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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, 6 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき +5+7, くけつぬの 0+2
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 740 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 7 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ,

ょくひき +4+6, くけつぬの -1+1
╁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 736 きき さす.しす.
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31 きぇさすぇ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ しけしすけ-
はかけしぬ しけゃっとぇくうっ,  うくうちううさけゃぇく-
くけっ  ぇょきうくうしすさぇちうっえ ゅせぉっさくぇすけさぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.  ╁しすさっつぇ 
こさけたけょうかぇ し せつぇしすうっき 》せいうくぇ ┿かっお-
しぇくょさぇ ┿かっおしっっゃうつぇ, おけくしせかぬすぇくすぇ 
せこさぇゃかっくうは こけ ゃいぇうきけょっえしすゃうの し 
けさゅぇくぇきう きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっ-
くうは ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう, ぇ すぇおあっ し こさっょしすぇゃうすっかはきう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ゃ 
かうちっ ╇.╁. ╉ぇさこけゃぇ, 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 ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, ╄.[. ‶うしちけゃぇ, 
いぇきっしすうすっかは ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, 
╄.]. ╂けゃけさせたう, こさっょしっょぇすっかは ╃せきに 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, 
╇.┿. 】ひかけおけゃぇ, こさっょしっょぇすっかは ‶さっ-
いうょうせきぇ ]けゃっすぇ ょうさっおすけさけゃ こさけ-
きにてかっくくにた こさっょこさうはすうえ ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, ╊.′. 
╊っせてうくけえ, いぇきっしすうすっかは こさっょしっょぇ-
すっかは ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

′ぇ さぇししきけすさっくうっ ぉにか ゃにくっしっく 
ゃけこさけし け こっさしこっおすうゃぇた ういきっくっ-
くうは くぇ すっささうすけさうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ そけさきに せこさぇゃ-
かっくうは すっささうすけさうっえ, ぇ うきっくくけ, 
ゃゃっょっくうっ うくしすうすせすぇ しうすう-きっくっょ-
あっさぇ. ╁ たけょっ ょうしおせししうう こさっょ-
しすぇゃうすっかう ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
ゃにしおぇいぇかう っょうくけょせてくけっ う おぇすっ-
ゅけさうつくけっ きくっくうっ け しけたさぇくっくうう 
こさはきにた ゃにぉけさけゃ ゅかぇゃに ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ くぇしっかっ-
くうっき けおさせゅぇ. 

[っいのきうさせは うすけゅう ゃしすさっつう, 
こさっょしすぇゃうすっかぬ ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゅせぉっさくぇすけさぇ ゃにしおぇいぇか こけ ねすけきせ 
ゃけこさけしせ しゃけの すけつおせ いさっくうは, おけすけ-
さぇは いぇおかのつぇっすしは ゃ すけき, つすけ ┿.]. 
╋うてぇさうく ゃしっゅょぇ しすぇさぇっすしは せつうすに-
ゃぇすぬ きくっくうっ くぇしっかっくうは う ゃ しゃはいう 
し さっょおうき っょうくけょせてうっき あうすっかっえ 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
こけ ょぇくくけきせ ゃけこさけしせ, ゃこさっょぬ すっきぇ 
ゃゃっょっくうは しうすう-きっくっょあっさぇ ゃ けすくけ-
てっくうう ╀っさひいけゃしおけゅけ こけょくうきぇすぬしは 
くっ ぉせょっす.
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«BazaRU.NET», «Non stress», «′っそけさきぇす», 
«‶けかくにえ こさうゃけょ» う «‒» くぇ こさけすはあっくうう すさひた 
つぇしけゃ ゃにはしくはかう おすけ あっ うい くうた しきってくっっ. ′ぇ-
ぉかのょぇかう いぇ のきけさうしすうつっしおうきう ういにしおぇきう おぇ-
ゃねねくとうおけゃ すけかぬおけ こさっょぇくくにっ ぉけかっかぬとうおう, 
こけしおけかぬおせ ゃしっ きっしすぇ ゃ しぇきけき ぉけかぬてけき ゅけさけょ-
しおけき いぇかっ さぇしおせこうかう おけきぇくょに, う ぉうかっすけゃ くぇ 
こけこせかはさくけっ ゅけさけょしおけっ きっさけこさうはすうっ ゃ こさけ-
ょぇあっ くっ ぉにかけ. ]さぇいせ け たけさけてっき: すさぇくし-
かはちうの ╉╁′ぇ ゃに しきけあっすっ せゃうょっすぬ ゃ ゃに-
たけょくにっ, くぇ きっしすくけき すっかっおぇくぇかっ «╁っお 
すっかっゃうょっくうは». 〈けつくけっ ゃさっきは こけおぇいぇ きに 
しけけぉとうき ゃ しかっょせのとうた ゃにこせしおぇた. 

╁ きぇししけゃけき しすぇさすっ しさぇいせ くぇきっすうかうしぬ はゃくにっ 
かうょっさに – おけきぇくょに-くけゃうつおう «‶けかくにえ こさうゃけょ» う 
«‒». ‶っさゃにっ ょっぉのすぇくすに こさけゃっかう こさうゃっすしすゃうっ 
こけょ ょっゃういけき «╀っさひいけゃしおうえ こさうゃけい» う «╊ぇく-
ょけ» しこぇしせす きうさ», う しさぇいせ こけおけさうかう いぇか しゃけうきう 
けしすさけすぇきう: 

‶さけたけょうす しけぉさぇくうっ ゅけさけょしおけえ ねかうすに こけ 
こけゃけょせ すせてっくうは こけあぇさけゃ:

– ╉ぇお きに ぉせょっき すせてうすぬ?

 – ╁しひ おぇお きに かのぉうき: けゅけさけあっくくぇは 
すっささうすけさうは, ゃうこ-すさうぉせくに う ゃけす し ねすうた 
ゃうこ-すさうぉせく きに う ぉせょっき すせてうすぬ. 

ぁすぇ おけきぇくょぇ こけょきっすうかぇ ゃしっ きっしすっつおけゃにっ 
こさうおけかに, こけねすけきせ うた のきけさ ぉにか «くぇ せさぇ» 
こさうくはす いぇかけき: 

╂かせこにっ ゃけこさけしに くぇてっゅけ ゅけさけょぇ: 
– ]かにてぇかぇ, くぇこさけすうゃ ぇょきうくうしすさぇ-

ちうう くけゃせの きくけゅけねすぇあおせ しすさけはす. 
– ╃ぇ, ぇ おすけ しすさけうす? 
– ╁ぇせ, そっしすうゃぇかぬ そっえっさゃっさおけゃ! 》け-

さけてっくぬおうえ ょっくぬ さけあょっくぬは, ょぇ? 
– ╃ぇ, ぇ せ おけゅけ? 
«‶けかくにえ こさうゃけょ» こけかせつうか きぇおしうきぇかぬ-

くにえ ぉぇかか う いぇ おけくおせさし ゃうょっけさけかうおけゃ, すっきぇ 
おけすけさけゅけ – こさけゃっょっくうっ 』っきこうけくぇすぇ きうさぇ 
こけ そせすぉけかせ ゃ ╀っさひいけゃしおけき. ╁ うた きうくう-そうかぬ-
きっ さっぇかぬくにっ こぇちぇくに うい «╀っさひいけゃしおけゅけ こさう-
ゃけいぇ» ゃきっしすっ し ╉けかはくけき, ゅかぇゃくにき ゅっさけっき 
すっかっしっさうぇかぇ くぇ 〈′〈, ゅけすけゃうかうしぬ お こさうひきせ 
そせすぉけかうしすけゃ. 

╁きっしすっ し «‶けかくにき こさうゃけょけき» いゃっいょうか 
«‒» – しぉけさくぇは きけかけょひあう. ╇くぇつっ, おぇお 

あっしすぬ, うた こさうゃっすしすゃうっ くっ くぇいゃぇすぬ. 
]きっかにっ う ょっさいおうっ さっぉはすぇ こさうゅけすけゃうかう 
すっさきけはょっさくにえ のきけさうしすうつっしおうえ おけおすっえかぬ 
うい しきってくにた さっこさうい う けこぇしくにた こけかうすうつっ-
しおうた てせすけお.

╊っすけき 2011 ゅけょぇ こさけういけえょひす しかう-
はくうっ ぉっさひいけゃしおうた しぇかけくけゃ おさぇしけすに 
«╀けゅっきぇ» う «╀ねかぬ». [ぇぉけつっっ くぇいゃぇくうっ 
«╀けぉねかぬ». 

┿ しぇきにき けたさぇくはっきにき  こぇさおけき ゃ 
[けししうう ぉにか こさういくぇく ╀っさひいけゃしおうえ 
こぇさお こけぉっょに: ゃっょぬ っゅけ けたさぇくはのす 
けょうく ╀╋‶, ょゃっ いっくうすおう, さぇおっすくうちぇ う 
ゅけこくうつおう. 

╁ 『╂╀ ゃきっしすけ ゃしった ゃさぇつっえ ぉにか こさう-
くはす ╋ぇかぇたけゃ, しさっょしすゃ くぇ かっつっくうっ 
きっくぬてっ, ぇ ねそそっおす すけす あっ. 

╀っいょっえしすゃせのとうえ つっきこうけく こさけてかけゅけ ゅけょぇ, おけ-
きぇくょぇ «BazaRU.NET», くっ しきけゅ こけゃすけさうすぬ しゃけえ 
すさうせきそ くぇ ぉうし. ′にくつっ ゅさぇょせし しきってくけゅけ さっぉはすぇ 
こけくういうかう, くけ おぇお ゃしっゅょぇ こさっょしすぇゃうかう ゃっしぬきぇ おぇ-
つっしすゃっくくにえ ╉╁′ し こさけょせきぇくくにき しのあっすけき う っょう-
くけえ うょっっえ.  

]くっあくにえ ゅけさけょけお ゃ ╀っさひいけゃしおけき さっ-
てうかう くっ さぇいぉうさぇすぬ. ╄ゅけ しけあゅせす くぇ ╋ぇし-
かっくうちせ. 

╁ ╀っさひいけゃしおけき けすおさけのす «IKEA», «╋っゅぇ», 
«OBI», ぇ すぇおあっ ょさせゅうっ しおかぇょに «Brozex».

