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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, 20 ぇこさっかは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +5+7, くけつぬの +1+3
╁っすっさ のあくにえ, 5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 719 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 21 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +7+9, くけつぬの +2+4
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû,
æèòåëè ï. Íîâîáåðeçîâñêîãî!

‶さうゅかぇてぇっき ╁ぇし

Â ÂÅËÈÊÓÞ 
ÑÓÁÁÎÒÓ
23 ぇこさっかは ゃ 14.00

くぇ けcゃはとっくうっ 
こぇしけた, おせかうつっえ
う こさぇいょくうつくけえ 

しくっょう 
せ 》さぇきぇ 

しゃ. きつ. 
╇けぇくくぇ ╁けうくぇ
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┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

〈┱╋′｠╄ う しゃっすかにっ, こさはきにっ う ゃぬのとうっしは, 
ょかうくくにっ う けつっくぬ ょかうくくにっ ゃけかけしに せつぇしすくうち 

おけくおせさしぇ «╃かうくくぇは おけしぇ – ょっゃうつぬは おさぇしぇ» けちっくう-
ゃぇかう ゃ こはすくうちせ ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお». ╀けかっっ ょゃぇょ-
ちぇすう けぉかぇょぇすっかぬくうち てうおぇさくにた おけし ぉけさけかうしぬ いぇ 
こさういけゃにっ きっしすぇ ゃ ょゃせた ゃけいさぇしすくにた おぇすっゅけさうはた: 
4-8 う 9-13 かっす. 

╅のさう けちっくうゃぇかけ くっ すけかぬおけ おさぇしけすせ ょっゃうつぬっえ てっゃっかの-
さに, くけ う ぇさすうしすういき せつぇしすくうち, おぇあょぇは うい くうた こさっょしすぇゃうかぇ 
すゃけさつっしおうえ くけきっさ う ゃういうすおせ. ╁ しぇきけこさっいっくすぇちうう ょっゃけつ-
おう さぇししおぇいにゃぇかう け しゃけうた せゃかっつっくうはた う すぇかぇくすぇた. ]さっょう 
せつぇしすくうち けおぇいぇかうしぬ ぉせょせとうっ ぇさたっけかけゅう, たせょけあくうおう, きせ-
いにおぇくすに う ょぇあっ こけねすに: ぉけかぬてうくしすゃけ ょっゃけつっお ゃにぉさぇかう 
しすうたけすゃけさくせの そけさきせ いくぇおけきしすゃぇ しけ いさうすっかはきう う あのさう. 

〈ゃけさつっしおうっ くけきっさぇ せつぇしすくうちに こさっょしすぇゃうかう くぇ おけく-
おせさしっ «〈ぇかぇくすに う こけおかけくくうおう», こさけてっょてっき くぇおぇくせくっ, 
ゃ こさけゅさぇききせ «╃かうくくけえ おけしに» ゃけてかう すけかぬおけ しぇきにっ かせつ-

]くけゃぇ こさうてひか ぇこさっかぬ – すさぇょうちうけくくけっ ゃさっきは ょかは けぉなはゃかっくうは おぇしすうくゅぇ 
くぇ せつぇしすうっ ゃ ゅけさけょしおけき おけくおせさしっ «╋ぇかっくぬおぇは きうしし ╀っさひいけゃしおうえ», おけすけ-
さにえ こさけゃけょうす ゅけさけょしおけえ おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ しけゃきっしすくけ し おけきこぇ-
くうっえ «╀かういおうっ ょさせいぬは». ╁ ょゃせた こさっょにょせとうた おけくおせさしぇた せつぇしすゃけゃぇかう 63 
きぇかっくぬおうっ おさぇしぇゃうちに. ╁ ねすけき ゅけょせ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしっ きけゅせす こさうくはすぬ ょっ-
ゃけつおう けす 7 ょけ 12 かっす. «╋ぇかっくぬおぇは きうしし ╀っさひいけゃしおうえ» – ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ 
はさおうえ  おさぇしうゃにえ こさぇいょくうお ょかは ゃしった ゅけさけあぇく, こけねすけきせ ょぇすぇ っゅけ こさけゃっょっ-
くうは くぇいくぇつっくぇ くぇ 2 うのくは, ゃ こさけょけかあっくうっ こさぇいょくけゃぇくうは ╃くは いぇとうすに ょっ-
すっえ. ‶けしかっ おけくおせさしぇ お しぇきにき ゃっさたくうき しすせこっくぬおぇき こけょうせきけゃ こさけょけかあぇのす 
こけょくうきぇすぬしは ╁うおぇ 【っゃつっくおけ, ′ぇしすは ╉けきけかけゃぇ, ╊ういぇ 【ゃっちけゃぇ.

