けすけ-
こかっくうっ う ゃけょぇ ゃ おゃぇさすうさっ, せょけぉしすゃぇ 
くぇ せかうちっ. 『. 580 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.
〉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. 『. 550 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 しけぉしすゃっく., ゃ おけか. しぇょせ  
"╃ぇつくうお", さはょけき ゃけょけっき. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇. 『. 90 す.さ. 
• ゃ さ-くっ 7 ておけかに, 25 き2, けゃけとくぇは う 
しきけすさけゃぇは はきに, くけゃにえ ょっさ. こけか, ねか. 
ねく. 『. 115 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
• おけきくぇすぇ, ゅ. ╉ぇきっくしお-〉さぇかぬしおうえ, 
せか. ╉せゅぇさっゃぇ, 3, おうさこうつ, おけさ. しうしすっ-
きぇ, 2/2, 18 き2, し ぉぇかおけくけき. 『. 330 
す.さ. ╁けいきけあくけ うしこけかぬいけゃぇくうっ きぇすっ-
さうくしおけゅけ おぇこうすぇかぇ. 
• 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. ‶さけかっすぇさしおぇは, せつ. 11 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. 
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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. ]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.
• 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, 24 4/5 32,2/14,3/7,2 ぉぇかおけく 1580 たけさけてっっ しけしすけはくうっ
1/1 せか. ╇しぇおけゃぇ, 7 1/9 51/17,1/18 かけょあうは 2050 っゃさけさっきけくす
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 51/31/8 ぉぇかおけく 2400 うょっぇかぬくけ こけょ けそうし
3/3 せか. ┿くせつうくぇ, 6 5/5 57/41/6 ぉぇかおけく 2200 こかぇしすうおけゃにっ けおくぇ
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

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

ょけき せか. 8 ╋ぇさすぇ 1/1 58/44/8 せつ-お 9,6 しけす. 3750
ゅぇい, ゃけょぇ, けぉきっく くぇ 

おゃぇさすうさせ

しぇょ
こ. 【うかけゃおぇ, お/し 

わ89
6 しけすけお 470 ねか-ゃけ

しぇょ
こ. 【うかけゃおぇ, お/し 

わ26
6 しけすけお

おぇこうす. ょけき, 
ぉぇくは, 

2 すっこかうちに
1250

ねか-ゃけ, かっすくうえ 
ゃけょけこさけゃけょ

しぇょ
こ. 【うかけゃおぇ, お/し 

わ27
4 しけすおう

かっすく. ょけきうお 
22 き2

560
ねか-ゃけ, かっすくうえ 
ゃけょけこさけゃけょ

しぇょ 44 おゃ-か, しぇょ わ32 6,5 しけすおう
おぇこうす. ょけき, 

ぉぇくは, 
2 すっこかうちに

1580
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 しさけつくけ 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

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2 Êîìíàòû â 3-õ êîìí.êâàðòèðå

Îâîùí. îòäåëåíèå 2/3 19 íåò 930 000ð.
êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä, ãàç
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

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

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä 

îãîðîä, ãàç, âîäà, òóàëåò íà 

óëèöå, ÷/ï, ä/ã

8-950-550-59-78

Àê. Êîðîëåâà, 12 1/5 35/20/7 íåò 1 500 000 ð. ñ/ó ñîâì., äîê. ãîòîâû 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 1 1/5 31/17/6 íåò 1 550 000 ð. ñòåêëîïàêåòû, çàìåíà òðóá 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 1 2/5 31/17/6 áàëêîí 1 520 000 ð. ñòåêëîïàêåòû, æ/äâåðü 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 4 2/5 30/17/6 áàëêîí çàñò. 1 570 000 ð.
ñòåêëîïàêåòû, ëàìèíàò, 

õîðîøèé ðåìîíò
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 18 5/6 38/16/7 ëîäæèÿ 1 750 000 ð.
êâ-ðà ñ îòäåëêîé, îáîè, 

ëàìèíàò
8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 38/15/8 ëîäæèÿ 1 349 800 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

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 7/9 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

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

Èñàêîâà, 22 3/5 48/29/9 ëîäæèÿ 2 200 000 ð. êîìí. èçîëèð., ñòåêëîïàêåòû 8-950-550-59-78

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

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 5 2/5 51/34/6 íåò 2 270 000 ð.
2 ñìåæíûå êîìíàòû, 

äóøåâàÿ êàáèíà, ñòåêëîïàê.
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 12 3/5 59/40/6 áàëêîí çàñò. 2 400 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 22 4/5 75/48/11 2 ëîäæèè 3 132 350 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

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

ç/ó ïîñ. 

Áåëîÿðñêèé, 

óë. Ñàäîâîäîâ

  6 105 000 ð. êàò. çåìåëü: çåìëè íàñåë. ïóíêòîâ 8-950-550-59-78

ÑÏÎ ¹ 115 

«×åðåìøàíêà»
  11 650 000 ð.

ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, âñå 

íàñàæäåíèÿ. Ìàë. ëåòíèé äîì
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, 22 öîêîëü/9 158,3 9 500 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 öîêîëü/9 77,3 4 990 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 öîêîëü/9 77,5 4 990 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 16À öîêîëü/6 465 7 000 000 ð. ïîä îôèñ, ìàãàçèí. Òðåíàæåðíûé çàë 8-922-111-8-112

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 20,31 913 950 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 28,82 1 181 620 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 15,74 708 300 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 37,57 1 502 800 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 15,42 693 900 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 31,92 1 276 800 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 13,93 626 850 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 27,4 1 068 600 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 21,03 841 200 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 44,2 1 768 000 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 12,9 516 000 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 71,46 2 358 180 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

Çàãâîçêèíà, 18 1/9 15 700 ð./ì2
ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí, îòäåë. âõîä, 

ïàðêîâêà
8-922-29-84-636

Çàãâîçêèíà, 18 1/9 30 600 ð./ì2
ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí, îòäåë. âõîä, 

ïàðêîâêà
8-922-29-84-636

╇‶ 【〉〈¨╁ 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.

• "╃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.
╂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».