╀かぇゅけょぇさは しせさけゃけきせ しうしすっきくけきせ ぇょきうくう-
しすさぇすけさせ ′うおうすっ, おけすけさにえ こさうゃにお せぉうゃぇすぬ 
ゃうさせしに ゃきっしすっ し おけきこぬのすっさけき, «BazaRU.
NET» いぇこうしぇかう くぇ しゃけえ しつひす しぇきにえ 
ょけさけゅけしすけはとうえ ゃにたけょ.

ÑÌÅØÍÎÅ ÄÅÆÀ ÂÞ

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ 

』〈¨ くせあくけ しょっかぇすぬ, つすけぉに 』っき-
こうけくぇす きうさぇ こけ そせすぉけかせ ゃ 2018 

ゅけょせ こさけてひか ゃ ╀っさひいけゃしおけき? ‶けつっきせ 
くっ しすけうす けすこさぇゃかはすぬ くぇてうた いっきかは-
おけゃ ゃ けすおさにすにえ おけしきけし? ╉ぇお しけおさぇ-
すうすぬ さぇしたけょに くぇ きっょうちうくせ?  ′ぇ ねすう 
う ょさせゅうっ ゃけこさけしに けすゃっすうかう おけきぇく-
ょに ╊うゅう さぇぉけすぇのとっえ きけかけょひあう, 
おけすけさにっ ゃしすさっすうかうしぬ ゃ こはすくうちせ ゃ 
╃╉ «]けゃさっきっくくうお». ¨ょうくくぇょちぇすにっ 
うゅさに ╊うゅう さぇぉけすぇのとっえ きけかけょひあう 
せょうゃうかう う さぇいくけけぉさぇいうっき すっき, う くぇ-
ゅかけしすぬの くっおけすけさにた せつぇしすくうおけゃ, ぉっし-
しけゃっしすくけ うしこけかぬいけゃぇゃてうた こかぇゅうぇす, 
いぇこけかくはは つせあうきう くけきっさぇきう ょさぇゅけ-
ちっくくにっ きうくせすに ゃにしすせこかっくうは. ╉けしきうつっしおぇは きうくうぇすのさぇ おけきぇくょに «‶けかくにえ こさうゃけょ»

‶さけそけしきけすさ おけしきけくぇゃすぇ けす «‒»

¨つぇさけゃぇくくにえ しせょぬは – ]ゃっすかぇくぇ ╃っくうしけゃぇ
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┨┩┳┷┶┤┶┤
╁ つっすゃっさゅ ょっこせすぇす ╂けしせょぇさしすゃっく-

くけえ ╃せきに ╂. ╊っけくすぬっゃ ゃひか こさうひき 
しゃっさょかけゃつぇく ゃ けぉとっしすゃっくくけえ こさう-
ひきくけえ ╁. ‶せすうくぇ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. 
‶けけぉとぇすぬしは ゃあうゃせの し ╂っけさゅうっき 
╉ぇさこっっゃうつっき せょぇひすしは くっつぇしすけ, こけ-
すけきせ こけはゃうゃてせのしは ゃけいきけあくけしすぬ さっ-
てうかう うしこけかぬいけゃぇすぬ う ぉっさっいけゃつぇくっ – 
こさっょしっょぇすっかう ╃せきに ╀╂¨ ╄. ╂けゃけさせたぇ 
う けぉとっしすゃっくくけえ こさうひきくけえ きっしすくけゅけ 
けすょっかっくうは こぇさすうう «╄ょうくぇは [けししうは» 
]. ╋ぇたけゃ, ぇ すぇおあっ あうすっかう ‶っさゃけ-
きぇえしおけゅけ こけしひかおぇ.

[ぇいゅけゃけさ くぇつぇかしは し けぉしせあょっくうは 
こっさしこっおすうゃ きせくうちうこぇかぬくけえ こけ-
かうちうう. 《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく わ131 
こさけこうしにゃぇか し 2009 ゅけょぇ こけょょっさ-
あうゃぇすぬ けぉとっしすゃっくくにえ こけさはょけお くぇ 
きっしすぇた しうかぇきう きせくうちうこぇかぬくけえ きう-
かうちうう, くけ おけくおさっすくにた てぇゅけゃ こさっょ-
こさうくはすけ くっ ぉにかけ. ╂. ╊っけくすぬっゃ こけょ-
すゃっさょうか しけぉっしっょくうおぇき, つすけ  ゃけこさけし 
ねすけす すぇお う ゃうしうす ゃ ゃけいょせたっ. ┿ こけおぇ 
しせょ ょぇ ょっかけ, くぇょけ きっしすくけえ ゃかぇしすう 
う そっょっさぇかぬくけえ しすさせおすせさっ くぇたけょうすぬ 
けぉとうえ はいにお う ょっえしすゃけゃぇすぬ ゃ っょう-
くけえ しゃはいおっ. 

╃っこせすぇす ╂╃ さぇいょっかうか こっさっあう-
ゃぇくうは ぉっさっいけゃつぇく こけ こけゃけょせ きっあ-
ぉのょあっすくにた すさぇくしそっさすけゃ: こさう しっ-
ゅけょくはてくっえ こさぇおすうおっ, おけゅょぇ けぉかぇしすぬ 
いぇぉうさぇっす かぬゃうくせの ょけかの しけぉさぇくくにた 
くぇ すっささうすけさうう くぇかけゅけゃ しっぉっ う くっ 
せつうすにゃぇっす ゃ こけかくけき けぉなひきっ さぇしたけ-
ょに けおさせゅぇ, せ ぉういくっしぇ こさけこぇょぇっす きけ-
すうゃぇちうは お さぇいゃうすうの こさけういゃけょしすゃぇ, 
ぇ きせくうちうこぇかうすっす こさう しおせょくけえ おぇい-
くっ くっ きけあっす ょけしすけえくけ こけょょっさあう-
ゃぇすぬ ぉのょあっすくせの しそっさせ. ‶さっすっくいうう 
きっしすくにた いぇおけくけょぇすっかっえ, うた こさけしぬぉせ 
いぇとうすうすぬ すっささうすけさうの ╂. ╊っけくすぬっゃ 
ゃいはか くぇ おぇさぇくょぇて. 

╁ しゃけの けつっさっょぬ, ゃにしけおうえ ゅけしすぬ 
こけさぇょけゃぇか うくそけさきぇちうっえ け こかぇ-
くぇた ゅけしせょぇさしすゃぇ こさけょかうすぬ っとひ くぇ 
ょゃぇ ゅけょぇ こさけゅさぇききせ おぇこうすぇかぬくけ-
ゅけ さっきけくすぇ きくけゅけおゃぇさすうさくにた ょけ-
きけゃ (くぇこけきくうき くぇてうき つうすぇすっかはき, 
つすけ ゃ ╀╂¨ こけ くっえ こけかせつうかう ゃすけ-
させの あういくぬ 49 あうかにた けぉなっおすけゃ: ゃ 
2009-き そっょっさぇちうは こさっょけしすぇゃうかぇ 
145 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, ゃ こさけてかけき 
ゅけょせ – 100 きうかかうけくけゃ). ¨ょくぇおけ けく 
さっいけくくけ いぇきっすうか, つすけ さっそけさきうさけ-
ゃぇくうっ ╅╉》 – ねすけ くっ すけかぬおけ さっしすぇゃ-
さぇちうは いょぇくうえ: くせあくけ けしくけゃぇすっかぬ-
くけ けぉくけゃかはすぬ う きせくうちうこぇかぬくにっ 
おけききせくぇかぬくにっ しっすう – ゃけょけこさけゃけょ, 
おぇくぇかういぇちうの う こさけつうっ うくあっくっさ-
くにっ しっすう, きっくはすぬ くっねそそっおすうゃくにっ 
おけすっかぬくにっ くぇ しけゃさっきっくくにっ, し ゃに-
しけおうき ╉‶╃. 

[ぇいゅけゃけさ てひか くぇ ぇせょうっくちうう くっ 
すけかぬおけ けぉ ねおけくけきうおっ, くけ う こけかう-
すうおっ, ゃ つぇしすくけしすう, け おけかかういうはた 
ゃにぉけさけゃ きねさぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき. ′ぇ 
ゃけこさけし, おぇおけゃけ っゅけ かうつくけっ きくっ-
くうっ け こさぇおすうおっ くぇいくぇつっくうは しうすう-
きっくっょあっさけゃ, ╂っけさゅうえ ╉ぇさこっっゃうつ 
けすゃっすうか, つすけ けく おぇすっゅけさうつっしおう 
こさけすうゃ: せ くぇいくぇつっくちぇ くっす すけゅけ 
つせゃしすゃぇ けすゃっすしすゃっくくけしすう いぇ かの-
ょっえ, おけすけさけっ くっしひす ゃ しっぉっ ういぉさぇく-
くにえ あうすっかはきう ゅかぇゃぇ.     

┨┦┲┴┿ 
┳┲┰┲┯┲┨┩╂┶

》けさけてぇは くけゃけしすぬ: けぉかぇしすくけえ 
ぉのょあっす ゅけすけゃ こさっょけしすぇゃうすぬ ╀╂¨ 
こけ こさけゅさぇききっ けぉせしすさけえしすゃぇ すっさ-
さうすけさうう ょゃけさけゃ «〈にしはつぇ ょゃけさけゃ» 
18 きうかかうけくけゃ させぉかっえ. ′け こさう せし-
かけゃうう しけそうくぇくしうさけゃぇくうは きっしす-
くけえ おぇいくけえ 10 こさけちっくすけゃ けす ねすけえ  
しせききに. 』かっくに こけしすけはくくけえ ょっこせ-
すぇすしおけえ おけきうししうう こけ ねおけくけきうおっ う 
ぉのょあっすせ, けぉしせょうゃ ゃ つっすゃっさゅ ゃぇあ-
くけしすぬ すぇおけゅけ こさっいっくすぇ ょかは ゅけさけょぇ, 
さってうかう: けぉはいぇすっかぬくけ くぇえょひき 1,8 
きうかかうけくぇ させぉかっえ, すっき ぉけかっっ つすけ 
けあうょぇっすしは こっさっゃにこけかくっくうっ ぉのょ-
あっすぇ いぇ こっさゃにえ おゃぇさすぇか.   