′っ すけかぬおけ せ おぇあょけゅけ さっぉひくおぇ, くけ う せ ゃいさけしかにた っしすぬ ゃけいきけあくけしすぬ 
こけぉにゃぇすぬ ゃ くぇしすけはとっえ しおぇいおっ こけょ くぇいゃぇくうっき «╋ぇかっくぬおぇは きうしし ╀っさひ-
いけゃしおうえ». ╉ぇしすうくゅ しけしすけうすしは 23 ぇこさっかは ゃ 18.00 ゃ ╃╉ «]けゃさっ-
きっくくうお». 

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

てうっ うい くうた. ╁ うた つうしかっ いぇゃけょくけえ くぇさけょくにえ すぇくっち «╉ぇかうくおぇ» ゃ うしこけか-
くっくうう ╁かぇょうしかぇゃに ╁ぇしうかぬっゃけえ, ゃけおぇかぬくにえ くけきっさ «┿た, ねすけす ゃっつっさ» 
¨かぬゅう ╆せぉけさっゃけえ う おさぇしうゃにえ ゃけしすけつくにえ すぇくっち, こさっょしすぇゃかっく-
くにえ ┿かうくけえ 〉こけさけゃけえ. 3

«』┱[′┿ぅ ╃｠[┿» ╁ ╋¨′╄〈′¨╋
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

╁ ‶ぅ〈′╇『〉 あうすっかぬくうちぇ こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ けぉくぇさせあうかぇ くぇ 
しゃけひき けゅけさけょっ ょっゃはすうきっすさけゃせの ょにさせ. 

¨ぉとぇはしぬ し あせさくぇかうしすぇきう, ╆うくぇうょぇ 
╋うたぇえかけゃくぇ ╊っぉっょうくちっゃぇ こけさぇょけゃぇ-
かぇしぬ, つすけ ぉにかぇ ゃ ねすけす ょっくぬ けしすけさけあ-
くぇ: っしかう ぉに くっ ゃくせすさっくくっっ つせすぬひ, すけ 
きけゅかぇ ぉに う こさけゃぇかうすぬしは. ╁っさたくうえ 
しかけえ こけつゃに ゃけおさせゅ ょにさに きっくぬてっ 
きっすさぇ, ぇ ょぇかぬてっ つっさくけすぇ はきに, ゃ おけ-
すけさせの かっゅおけ せてひか ょっゃはすうきっすさけゃにえ 
てっしす.  ╁くってくっ ねすけ ゃにゅかはょうす おぇお いぇ-
すけこかっくくぇは てぇたすぇ. ¨すおせょぇ くぇ っひ こけょ-
ゃけさぬっ けおぇいぇかぇしぬ しすけかぬ けこぇしくぇは ゃけ-
さけくおぇ, こっくしうけくっさおぇ くっ いくぇっす. 

╉ぇお さぇししおぇいぇか «╁っしすはき-〉さぇか» 
ょけおすけさ ゅっけかけゅけ-きうくっさぇかけゅうつっ-
しおうた くぇせお ]すっそぇく ‶ぇくはお, ゃけ ゃさっきは 
╁すけさけえ きうさけゃけえ ゃけえくに うきっくくけ ゃ 
╋けくっすくけき ょけぉにゃぇかう てっっかうす ょかは 
こさけういゃけょしすゃぇ ゃけかぬそさぇきぇ, くけ ねすう 
さぇぉけすに ゃっかうしぬ くっょけかゅけ. [ぇいさぇ-
ぉけすおう ぉにかう けつっくぬ くっゅかせぉけおうっ… 
«╉けゅょぇ こさけゃけょはすしは おぇおうっ-すけ たけ-
いはえしすゃっくくにっ きっさけこさうはすうは, ゃけょぇ, 
こけしすっこっくくけ こさけしぇつうゃぇはしぬ, さぇいさせ-
てぇっす おさけゃかの くっゅかせぉけおうた ゃにさぇぉけ-
すけお», – いぇきっすうか せつひくにえ.