‶けょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋
╀╄╆ ╀╇╊╄〈┿ ′╄ ‶[¨╄╃╄【を

]おけさけ くぇしすせこうす しぇょけゃけ-けゅけさけょくにえ しっいけく, くっしおけかぬおけ かっす くぇいぇょ  し きぇは こけ 
けおすはぉさぬ ゅけさけょ ゃけいうか «こさけしすにた» こっくしうけくっさけゃ ぉっしこかぇすくけ くぇ ぇゃすけぉせしぇた きっしす-
くにた きぇさてさせすけゃ. ╋けあくけ かう さぇししつうすにゃぇすぬ くぇ すぇおけえ こけょぇさけお ゃ ねすけき ゅけょせ? 

╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ, あうすっかぬ ′╀‶
╉ぇお けすきっすうか こさっょしっょぇすっかぬ 

ゅけさけょしおけえ ょせきに ╄ゃゅっくうえ ╂け-
ゃけさせたぇ, くにくつっ ゃしっき こっくしうけ-
くっさぇき こさうょひすしは っいょうすぬ くぇ しゃけう 
せつぇしすおう いぇ しけぉしすゃっくくにっ ょっくぬゅう. 
‶けつっきせ? ╁ しゃけひ ゃさっきは うい 17 すに-
しはつ ぉっさひいけゃしおうた こっくしうけくっさけゃ 
すけかぬおけ つっすにさっ すにしはつう くっ うきっかう 
けぉかぇしすくにた う そっょっさぇかぬくにた かぬゅけす. 
╁けす うき ゅけさけょ う こさっょけしすぇゃかはか ゃけい-
きけあくけしすぬ ぉっしこかぇすくけゅけ こさけっいょぇ: 
すけゅょぇ ぉのょあっす きけゅ しっぉっ ねすけ こけいゃけ-
かうすぬ. ╇い-いぇ こけゃにてっくうは すぇさうそけゃ 
くぇ こさけっいょ ゃ けぉとっしすゃっくくけき すさぇくし-
こけさすっ こけょけぉくにっ こさっいっくすに かはゅせす 

すはあおうき ぉさっきっくっき くぇ おぇいくせ, ょぇ う 
きっさに しけちうぇかぬくけえ こけょょっさあおう くっ 
はゃかはのすしは こけかくけきけつうはきう けさゅぇくけゃ 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは. ╉さけきっ 
すけゅけ, こけしかっ きけくっすういぇちうう かぬゅけす 
くぇ すさぇくしこけさすっ けすかうつうすぬ ゃ しぇかけくっ 
ぇゃすけぉせしぇ かぬゅけすくうおぇ けす «こさけしすけ-
ゅけ» こっくしうけくっさぇ くっゃけいきけあくけ. ′ぇ-
おけくっち, っとひ くっしおけかぬおけ かっす くぇいぇょ 
きっしすくにっ きぇさてさせすに けぉしかせあうゃぇかけ 
けょくけ こさっょこさうはすうっ – ╀┿〈‶, しっえつぇし 
くぇ くうた さぇぉけすぇのす くっしおけかぬおけ こっさっ-
ゃけいつうおけゃ, おぇお さぇいょっかうすぬ きっあょせ 
くうきう ぉのょあっすくにっ ょっくぬゅう – すけあっ 
ゃけこさけし.

]¨[╄╁′¨╁┿′╇╄

づぼゐん とずùまど ぞん ばがんぶば
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿,
そけすけ ぇゃすけさぇ

╁ ]¨╊′╄』′¨╄ しせぉぉけすくっっ 
せすさけ かひょ ╀っかけはさしおけ-

ゅけ ゃけょけたさぇくうかうとぇ ぇすぇおけゃぇ-
かう さにぉぇおう. ╀けかっっ ょっゃはくけしすぇ 
かのぉうすっかっえ こけょかひょくけゅけ かけゃぇ 
せつぇしすゃけゃぇかう ゃ しけさっゃくけゃぇくう-
はた, けさゅぇくういけゃぇくくにた ╀っさひいけゃ-
しおうき けぉとっしすゃけき けたけすくうおけゃ う 
さにぉけかけゃけゃ. 

〉ょうすぬ さにぉせ – ょっかけ くっ こさけしすけっ, 
すせす しゃけは きっすけょぇ くせあくぇ. ′うおけかぇえ 
╃っきっくおけ, ゃにしすせこぇゃてうえ いぇ おけきぇく-
ょせ «[せょくうお», いぇかけゅけき せしこってくけゅけ 
おかひゃぇ しつうすぇっす いょけさけゃにえ しけく, おけ-
すけさにえ ょけかあっく こさっょてっしすゃけゃぇすぬ 
さにぉぇかおっ. «′ぇ かぬょせ しこぇすぬ くっかぬ-
いは», – せすゃっさあょぇっす けく. ╃ぇ う ゅょっ 
あ すせす せしくひてぬ! ′せあくけ しかっょうすぬ くっ 
すけかぬおけ いぇ しゃけっえ せょけつおけえ, くけ う 
こけきけゅぇすぬ しけゃっすけき きけかけょけきせ さに-
ぉぇおせ, ゃきっしすっ し ′うおけかぇっき くぇ しけ-
さっゃくけゃぇくうは こさうったぇか しにく ╄ゅけさ. 
ぁすけ っゅけ こっさゃにえ けこにす いうきくっえ さに-
ぉぇかおう, くけ せあっ せしこってくにえ: ╄ゅけさ 
こけかせつうか こさうい おぇお しぇきにえ のくにえ 
せつぇしすくうお しけさっゃくけゃぇくうえ. 

╁ しけさっゃくけゃぇくうう くっ けぉけてかけしぬ 
ぉっい ょぇき, おけすけさにっ, くっしきけすさは くぇ 
しせさけゃけっ けぉきせくょうさけゃぇくうっ, しすぇかう 

せおさぇてっくうっき かぬょぇ. 〈ぇすぬはくぇ ‶っすさけゃぇ うい «╊っしたけいぇ» 
こけぉっょうかぇ ゃ あっくしおけき いぇつひすっ, ぇ っひ おけきぇくょぇ いぇくはかぇ 
ゃすけさけっ きっしすけ. ╁きっしすっ し ょっょせておけえ う けすちけき くぇ さに-
ぉぇかおせ ゃにょゃうくせかぇしぬ けょうくくぇょちぇすうかっすくはは ╁っさけくうおぇ 
]せたけゃっさてうくぇ, こせしすぬ っひ こっさゃにえ せかけゃ くっ ゃっかうお, いぇすけ 
しおけかぬおけ せょけゃけかぬしすゃうは けす こさけちっししぇ! 

¨ょくう せ かせくおう しうょはす し ょっすぬきう, ぇ ょさせゅうっ – し けたさぇくけえ. 
┿くょさっえ ¨おせかけゃ こさうゃひか し しけぉけえ ょゃせた ゃっさくにた つっすゃっさけ-
くけゅうた ょさせいっえ – ╅せあせ う ╁うあぇは, – おけすけさにっ しすけさけあうかう 
たけいはうくぇ くぇ こさけすはあっくうう ゃしっゅけ しけさっゃくけゃぇくうは. 

╁こっさゃにっ いぇ くっしおけかぬおけ かっす ぉにか さぇいにゅさぇく しっきっえ-
くにえ こさうい – こぇかぇすおぇ. 
╄ひ こけかせつうかぇ ょうくぇ-
しすうは ╉けいせかうくにた.  

╂っくくぇょうえ 〈ぇさぇしけゃ, 
いぇはょかにえ さにぉけかけゃ – 
さっおけさょしきっく しけさっゃ-
くけゃぇくうえ, けぉとうえ  ゃっし 
っゅけ ょけぉにつう しけしすぇゃうか  
726 ゅさぇききけゃ. ╁しひ 
ぉかぇゅけょぇさは くっけぉにつ-
くけえ くぇあうゃおっ, せょうかぬ-
とうお ゅけゃけさうす, つすけ 
かけゃうす けく... くぇ せょぇつせ. 
]せょは こけ ゃしっきせ, ねすうき 
あっ こさうきぇくうゃぇのす 
っさてっえ う すけゃぇさうとう 
╂っくくぇょうは こけ おけきぇくょっ 
«〉╆‶]» ぉさぇすぬは ╁ぇしう-
かうえ う ╁かぇょうきうさ ╄ゅけゃ-

ちっゃに. ¨くう いぇくはかう ゃすけさけっ う すさっすぬっ きっしすぇ こけ ゃっしせ 
せかけゃぇ, ぇ  おけきぇくょぇ しすぇかぇ つっきこうけくけき しけさっゃくけゃぇくうは, 
ゃっょぬ おぇあょにえ うい っひ せつぇしすくうおけゃ ぉにか こっさゃにき ゃ しゃけひき 
しっおすけさっ. ]せょぬう せょうゃかはのすしは: ょぇゃくけ せあっ くうおすけ くっ 
こけぉっあょぇか し すぇおうき ぉかっしすはとうき さっいせかぬすぇすけき. 〈さけそっう 
こけぉっょうすっかはき – しっいけくくにっ こせすひゃおう くぇ ゃけょけこかぇゃぇの-
とせの ょうつぬ. ぁすぇ あっ おけきぇくょぇ いぇぉさぇかぇ こさういに いぇ しぇきせの 
ぉけかぬてせの さにぉおせ, こっさゃにえ せかけゃ う こけぉっょせ ゃ «ゅけくおっ 
ゃけけさせあっくうえ» –  ぉせさっくうう かせくおう おけかけゃけさけすけき. 

ÑÌÅØÍÎÅ ÄÅÆÀ ÂÞ
¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
╉けきぇくょぇ ¨¨¨ «┿かぬはくし» «′っそけさきぇす» くっ 

けぉけてかぇ すっきせ ゃにぉけさけゃ くけゃけゅけ ゅかぇゃに: 
╂けさけょせ すさっぉせっすしは すったくうつっしおうえ おぇくょう-

ょぇす くぇ こけしす きねさぇ. ╂さぇそうお さぇぉけすに しせすおう 
つっさっい つっすにさっ ゅけょぇ. 

╊っすくっっ こはすくぇょちぇすうょくっゃくけっ けすおかのつっ-
くうっ ゃけょに こかぇくうさせっすしは し きぇは こけ けおすはぉさぬ. 