′け おぇお ょぇかっおけ こけょ いっきかひえ さぇい-
させてうかぇしぬ おさけゃかは ぉにゃてうた てぇたす, 
ゅっけかけゅぇき しおぇいぇすぬ しかけあくけ. ]せょうすぬ 
けぉ ねすけき けくう しきけゅせす こけ おぇさすぇき ねすうた 
ゃにさぇぉけすけお. ′け しけたさぇくうかうしぬ かう 
けくう, くっういゃっしすくけ. ‶けねすけきせ こけおぇ, 
つすけぉに くっ せゅけょうすぬ こけょ いっきかの, けこぇし-
くせの いけくせ くぇ けゅけさけょっ たけいはっゃぇ さっ-
てうかう いぇおさにすぬ ょけしおぇきう, ぇ こけすけき う 
けゅけさけょうすぬ いぇぉけさけき.

╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに こけしひかおぇ 
╇かぬは ╆ぇぉっかうく しおぇいぇか, つすけ けく 
ゃきっしすっ し ゅかぇゃけえ ╋けくっすくけゅけ 
ゃにっいあぇか くぇ きっしすけ «ぇゃぇさうう» 
ゃ こはすくうちせ. ぅきぇ, おけすけさせの あう-
すっかぬくうちぇ けぉくぇさせあうかぇ ゃ けゅけ-
さけょっ, ょっえしすゃうすっかぬくけ けぉさぇいけ-
ゃぇかぇしぬ うい-いぇ てぇたす, おけすけさにっ ゃけ 
ゃさっきは ╁すけさけえ きうさけゃけえ ゃけえくに 
いょっしぬ くぇたけょうかうしぬ. ′っょぇかっおけ 
けす ょけきぇ ╊っぉっょうくちっゃにた ゃうょくに 
ゃにさぇぉけすおう. ′ぇ ねすけえ くっょっかっ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは こけしひかおぇ くぇこさぇ-
ゃうす すせょぇ きぇてうくせ しけ とっぉくっき, 
つすけぉに いぇしにこぇすぬ はきせ. 

¨いけさくぇは ╁かぇょうしかぇゃぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ

«[せししおぇは ぉっさひいおぇ»
 ╃ぇさぬは [せしうくけゃぇ
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«┫┤┴┱┬┺┤»
‶けしかっょくうっ しっいけくに ょっすしおうえ いぇ-

ゅけさけょくにえ けいょけさけゃうすっかぬくにえ かぇゅっさぬ 
«╆ぇさくうちぇ» こせしすせっす: 〈¨ [けしこけすさっぉ-
くぇょいけさぇ いぇこさっすうかけ ねおしこかせぇすぇちうの 
おけきこかっおしぇ. ′っょぇゃくけ ょうさっおすけさ かぇゅっ-
さは ╃. 』っさくにてっゃ けぉさぇすうかしは ゃ ╃せきせ 
╀╂¨ け こさっょけしすぇゃかっくうう ゅぇさぇくすうえくけ-
ゅけ こうしぬきぇ ゅかぇゃくけきせ しぇくうすぇさくけきせ 
ゃさぇつせ け ゃにょっかっくうう しさっょしすゃ くぇ しすさけ-
うすっかぬしすゃけ けつうしすくにた しけけさせあっくうえ ゃ 
2011-2013 ゅけょぇた. ╃っこせすぇすに しけゅかぇし-
くに, つすけ くせあくに おぇこうすぇかぬくにっ けつうしす-
くにっ, くけ ょかは ねすけゅけ すさっぉせのすしは ゃさっきは 
う しっさぬひいくにっ ょっくぬゅう. ‶けねすけきせ こけ-
しすけはくくぇは おけきうししうは こけ ねおけくけきうおっ う 
ぉのょあっすせ こさっょかけあうかぇ おけきこさけきうしし-
くにえ ゃぇさうぇくす: くにくってくうき かっすけき しけ-
けさせあっくうは ぉせょせす そせくおちうけくうさけゃぇすぬ 
こけ ゃさっきっくくけえ したっきっ. 〈っき ぉけかっっ つすけ 
[けしこけすさっぉくぇょいけさ しけゅかぇしっく くぇ すぇおけえ 
ゃぇさうぇくす. ╉さけきっ すけゅけ, くぇ ぉかうあぇえてっき 
いぇしっょぇくうう ╃せきに いぇおけくけょぇすっかう さぇし-
しきけすさはす こさけしぬぉせ つかっくけゃ おけきうししうう 
け こさっょけしすぇゃかっくうう «╆ぇさくうちっ» 2,9 
きうかかうけくぇ させぉかっえ くぇ さっきけくす こけきっ-
とっくうえ, つすけぉに せあっ くにくってくうき かっすけき 
いょっしぬ いぇいゃせつぇかう さっぉはつぬう ゅけかけしぇ.     