╉ぇお ゃっさくけ いぇきっすうか ゃっょせとうえ ┿かっおしっえ ′ぇ-
いぇさけゃ, ゅかぇゃくけえ すっきけえ うゅさに しすぇかぇ けすくのょぬ くっ 
けそうちうぇかぬくぇは «〈け かう っとひ ぉせょっす», ゃっょぬ  のきけ-
さうしすに つぇとっ ゃしっゅけ ゃしこけきうくぇかう ╁はつっしかぇゃぇ 
‶うせしけゃうつぇ, おけすけさにえ かうつくけ こさうしせすしすゃけゃぇか ゃ 
いぇかっ. 

╆ぇあうゅぇすっかぬくけ くぇつぇかぇ こさうゃっすしすゃうっ おけきぇく-
ょぇ «Non stress», けぉなはゃうゃ け いぇこせしおっ すっかっこさけ-
っおすぇ «╃ぇゃぇえ ゃきっしすっ うゅさぇすぬ きうくうぇすのさせ». ′ぇ 
しちっくっ さぇいゃっさくせかしは くぇしすけはとうえ すさうかかっさ: しゃぇ-
すけゃしすゃけ し ゃにはゃかっくうっき しおさにすにた ょっそっおすけゃ ぉせ-
ょせとうた きけかけょけあひくけゃ. ′け しかっょけき こけしにこぇかうしぬ 
つっさっょけえ つせあうっ てせすおう. ╇い-いぇ けゅさけきくけゅけ おけかう-

つっしすゃぇ こかぇゅうぇすぇ ゃ こさうゃっすしすゃうはた さぇい いぇ さぇいけき 
ゃけいくうおぇかけ つせゃしすゃけ ょっあぇ ゃの. ╇くすっさくっす こけょ-
すゃっさょうか, つすけ ぉけかぬてうくしすゃけ さっこさうい さけょうかけしぬ 
くっ ゃ ちったぇた いぇゃけょぇ, ぇ くぇ  うゅさぇた ╉╁′ ゃ ょさせゅうた 
ゅけさけょぇた. ╁ つうしかっ すぇおうた いぇうきしすゃけゃぇくうえ ゃいけさ-
ゃぇゃてぇは いぇか しちっくおぇ こさけ ╆┿╂], おけすけさにえ くぇつぇか 
さっゅうしすさうさけゃぇすぬ しすさっかおう, きうくうぇすのさぇ «〉たけ-
ょう!», ゅょっ あっくぇ ゃにゅけくはっす くっさぇょうゃけゅけ きせあぇ, う 
っとひ くっしおけかぬおけ てせすけお.  

]こさぇゃっょかうゃけしすう さぇょう しすけうす けすきっすうすぬ, つすけ 
う «′っそけさきぇす» くっ こけぉさっいゅけゃぇか しかういぇすぬ つぇしすぬ 
こさうゃっすしすゃうは せ ょさせゅけえ おけきぇくょに: 

–  ]ゃっすぇ, ぇ すに しっゅけょくは おすけ? 
– ぅ ╆っくぇ – おけさけかっゃぇ ゃけうくけゃ. 
– ┿ ╀けゅ ゃけえくに いくぇっす, つすけ すに いょっしぬ うかう 

すけぉけの ょゃうあっす ぉけゅ ゃうくけょっかうは? 
┿ ゃっょぬ けょうく うい おさうすっさうっゃ けちっくおう ゃにしすせ-

こかっくうえ おけきぇくょ, こさけこうしぇくくにえ ゃ こけかけあっくうう 
けぉ うゅさぇた, – けすしせすしすゃうっ こかぇゅうぇすぇ. ¨さゅぇくういぇ-
すけさに うゅさ くっ けしせとっしすゃかはのす さっょぇおすせさせ ゃにしすせ-

こかっくうえ う こけねすけきせ «くっつうしすにえ くぇ てせすおう» ╉╁′ 
けしすぇくっすしは くぇ しけゃっしすう させおけゃけょうすっかっえ. 

╃けきぇてくっっ いぇょぇくうっ, ゃ おけすけさけき うゅさけおう けす-
こさぇゃかはかう くぇ ╋ぇさし こっさゃけゅけ ぉっさっいけゃつぇくうくぇ, 
しにゅさぇかけ さってぇのとせの さけかぬ ゃ さぇしこさっょっかっくうう 
きっしす.  ]ぉけさくぇは きけかけょひあう, くっ ゃにょっさあぇゃ 
すっきこ, いぇょぇくくにえ ゃ こさうゃっすしすゃうう, けおぇいぇかぇしぬ くぇ 
すさっすぬっき きっしすっ. 〉ょぇつかうゃにっ いぇゃけょつぇくっ «Non 
stress» ぉかぇゅけょぇさは けぉぇはすっかぬくけえ うくけこかぇくっすはく-
おっ –  うくうちうぇすけさせ こさけっおすぇ «╃けしすせこくけっ あうかぬひ 
– ょけしすせこくにき あっくとうくぇき» – いぇくはかう ゃすけさけっ きっ-
しすけ. ┿ おせぉけお こけぉっょうすっかは こけかせつうかう くけゃうつおう 
– おけきぇくょぇ «‶けかくにえ こさうゃけょ», おけすけさぇは くぇ こは-
すけえ しおけさけしすう こさけきつぇかぇしぬ こけ ゃしっき おけくおせさしぇき 
う こけぉっょうかぇ し きぇおしうきぇかぬくにき さっいせかぬすぇすけき. 
╉ぇあょぇは おけきぇくょぇ こけかせつうかぇ ょっくっあくけっ ゃけいくぇ-
ゅさぇあょっくうっ ゃ 10000 させぉかっえ, ぇ こさういひさに – っとひ 
う こさうはすくにっ こけょぇさおう けす しこけくしけさけゃ: しっさすうそう-
おぇすに ゃ ぉけせかうくゅ う おうくけすっぇすさ, ぇ すぇおあっ くぇぉけさに 
こうさけすったくうおう. 

しけちうぇかぬくぇは さっおかぇきぇ

‶けぉっょうすっかう: ╂っくくぇょうえ 〈ぇさぇしけゃ, 
╁かぇょうきうさ う ╁ぇしうかうえ ╄ゅけゃちっゃに

′. ╃っきっくおけ し しにくけき [にぉぇつおぇ ╁っさけくうおぇ ]せたけゃっさてうくぇ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 

î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé 

î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå 

è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 

õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ 

ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 

è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà è ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ ñâåäåíèé 

ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè 

äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 

Ðóêîâîäñòâóÿñü  ÷. 5 ñò. 8 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ¹273-ÔÇ «Î 

ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Óêàçîì 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 

18.05.2009 ¹561 «Îá óòâåðæäåíèè ïî-

ðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, 

îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-

ñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ 

ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà 

îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ôåäåðàëüíûõ ãîñó-

äàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ 

îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîñ-

ñèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè 

äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ», 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå 

ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìó-

ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 

õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëü-

íûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè  ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî 

îêðóãà, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà îôèöèàëüíîì 

ñàéòå Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è 

ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì 

ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 

(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-

ëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 

àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ

Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22.03.2011 ¹124

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, è ÷ëåíîâ èõ 
ñåìåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïðåäîñòàâëåíèÿ 

òàêèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè  äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ
1. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìå-

ùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè  ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî 
îêðóãà (äàëåå – ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå), èõ ñóïðóãîâ è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé (äëÿ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 01.09.2009 ¹365 â ðåäàêöèè îò 15.02.2011 
¹68) (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà) 
ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå - îôèöèàëüíûé ñàéò).

2. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà:

ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ëèöó, çàìåùàþùåìó ìóíèöèïàëü-
íóþ äîëæíîñòü, ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì 
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè, ñ óêàçàíèåì âèäà, ïëîùàäè è ñòðàíû 
ðàñïîëîæåíèÿ êàæäîãî èç íèõ;

ïåðå÷åíü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óêàçàíèåì âèäà è ìàðêè, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè ëèöó, çàìåùàþùåìó ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, åãî ñóïðóãå 
(ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì;

ãîäîâîé äîõîä ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, åãî 
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óêàçàííûé â ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì ñïðàâêàõ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

3. Â ðàçìåùàåìûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå è ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà çàïðåùàåòñÿ óêàçûâàòü:

èíûå ñâåäåíèÿ (êðîìå óêàçàííûõ â ï.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) î äîõîäàõ ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì íà 
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íàçâàííûì ëèöàì, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà;

ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòî æèòåëüñòâà, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí è èíûå èíäèâè-

äóàëüíûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ìóíèöèïàëüíîãî 
ñëóæàùåãî, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà), äåòåé è èíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;

äàííûå, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðè-
íàäëåæàùèõ ëèöó, çàìåùàþùåìó ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, åãî 
ñóïðóãå (ñóïðóãó), äåòÿì, èíûì ÷ëåíàì ñåìüè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 
èëè íàõîäÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè;

èíôîðìàöèþ, îòíåñåííóþ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿþùóþñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé.
4. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, óêàçàííûå â 

ï.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â  14-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ 
ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïîäà÷è ëèöó, çàìåùàþùåìó ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ìóíèöèïàëüíîìó 
ñëóæàùåìó ñïðàâîê î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

5. Ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, óêàçàííûõ â ï.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îáåñïå÷èâàåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ïî 
êàäðàì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6. Ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðè ïîñòóïëåíèè 
çàïðîñà îò ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî ïîâîäó îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà:

â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîîáùàåò î 
çàïðîñå ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîñòóïèë çàïðîñ;

â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà îò ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè îáåñïå÷èâàåò 
ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ï.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â òîì ñëó÷àå, åñëè çàïðàøèâà-
åìûå ñâåäåíèÿ îòñóòñòâóþò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

7. Ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íåñåò â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþäåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ, à òàêæå çà ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, îòíåñåííûõ ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå èëè ÿâëÿþùèõñÿ 
êîíôèäåíöèàëüíûìè.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ¹496 îò 15.11.2006  «Î íàãðàäàõ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»: 
ñïèñêè ëèö, íàãðàæäåííûõ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé è Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì  àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî  îêðóãà çà ôåâðàëü 2011 ãîäà 

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
1. Çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ þáèëåéíîé äàòîé íàãðàæäåíà:

Êëèìîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà – èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
2. Â ñâÿçè ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íàãðàæäåíû:

Ãðèäèí Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ – ïîäïîëêîâíèê âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Íèêóëèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ – ìàéîð âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Ãàëèöêèé Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ – ñòàðøèé ïðàïîðùèê âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Çèíþêîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ – ñòàðøèé ïðàïîðùèê âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Çÿáëèêîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ – ãâàðäèè êàïèòàí âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Îäåãîâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ – ãâàðäèè êàïèòàí âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Áåëèê Åâãåíèé Îëåãîâè÷ – ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Ìîòîâè÷åâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷ – ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Àíãàìîâ Ðóñëàí Ðàçèõîâè÷ – ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92851

3. Â ñâÿçè ñ äíåì îñíîâàíèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàãðàæäåíû:

Êîìàðîâà Ëþäìèëà Òèõîíîâíà – ÷ëåí ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
Êàçàíöåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà  àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Èâàíîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Áåðåçîâñêîå ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå»

Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì  àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
1. Â ñâÿçè ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íàãðàæäåíû:

Åëàãèí Ôåäîð Àíàòîëüåâè÷ – ãâàðäèè ìàéîð âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Òèùåíêî Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ – ãâàðäèè ìàéîð âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Øàõóðèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ – ãâàðäèè ìàéîð âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Äåì÷åíêî Ìèõàèë Þðüåâè÷ – ãâàðäèè ëåéòåíàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Ìèíÿéëî Äåíèñ Íèêîëàåâè÷ – ãâàðäèè ëåéòåíàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Âàñèëüåâ Ëåîíòèé Àíäðååâè÷ – ãâàðäèè ëåéòåíàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Ñèðàçóòäèíîâ Èâàí Ìàíñóðîâè÷ – ãâàðäèè ïðàïîðùèê âîéñêîâîé ÷àñòè 92851
Áàéðàøåâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ – ìëàäøèé ñåðæàíò âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Íîâãîðîäîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – ðÿäîâîé âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Ïîïîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ – ðÿäîâîé âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Îëåãîâè÷ – ðÿäîâîé âîéñêîâîé ÷àñòè 92922
Àíèêèí Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ – âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Áàøêèðîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ – âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ñòåïàíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ – âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Áóøìåëåâ Ëåîíèä Ôåäîðîâè÷ – âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Êîë÷èíà Îêñàíà Âàëåðüåâíà – íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ã. Áåðåçîâñêîìó
Èñëàìîâà Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà – ñòàðøèé ïîìîùíèê îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïðèçûâà è íàáîðà ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó îòäåëà âîåííîãî 

êîìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ã. Áåðåçîâñêîìó
Ìàëàùåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè è ó÷åòà ìîáèëèçàöèîííûõ ðåñóðñîâ îòäåëà âîåííîãî êî-

ìèññàðèàòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ã. Áåðåçîâñêîìó
Êóðî÷êèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – âðà÷ òåðàïåâò ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»

2. Â ñâÿçè ñ Äíåì îñíîâàíèÿ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íàãðàæäåíû:

Óïîðîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà – çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà  àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Çàðûâíûõ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – ÷ëåí ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòíèêîâ Áåðåçîâñêîãî îòäåëåíèÿ ¹6150 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
Áóøêîâà Åëåíà Âèòàëüåâíà – ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹9»
Ìîðîçîâà Åëåíà Áîðèñîâíà – íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè îõðàíû âîäíî-âîçäóøíîãî áàññåéíà çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óðàëüñêèé çàâîä ïðåöèçèîííûõ ñïëàâîâ»
Ñíåãèðåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà – ïðåïîäàâàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ï. Ìîíåòíîãî»
Ëîãà÷åâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ – ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà îòêðûòîãî òèïà «Áåðåçîâñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä»
Ãàéôóòäèíîâà Ãàëèíà Âàëåíòèíîâíà – ÷ëåí ïðîôêîìà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» 
Ïèÿíçèíà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà – ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óðàëüñêèé çàâîä ïðåöèçèîííûõ ñïëàâîâ»
×àãàåâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà – ïðåïîäàâàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹1»

〉ゃぇあぇっきにっ あうすっかう 
╀っさひいけゃしおけゅけ 

ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ!
′ぇこけきうくぇっき ゃぇき け すけき, つすけ し こさうたけ-

ょけき ゃっしくに う くぇしすせこかっくうっき こぇゃけょおけゃけゅけ 
こっさうけょぇ ゃけいきけあくけ ゃさっきっくくけっ しくうあっ-
くうっ ぉっいけこぇしくけゅけ ゅぇぉぇさうすぇ くぇ せつぇしすおぇた 
かうくうえ ねかっおすさけこっさっょぇつう 0,4 – 110 お╁. 
╁ しゃはいう し ねすうき  くっけぉたけょうきけ しけぉかのょぇすぬ 
きっさに ぉっいけこぇしくけしすう ゃぉかういう ねくっさゅけけ-
ぉけさせょけゃぇくうは – けこけさ, ゃにしけおけゃけかぬすくにた 
かうくうえ ねかっおすさけこっさっょぇつう, すさぇくしそけさきぇ-
すけさくにた こけょしすぇくちうえ. ′ぇたけょはしぬ ゃ くっこけ-
しさっょしすゃっくくけえ ぉかういけしすう けす すぇおうた けぉな-
っおすけゃ, しすけうす ぉにすぬ ぉけかっっ ぉょうすっかぬくにきう 
う けしすけさけあくにきう. ‶けきくうすっ, つすけ  ねかっおすさう-
つっしすゃけ しきっさすっかぬくけ けこぇしくけ, っしかう  くっ しけ-
ぉかのょぇすぬ こさぇゃうかぇ ねかっおすさけぉっいけこぇしくけしすう.  
╁ぇてぇ あういくぬ ゃ ゃぇてうた させおぇた!

‶さっしし-しかせあぉぇ ╆ぇこぇょくにた 
ねかっおすさうつっしおうた しっすっえ

《うかうぇか ¨┿¨ «╋[]╉ 〉さぇかぇ» – 
«]ゃっさょかけゃねくっさゅけ»

╀╄[╄╂╇〈╄ ╊╄]!
┳┤┰╃┶┮┤ ┶┷┴┬┵┶┤┰-

┯╂┥┬┶┩┯╃┰ 
┬ ┨┤┻┱┬┮┤┰-

┳┴┲┸┩┵┵┬┲┱┤┯┤┰
╊っし – ねすけ ゅかぇゃくけっ くぇてっ ぉけゅぇすしすゃけ, けし-

くけゃくけえ うしすけつくうお くぇてっゅけ いょけさけゃぬは. ╆っき-
かはおう う ゅけしすう 〉さぇかぇ, きに こさけしうき ゃぇし:

– ′っ さぇいゃけょうすっ おけしすさに ゃ しせたせの ゃっすさっく-
くせの こけゅけょせ しさっょう しせたけえ すさぇゃに う たゃけえくにた 
きけかけょくはおけゃ, こけょ おけさくはきう う せ しすゃけかけゃ 
ょっさっゃぬっゃ, こくっえ う ゃぇかっあうく. ╁に し さぇくくっゅけ 
ょっすしすゃぇ いくぇっすっ, つすけ おけしすひさ, すかっのとうえ せゅけ-
かひお う ょぇあっ いぇああひくくぇは しこうつおぇ きけゅせす しすぇすぬ 
くぇつぇかけき ぉけかぬてけゅけ こけあぇさぇ, こけねすけきせ, こけ-
おうょぇは きっしすけ しすけはくおう, けぉはいぇすっかぬくけ いぇかっえ-
すっ けゅけくぬ ゃけょけえ うかう いぇしにこぬすっ っゅけ いっきかひえ. 
╁きっしすっ し ょっすぬきう う ょさせいぬはきう こさうゃっょうすっ ゃ 
こけさはょけお きっしすけ しゃけっゅけ けすょにたぇ.

– ′っ せしすさぇうゃぇえすっ こけょあけゅう しせたけえ すさぇゃに, 
こけすけきせ つすけ きけかけょけえ いっかひくにえ こけおさけゃ くっ 
ぉせょっす さぇしすう かせつてっ, ぇ ゃ こかぇきっくう ゃきっしすっ し 
すさぇゃけえ う ょっさっゃぬはきう こけゅうぉくっす ゃしひ あうゃけっ. 
[ぇしこけかいぇのとうえしは っょおうえ ょにき けす こけあぇさけゃ 
つさっいゃにつぇえくけ ゃさっょくけ ょっえしすゃせっす くぇ いょけさけ-
ゃぬっ かのょっえ, せゅくっすぇっす ゃしっ あうゃにっ しせとっしすゃぇ 
う さぇしすうすっかぬくけしすぬ.

– ′っ ぉせょぬすっ ぉっいせつぇしすくに こさう けぉくぇさせあっ-
くうう かっしくけゅけ こけあぇさぇ. ‶けしすぇさぇえすっしぬ けしすぇ-
くけゃうすぬ こかぇきは, いぇたかひしすにゃぇは っゅけ ゃっすおぇきう 
う いぇしにこぇは いっきかひえ. ╄しかう くっ せょぇひすしは こけすせ-
てうすぬ こけあぇさ しゃけうきう しうかぇきう, けぉはいぇすっかぬくけ 
しけけぉとうすっ け くひき さぇぉけすくうおぇき かっしくうつっしすゃ, 
こけかうちうう, こけあぇさくけえ けたさぇくっ.

╁ こけしかっょくっっ ゃさっきは せつぇしすうかうしぬ しかせつぇう くぇ-
こさぇゃかっくうは ゃ ╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ しせょ ¨す-
ょっかけき 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 う 〈っささうすけさうぇかぬくにき けすょっかけき 
〉こさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こけ [《 ゃ ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおうえ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた こさけすけおけかけゃ 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 ゃ けぉかぇ-
しすう こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう う いぇおけくけょぇすっかぬ-
しすゃぇ け 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き ぉかぇゅけ-
こけかせつうう くぇしっかっくうは.

╉けくしすうすせちうっえ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう ゃけ 
ゅかぇゃせ せゅかぇ こけしすぇゃかっくぇ いぇょぇつぇ けたさぇくに あういくう 
う いょけさけゃぬは ゅさぇあょぇく う うた こさぇゃ う いぇおけくくにた うく-
すっさっしけゃ. ‶けねすけきせ くっしかせつぇえくけ, せつうすにゃぇは ゃぇあ-
くけしすぬ ょぇくくけえ いぇょぇつう, いぇおけくけょぇすっかぬ こさうくはか 
《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく けす 09.05.2005 N45-《╆ "¨ 
ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ ╉けょっおし [けししうえしおけえ 《っ-
ょっさぇちうう 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 う ょさせゅうっ いぇおけくけょぇすっかぬくにっ ぇおすに [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう, ゃしすせこうゃてうえ ゃ ょっえしすゃうっ 12 ぇゃゅせしすぇ 
2005 ゅ., おけすけさにき ゃ ╉け┿‶ [《 ゃゃっょっくけ くけゃけっ ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃくけっ くぇおぇいぇくうっ – ぇょきうくうしすさぇすうゃくけっ 
こさうけしすぇくけゃかっくうっ ょっはすっかぬくけしすう いぇ くぇさせてっくうっ 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ け すさせょっ う けたさぇくっ すさせょぇ; くぇさせ-
てっくうっ 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うた こさぇゃうか 
う すさっぉけゃぇくうえ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ け 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き ぉかぇゅけこけかせつうう; くぇさせてっくうっ 
ねおけかけゅうつっしおけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ う いぇおけくけょぇ-
すっかぬしすゃぇ け こさうさけょけこけかぬいけゃぇくうう; くぇさせてっくうっ 
すさっぉけゃぇくうえ こさけきにてかっくくけえ ぉっいけこぇしくけしすう, ぉっいけ-
こぇしくけしすう ゃ けぉかぇしすう ねくっさゅっすうおう う しすさけうすっかぬしすゃぇ; 
うくにっ 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.

]かっょせっす けすきっすうすぬ, つすけ さぇくっっ ょけかあくけしす-
くにっ かうちぇ さぇいかうつくにた ゃっょけきしすゃ きけゅかう しぇきけ-
しすけはすっかぬくけ こさうけしすぇくぇゃかうゃぇすぬ ょっはすっかぬくけしすぬ 
けさゅぇくういぇちうえ, のさうょうつっしおうた かうち. ╁ くぇしすけはとっっ 
ゃさっきは しけゅかぇしくけ こけかけあっくうはき しす. 23.1 ╉け┿‶ 
[《 ねすけ きけあっす しょっかぇすぬ すけかぬおけ しせょ. ╁しっ ょっかぇ 
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, いぇ 
おけすけさにっ こさっょせしきけすさっくぇ しぇくおちうは ゃ ゃうょっ こさう-
けしすぇくけゃかっくうは ょっはすっかぬくけしすう, さぇししきぇすさうゃぇのすしは 
さぇえけくくにきう しせょぇきう.

┿ょきうくうしすさぇすうゃくけっ こさうけしすぇくけゃかっくうっ ょっは-
すっかぬくけしすう いぇおかのつぇっすしは ゃけ ゃさっきっくくけき こさっ-
おさぇとっくうう ょっはすっかぬくけしすう かうち, けしせとっしすゃかはのとうた 
こさっょこさうくうきぇすっかぬしおせの ょっはすっかぬくけしすぬ ぉっい けぉ-
さぇいけゃぇくうは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, のさうょうつっしおうた 
かうち, うた そうかうぇかけゃ, こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃ, しすさせお-
すせさくにた こけょさぇいょっかっくうえ, こさけういゃけょしすゃっくくにた 
せつぇしすおけゃ, ぇ すぇおあっ ねおしこかせぇすぇちうう ぇゅさっゅぇすけゃ, 
けぉなっおすけゃ, いょぇくうえ うかう しけけさせあっくうえ, けしせとっしす-
ゃかっくうは けすょっかぬくにた ゃうょけゃ ょっはすっかぬくけしすう (さぇ-
ぉけす), けおぇいぇくうは せしかせゅ. ┿ょきうくうしすさぇすうゃくけっ 
こさうけしすぇくけゃかっくうっ ょっはすっかぬくけしすう くぇいくぇつぇっすしは 
しせょぬひえ すけかぬおけ ゃ しかせつぇはた, こさっょせしきけすさっくくにた 
しすぇすぬはきう ¨しけぉっくくけえ つぇしすう ╉け┿‶ [《.

]けゅかぇしくけ しす. 3.12 ╉け┿‶ [《 くぇおぇいぇくうっ ゃ ゃうょっ 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ こさうけしすぇくけゃかっくうは ょっはすっかぬ-
くけしすう きけあっす ぉにすぬ こさうきっくっくけ くぇ しさけお, くっ こさっ-
ゃにてぇのとうえ 90 しせすけお, う こさうきっくはっすしは ゃ しかせつぇっ 
せゅさけいに あういくう うかう いょけさけゃぬの かのょっえ.

‶さう ねすけき しさけお くぇおぇいぇくうは いぇ おけくおさっすくけっ ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくけっ こさぇゃけくぇさせてっくうっ ゃ しけけすゃっすしすゃうう 
し すさっぉけゃぇくうはきう しす. 4.1 ╉け┿‶ [《 くぇいくぇつぇっすしは ゃ 

こさっょっかぇた, せしすぇくけゃかっくくにた つ. 2 しす. 3.12 ╉け┿‶ [《, 
し せつひすけき たぇさぇおすっさぇ しけゃっさてひくくけゅけ うき ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけゅけ こさぇゃけくぇさせてっくうは, うきせとっしすゃっくくけゅけ 
う そうくぇくしけゃけゅけ こけかけあっくうは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, 
けぉしすけはすっかぬしすゃ, しきはゅつぇのとうた ぇょきうくうしすさぇすうゃくせの 
けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, う けぉしすけはすっかぬしすゃ, けすはゅつぇのとうた 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくせの けすゃっすしすゃっくくけしすぬ. ╉さけきっ 
すけゅけ, ょけかあくに せつうすにゃぇすぬしは ちっかう ょぇくくけゅけ ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくけゅけ くぇおぇいぇくうは.

╉さけきっ すけゅけ, 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, いぇ おけすけさにっ ゃけいきけあくけ くぇ-
おぇいぇくうっ ゃ ゃうょっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ こさうけしすぇ-
くけゃかっくうは ょっはすっかぬくけしすう, ゃゃっょっくぇ う くけゃぇは きっさぇ 
けぉっしこっつっくうは こさけういゃけょしすゃぇ –  ゃさっきっくくにえ いぇ-
こさっす ょっはすっかぬくけしすう (しす. 27.16 ╉け┿‶ [《).

╁さっきっくくにえ いぇこさっす ょっはすっかぬくけしすう きけあっす こさう-
きっくはすぬしは かうてぬ ゃ けすょっかぬくにた うしおかのつうすっかぬくにた 
しかせつぇはた ょけかあくけしすくにき かうちけき, せこけかくけきけつっく-
くにき くぇ しけしすぇゃかっくうっ こさけすけおけかぇ け しけけすゃっすしすゃせ-
のとっき ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇさせてっくうう, う 
くぇ しさけお くっ ぉけかっっ こはすう しせすけお. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, 
ょけかあくけしすくにっ かうちぇ, ゃにはゃうゃてうっ こさぇゃけくぇさせてっ-
くうは, いぇ おけすけさにっ ゅさけいうす こさうけしすぇくけゃかっくうっ ょっは-
すっかぬくけしすう, うきっのす こさぇゃけ ょけ きけきっくすぇ こさうくはすうは 
しせょぬひえ こけしすぇくけゃかっくうは ゃさっきっくくけ いぇこさっすうすぬ 
ょっはすっかぬくけしすぬ そうかうぇかけゃ, こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃ, 
しすさせおすせさくにた こけょさぇいょっかっくうえ のさうょうつっしおけゅけ 
かうちぇ, っゅけ こさけういゃけょしすゃっくくにた せつぇしすおけゃ; ねおし-
こかせぇすぇちうの ぇゅさっゅぇすけゃ, けぉなっおすけゃ, いょぇくうえ うかう 
しけけさせあっくうえ; けしせとっしすゃかっくうっ けすょっかぬくにた ゃうょけゃ 
ょっはすっかぬくけしすう (さぇぉけす); けおぇいぇくうっ せしかせゅ. ]かっょせ-
っす けすきっすうすぬ, つすけ こさう ゃさっきっくくけき いぇこさっすっ (ゃ けす-
かうつうっ けす こさうけしすぇくけゃかっくうは ょっはすっかぬくけしすう) くっ 
きけあっす ぉにすぬ こさっおさぇとっくぇ ゃ ちっかけき ょっはすっかぬくけしすぬ 
けさゅぇくういぇちうう うかう こさっょこさうくうきぇすっかは.

]さけお ゃさっきっくくけゅけ いぇこさっすぇ ょっはすっかぬくけしすう – くっ 
ぉけかっっ こはすう しせすけお (し きけきっくすぇ そぇおすうつっしおけゅけ こさっ-
おさぇとっくうは ょっはすっかぬくけしすう). ╁ すっつっくうっ ねすけゅけ しさけ-
おぇ しせょぬは ょけかあっく さぇししきけすさっすぬ しけけすゃっすしすゃせのとっっ 
ょっかけ けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇさせてっくうう 
う ゃにくっしすう こけ くっきせ さってっくうっ. ‶さけょかっくうっ しさけおぇ 
ゃさっきっくくけゅけ いぇこさっすぇ ょっはすっかぬくけしすう いぇおけくけき くっ 
こさっょせしきけすさっくけ. ]かっょけゃぇすっかぬくけ, っしかう ょっかけ くっ 
さぇししきけすさっくけ しせょぬひえ ゃ こはすうょくっゃくにえ しさけお, ゃさっ-
きっくくにえ いぇこさっす ょっはすっかぬくけしすう けすきっくはっすしは. ‶さう 
ねすけき しかっょせっす けすきっすうすぬ, つすけ しさけお ゃさっきっくくけゅけ いぇ-
こさっすぇ ょっはすっかぬくけしすう いぇしつうすにゃぇっすしは ゃ しさけお ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくけゅけ こさうけしすぇくけゃかっくうは ょっはすっかぬくけしすう.

]けゅかぇしくけ つぇしすう 3 しすぇすぬう 32.12 ╉け┿‶ [《 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけっ こさうけしすぇくけゃかっくうっ ょっは-
すっかぬくけしすう ょけしさけつくけ こさっおさぇとぇっすしは しせょぬひえ こけ 
たけょぇすぇえしすゃせ かうちぇ, けしせとっしすゃかはのとっゅけ こさっょこさう-
くうきぇすっかぬしおせの ょっはすっかぬくけしすぬ ぉっい けぉさぇいけゃぇくうは 
のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, うかう のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, 
っしかう ぉせょっす せしすぇくけゃかっくけ, つすけ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ, 
こけしかせあうゃてうっ けしくけゃぇくうっき ょかは くぇいくぇつっくうは 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ くぇおぇいぇくうは ゃ ゃうょっ ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけゅけ こさうけしすぇくけゃかっくうは ょっはすっかぬくけしすう, 
せしすさぇくっくに.

》けょぇすぇえしすゃけ け ょけしさけつくけき こさっおさぇとっくうう ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃくけゅけ こさうけしすぇくけゃかっくうは ょっはすっかぬくけ-
しすう さぇししきぇすさうゃぇっすしは しせょぬひえ ゃ 5-ょくっゃくにえ しさけお 
しけ ょくは こけしすせこかっくうは ょぇくくけゅけ たけょぇすぇえしすゃぇ ゃ しせょ. 
]せぉなっおす, たけょぇすぇえしすゃせのとうえ け ょけしさけつくけき こさっ-

おさぇとっくうう うしこけかくっくうは ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ くぇ-
おぇいぇくうは, うかう っゅけ こさっょしすぇゃうすっかぬ ゃこさぇゃっ せつぇしすゃけ-
ゃぇすぬ こさう さぇししきけすさっくうう っゅけ たけょぇすぇえしすゃぇ しせょけき, 
ょぇゃぇすぬ けぉなはしくっくうは う こさっょしすぇゃかはすぬ ょけおせきっくすに.

′ぇこさうきっさ, ゃ 2011 ゅけょせ ゃ さぇえけくくにえ しせょ けぉ-
さぇすうかしは 〈っささうすけさうぇかぬくにえ けすょっか 〉こさぇゃかっくうは 
[けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こけ [《 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ し 
こさけすけおけかけき けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇ-
させてっくうう, しけしすぇゃかっくくにき ゃ けすくけてっくうう ょっすしおけゅけ 
うくそっおちうけくくけゅけ けすょっかっくうは ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 
『╂╀». ]けゅかぇしくけ こさけすけおけかせ ゃ ょぇくくけき うくそっお-
ちうけくくけき けすょっかっくうう ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 『╂╀» 
ぉにかう ゃにはゃかっくに くぇさせてっくうは 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うた くけさき う こさぇゃうか. ‶さう ねすけき ぉにかけ 
せおぇいぇくけ, つすけ ゃにはゃかっくくにっ くぇさせてっくうは しけいょぇのす 
せゅさけいせ ゃけいくうおくけゃっくうは う さぇしこさけしすさぇくっくうは うく-
そっおちうけくくにた いぇぉけかっゃぇくうえ, ゃくせすさうぉけかぬくうつくにた 
うくそっおちうえ ゃ かっつっぉくけき せつさっあょっくうう, せゅさけいせ 
ょかは あういくう くぇたけょはとうたしは ゃ けすょっかっくうう かのょっえ, ゃ 
しゃはいう し つっき ぉにかぇ いぇはゃかっくぇ こさけしぬぉぇ こさうけしすぇくけ-
ゃうすぬ ょっはすっかぬくけしすぬ ょぇくくけゅけ けすょっかっくうは.

╁ たけょっ さぇいぉうさぇすっかぬしすゃぇ ぉにかけ せしすぇくけゃかっくけ, 
つすけ こけきっとっくうは ょっすしおけゅけ うくそっおちうけくくけゅけ けす-
ょっかっくうは すさっぉせのす おぇこうすぇかぬくけゅけ さっきけくすぇ, くぇさせ-
てっくうは 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うた くけさき う 
こさぇゃうか くぇてかう しゃけひ こけょすゃっさあょっくうっ. ‶さう ねすけき 
ゅかぇゃくにえ ゃさぇつ ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 『╂╀» ししにかぇかしは 
くぇ けすしせすしすゃうっ ゃ ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは そうくぇくしうさけ-
ゃぇくうは くぇ こさけゃっょっくうっ さっきけくすぇ う しせとっしすゃせのとうえ 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ おぇさぇくすうく こけ 
ゅさうここせ. [ぇえけくくにえ しせょ, せつうすにゃぇは, つすけ しせとっしすゃせ-
っす さっぇかぬくぇは せゅさけいぇ あういくう うかう いょけさけゃぬの けぉしかせ-
あうゃぇのとっゅけ こっさしけくぇかぇ う ょっすっえ, くぇたけょはとうたしは くぇ 
かっつっくうう, くっしきけすさは くぇ くっこさけしすせの しかけあうゃてせのしは 
けぉしすぇくけゃおせ, しゃはいぇくくせの し おぇさぇくすうくけき こけ ゅさうここせ, 
こさうくはか さってっくうっ け こさうけしすぇくけゃかっくうう ょっはすっかぬくけ-
しすう ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 『╂╀» ゃ ょっすしおけき うくそっおちう-
けくくけき けすょっかっくうう くぇ 60 しせすけお.

╁きっしすっ し すっき ぇょきうくうしすさぇちうは ╋〉╆ «╀っさひいけゃ-
しおぇは 『╂╀» ゃこさぇゃっ けぉさぇすうすぬしは ゃ しせょ し たけょぇすぇえ-
しすゃけき け ょけしさけつくけき こさっおさぇとっくうう うしこけかくっくうは 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ くぇおぇいぇくうは ゃ しゃはいう し せしすさぇ-
くっくうっき ゃにはゃかっくくにた くぇさせてっくうえ しぇくうすぇさくにた 
くけさき う こさぇゃうか. ‶さう さぇししきけすさっくうう ょぇくくけゅけ 
たけょぇすぇえしすゃぇ しせょ, こさう せしすぇくけゃかっくうう つすけ せゅさけいぇ 
ゃけいくうおくけゃっくうは う さぇしこさけしすさぇくっくうは うくそっおちうけく-
くにた いぇぉけかっゃぇくうえ ゃ ゃにてっせおぇいぇくくけき けすょっかっくうう 
けすこぇかぇ う つすけ ょぇかぬくっえてっっ うしこけかくっくうっ くぇおぇいぇ-
くうは ゃ ゃうょっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ こさうけしすぇくけゃかっ-
くうは ょっはすっかぬくけしすう はゃかはっすしは くっちっかっしけけぉさぇいくにき, 
きけあっす せょけゃかっすゃけさうすぬ ょぇくくけっ たけょぇすぇえしすゃけ.

¨さゅぇくういぇちうはきう ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ, くっいぇゃうしうきけ 
けす うた けさゅぇくういぇちうけくくけ-こさぇゃけゃにた そけさき う そけさき 
しけぉしすゃっくくけしすう, うた ょけかあくけしすくにきう かうちぇきう, ゃ 
ちっかはた いぇとうすに あういくう うかう いょけさけゃぬは ゅさぇあょぇく, 
うきせとっしすゃぇ そういうつっしおうた うかう のさうょうつっしおうた かうち, 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ うかう きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっ-
しすゃぇ, くっけぉたけょうきけ こさうくうきぇすぬ しゃけっゃさっきっくくにっ 
きっさに こけ せしすさぇくっくうの くぇさせてっくうえ こさぇゃうか う すさっ-
ぉけゃぇくうえ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ け 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き ぉかぇゅけこけかせつうう; くぇさせてっくうえ 
ねおけかけゅうつっしおけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ う いぇおけくけょぇ-
すっかぬしすゃぇ け こさうさけょけこけかぬいけゃぇくうう; くぇさせてっくうえ 
すさっぉけゃぇくうえ こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう.

].╁. ]¨╊¨╁を╄╁, しせょぬは ╀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

《╇[╋┿, ]〈¨╈! ┿〈を-╃╁┿!
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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 66091. 〈うさぇあ 3005. ̈ 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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

• ╃かは さぇぉけすに ゃ こ. ╊けしうくにえ すさっ-
ぉせのすしは: しすぇくけつくうお てうさけおけゅけ 
こさけそうかは (すけおぇさくにえ, そさっいっさくにえ), 
けこにす さぇぉけすに けす 3 かっす, きったぇくうお こけ 
さっきけくすせ けぉけさせょけゃぇくうは, せきっの-
とうえ つうすぇすぬ つっさすっあう, けこにす さぇぉけすに 
けす 5 かっす. 8-902-87-40-221 (╁ぇかっさうえ 
′うおけかぇっゃうつ), 4-68-00.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ-ねおしこっょうすけさ, おぇす. 
«]». 8-902-26-28-458.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち, き-く «‶さけょせおすに». 
8-912-24-13-880.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ き-く "¨ょっあょぇ". 
¨こにす. 8-922-15-82-210.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち (しっえそ-ょゃっさう) し 
けこにすけき さぇぉけすに. 8-912-04-56-404.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせっすしは こさけゅさぇききうしす 
しけ いくぇくうっき "1]", ゃっさしうは 8.1, 
しすぇあ さぇぉけすに こけ "1]" くっ きっくっっ 3 
かっす, いぇさこかぇすぇ ょけゅけゃけさくぇは こけしかっ 
しけぉっしっょけゃぇくうは. [ぇぉけすぇ くぇ ゃっしぬ 
さぇぉけつうえ ょっくぬ ゃ けそうしっ. 4-61-71, 
いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは し 9.00 
ょけ 18.00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせっすしは ねかっおすさけしゃぇさ-
とうお. [ぇぉけすぇ ゃ こ. ╋けくっすくにえ. 4-61-
71, いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは し 
9.00 ょけ 18.00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうちぇ こけ ょけきせ. 8-922-
12-50-809.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ 
くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ すさっぉせっすしは 
おけくすさけかっさ-けたさぇくくうお, さぇぉけすぇ 
しきっくくぇは. 4-61-71, いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけ-
つっっ ゃさっきは し 9.00 ょけ 18.00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうおう (あっく., きせあ.), ょう-
こかけき, おゃぇかうそうおぇちうは, さぇぉけすぇ くぇ 
′╀‶, ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-29-97.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせのすしは さうねかすけさに. 4-11-
45, 3-48-95.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 2-おけきく. おゃ., せか. ╉けしにた, 6, 1/5, 
44,5 き2, おうさこ., ち. 1850 す.さ. うかう 
けぉきっく. 8-950-20-97-378.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2. 
8-922-21-81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-
81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, さ-く ╉]『, ねか-ゃけ, はきぇ 25 
き2. 『. 220 す.さ. ]さけつくけ. 8-904-98-
53-988.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉うけしお 2た4, すっこかにえ, けぉけさせょけゃぇくくにえ. 
『. 50 す.さ. 8-908-90-31-708.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けしすぇゃおぇ: すけさそ, つっさくけいっき, 
ゅさせくす, とっぉっくぬ, けすしっゃ, しおぇかぇ, こっ-
しけお, けこうか. 8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂けかせぉう くぇ しゃぇょぬぉせ. 8-904-98-
15-455.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけきけくすぇあ. 8-965-50-10-351.
[╄╉╊┿╋┿

• 《けすけゅさぇそ くぇ しゃぇょぬぉせ. 8-904-
38-27-011, fotosvadba66.ru.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ╉┿╋┿╆ (ぉけさす) 6 き, 10 す. 
8-950-19-07-526.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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. [╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ

][¨』′¨ 
〈[╄╀〉╄〈]ぅ 

けそうし-きっくっょあっさ 
くぇ こけかくにえ 

さぇぉけつうえ ょっくぬ.
╅っくとうくぇ ょけ 40 かっす.

╆くぇくうっ ‶╉, «1]».
╆/こ 11000 させぉ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ
4-61-87

2-90-29-89
[╄╉╊┿╋┿

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

Áëîêè 
èç ïîëèñòåðîëáåòîíà 

ふＱＡ ４ＳＷＦＺが 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺぶ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿

╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ こけ こさけょぇあっ 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ こけしさっょしすゃけき こせぉかうつくけゅけ こさっょかけあっくうは.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: おけきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っ-
さっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ: 31 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ.
¨ぉなっおす こさけょぇあう: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ 

ておけかに, かうすっさぇ ┿ けぉとっえ こかけとぇょぬの 1349,9 き2, いょぇくうっ おけすっかぬくけえ 
かうすっさに ╀, ╀1, ╀2 けぉとっえ こかけとぇょぬの 61 き2 う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい 
いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 66:35:0109010:167 こかけ-
とぇょぬの 3797 き2, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ こけょ すっささうすけさうの ておけ-
かに, さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ‶うけくっさしおぇは, 42.

′ぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた ぉにかけ こけょぇくけ 2 いぇはゃおう, こさういくぇくに せつぇしすくうおぇ-
きう すけさゅけゃ ̈ ¨¨ «╂かけぉせし» う ̈ ¨¨ «‶さけゅさっしし». ‶けぉっょうすっかっき こさういくぇ-
くけ ¨¨¨ «‶さけゅさっしし» し ちっくけえ しょっかおう こさうゃぇすういぇちうう 6279500 (【っしすぬ 
きうかかうけくけゃ ょゃっしすう しっきぬょっしはす ょっゃはすぬ すにしはつ こはすぬしけす) させぉかっえ.

[╄╉╊┿╋┿



]╃┿╋
• 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.

‶[¨╃┿╋

╉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.
• 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. 〈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. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, せ/こ, 43/24/8, 
3/9, こぇくっかぬ, かけょあうは 6 き2. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• 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. 『. 1700 
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. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, "ぉさっあ.", 
62/45/6, 3/5, こぇくっかぬ. 『. 2350 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• せか. ‶っさゃけきぇえしおぇは, 31, き/し, 40/30/5, 
2/2, おうさこうつ, ぉぇかおけく, ょけき こけしかっ おぇこ. 
さっきけくすぇ. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 8-963-04-
10-718.
• 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.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 
ょっさっゃ., 41 き2, ゅぇい ゃ ょけきっ, 14 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1650 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 おゃぇさすうさせ. [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.
• 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 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ. 『. 700 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 22, 2/5, おうさこうつ, 
31,7/15,5/8, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく, 
つうしすけゃぇは けすょっかおぇ. 『. 1700 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. 8-963-04-10-718

╆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 400 す.さ.
8-963-04-10-718

′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 
す. 8-902-87-44-311.
• 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.
• 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.

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

8-908-90-30-722

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.

• ¨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. 
• 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. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 12, 1/5, こぇくっかぬ, 
46,5/32,2/6, し/せ さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 
1850 す.さ.
• 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. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 1/10, きけくけ-
かうす, きおさく [ぇょせあくにえ, 58,5/40/11, し/せ 
しけゃきっと., おけきくぇすに ういけかうさ., かけょあうは. 
『. 2470 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 3/3, こぇ-
くっかぬ, 77,9/40,9/10, し/せ しけゃきっと., 8 き2, 
ぉ/ぉ, ょっさっゃ. しすっおかけこぇおっすに, さっきけくす, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ うい 3-おけきくぇすくけえ おゃ-
さに せいぇおけくっくぇ. 『. 2300 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 
111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 9/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63/39,3/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは. 『. 2400 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. 
『. 2900 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
• おけか. しぇょ わ34, かっすくうえ ょけきうお, 3,5 
しけすおう, かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ. 『. 500 す.さ.
• 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., こ. 【うかけゃおぇ. 〈っか. 8-965-
53-33-270.
• 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
• おけきくぇすぇ ゃ 2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 19, こぇくっかぬ, 10,5 き2. 『. 
650 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 16, 5/5, 31/17/6, 
くけゃにっ つせゅせくくにっ ぉぇすぇさっう, こかぇしすうお. 
けおくぇ, くけゃぇは しぇくすったくうおぇ. 『. 1570 す.さ.  
╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. せ/こ.
• 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. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, 3,5 こぇくっかぬ, 
43/29/7, しけしすけはくうっ たけさ. 『. 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. ╁けい-
きけあくぇ うこけすっおぇ.
• 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.
• 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. 『. 2320 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.

╁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. ╀っいさっつくにえ (6 おき けす ╊けしうくおう), 
ょっさっゃ., 44,3 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 
20 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, ╊っしたけい, せか. ╀っ-
さっいけゃしおぇは, 45 き2, ゅぇい ゃ ょけきっ, 2 
こっつおう (させししおぇは う ゅけかかぇくょおぇ), 
ゅぇさぇあ いぇかうゃくけえ 3た4 (しきけすさ. 
はきぇ), ぉぇくは 4た3, 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしす. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ. 〈けさゅ. 
• こ. ]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.
• くけゃにえ ょけき, こけし. ╉うさけゃしおうえ, ゃ おけす-
すっょあくけき ゅけさけょおっ. 230 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 
18 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 『. 4900 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.
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.
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, 1, こぇくっかぬ, 1/5, 31 
き2, しすっおかけこぇおっすに. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, こぇくっかぬ, 
27/14/7, 1 ねすぇあ. 『. 1300 す.さ., ょけ-
おせきっくすに ゅけすけゃに, つうしすぇは こさけょぇあぇ. 
〈っか. 8-965-53-33-270.
• 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. 
8-965-53-33-270.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 15, 
3/4, 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, 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. 8-902-27-83-703.
• 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. ╋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. 8-902-27-83-703.
• ]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. ╋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.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.

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

〈っか. 8-912-26-70-758.

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, 
8 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. 
『. 3500 す.さ.
〈っか. 8-912-26-70-758.

せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ せか. 
]けかくっつくぇは, 10 しけすけお いっきかう ゃ 
しけぉしすゃっくくけしすう, おけききせくうおぇちうう 
こけ せかうちっ. 『. 1800 す.さ.
〈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.

• 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.
╉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, 7 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. 8-902-27-
83-703.
• 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. 8-965-53-33-270.
• 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. 8-902-27-83-703.
╂ぇさぇあう
• せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈っか. 
8-965-53-33-270.
• 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. 8-965-53-33-270.
• 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. 『. 2450 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. 
8-922-13-18-399.

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»
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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. 『. 2600 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

]╃┿╋
• おけきくぇすせ, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ.
• 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 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, 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.
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.
• 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. 《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 
• こ. ╉っょさけゃおぇ, 3/5, こぇくっかぬ. 『. 1120 す.さ.
• ′╀‶, 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. 『. 730 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 
• こ. ╉っょさけゃおぇ, 5/5. 『. 1480 す.さ.
• 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
• こ. ╉っょさけゃおぇ, 3/5. 『. 1860 す.さ.
• 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
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, 
60 き2, 3 おけきくぇすに + おせたくは, ゃっさぇくょぇ, 
ぉぇくは, 15,5 しけす. いっきかう. 『. 2890 す.さ.
• ′╀‶, 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. ╉っょさけゃおぇ, "ぃぉうかっえくにえ", ねか-ゃけ, 
ゃけょぇ, 4,5 しけす. いっきかう. 『. 370 す.さ.
• 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.
╉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, ぉぇくは, 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»
〈っか. 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.╊.
〈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.



]╃┿╋
• 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
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 8┿, おうさこ. ょけき, 1/4, 
S – 41/27/6, し/せ しけゃきっとっく. 『. 1550 す.さ. 
• 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. 
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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.
╂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

『. けす 120 す.さ. 
• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, 
こけょたけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
〉つぇしすおう
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 15 しけす., くっょぇかっおけ 
けす きっつっすう. 『. 1700 す.さ.
• せか. ╉かぇさに 『っすおうく, 6 しけすけお, ゅぇい, ゃけょぇ 
こけ せかうちっ. 『. 1000 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».

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 930 000 ð.

êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä, ãàç
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

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

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä 

îãîðîä, ãàç, âîäà, 

òóàëåò íà óëèöå, 

÷/ï, ä/ã

8-950-550-59-78

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

Ãàãàðèíà, 1 2/5 31/17/6 áàëêîí 1 520 000 ð.
ñòåêëîïàêåòû, æ/

äâåðü
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 18 5/6 38/16/7 ëîäæèÿ 1 836 000 ð.
êâ-ðà ñ îòäåëêîé, 

îáîè
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 2 400 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 22 4/5 75/48/11 2 ëîäæèè 3 290 950 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 8-922-29-84-636

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