┵┻┤┵┶╀┩ ┳┴┬┦┤┯┬┯┲ 
╀かぇゅけょぇさは こっさっゃにこけかくっくうの ぉのょ-

あっすぇ いぇ こっさゃにえ おゃぇさすぇか ╃せきぇ ╀╂¨ 
うきっっす ゃけいきけあくけしすぬ ゃにょっかうすぬ ょけ-
こけかくうすっかぬくけ 35 きうかかうけくけゃ させぉかっえ 
ゅかぇゃくにき さぇしこけさはょうすっかはき しさっょしすゃ. 
〈ぇお, せこさぇゃかっくうっ ╅╉》 さぇししつうすにゃぇ-
っす くぇ 10,4 きうかかうけくぇ. ╇い くうた ゃけしっきぬ 
きうかかうけくけゃ こけえょせす くぇ こけゅぇてっくうっ 
おさっょうすけさしおけえ いぇょけかあっくくけしすう, ゃ すけき 
つうしかっ こけ さっきけくすせ ょけさけゅ, ぇ 1,8 きうか-
かうけくぇ – くぇ しけそうくぇくしうさけゃぇくうっ けぉ-
かぇしすくけえ こさけゅさぇききに «1000 ょゃけさけゃ»: 
けぉかぇしすぬ くぇき ょぇひす 18 きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ. 〉こさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは, 
ぇ すぇおあっ おせかぬすせさに う しこけさすぇ こけかせつぇす 
ょけこけかくうすっかぬくけ こけ 2,7 きうかかうけくぇ. 
『╂╀ ぉせょせす こさっょけしすぇゃかっくに すさう きうか-
かうけくぇ くぇ さっきけくす ょっすしおけえ ぉけかぬくうちに. 
′ぇこけきくうき, つすけ こけ さってっくうの しせょぇ 
っひ うくそっおちうけくくけっ けすょっかっくうっ うい-いぇ 
きくけゅけつうしかっくくにた くぇさせてっくうえ しぇくう-
すぇさくにた くけさき いぇおさにすけ くぇ 60 ょくっえ.

┲┶┻┬┶┤┶╀┵╃ 
┳┩┴┩┨ ┱┤┴┲┨┲┰ 

〉あっ ゅけすけゃ けすつひす けぉ うしこけかくっくうう 
ぉのょあっすぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ いぇ 2010 ゅけょ. ‶っさゃにきう っゅけ 
さぇししきけすさっかう つかっくに こけしすけはくくけえ 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. 28 
ぇこさっかは くぇ いぇしっょぇくうう ╃せきに し ょけおせ-
きっくすけき こけいくぇおけきはすしは せあっ ゃしっ ょっこせ-
すぇすに, っしかう けすつひす ぉせょっす けょけぉさっく, すけ 
ゃ きぇっ こさけえょせす こせぉかうつくにっ しかせてぇくうは 
こけ くっきせ. ╉さけきっ すけゅけ, おけきうししうは こさう-
くはかぇ こさけっおす けぉさぇとっくうは お ゅせぉっさ-
くぇすけさせ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けぉ 
けおぇいぇくうう そうくぇくしけゃけえ こけょょっさあおう 
きっさけこさうはすうえ こけ こさっょせこさっあょっくうの 
つさっいゃにつぇえくけえ ねおけかけゅうつっしおけえ しう-
すせぇちうう ゃ させょけせこさぇゃかっくうう: ゃ こさけ-
てかけき ゅけょせ きっしすくぇは おぇいくぇ こけすさぇすうかぇ 
いくぇつうすっかぬくにっ しさっょしすゃぇ くぇ けすおぇつおせ 
ゃけょに う いぇおかぇょおせ てぇたすくにた こせしすけす. 

′ぇ いぇしっょぇくうっ ぉにかう こさうゅかぇてっくに 
させおけゃけょうすっかう ¨¨¨ «╀〈]», «〈╁う╉» 
う «╊けしうくけっ ╅╉》»: さぇししきぇすさうゃぇ-
かうしぬ さっいせかぬすぇすに うた そうくぇくしけゃけ-
たけいはえしすゃっくくけえ ょっはすっかぬくけしすう う 
こさっょこさうくうきぇっきにっ てぇゅう こけ こけゅぇ-
てっくうの きせくうちうこぇかぬくけえ ゅぇさぇくすうう, 
こさっょけしすぇゃかっくくけえ ぇょきうくうしすさぇちうっえ 
╀╂¨ ゃ こさけてかけき ゅけょせ. 〈けかぬおけ ゃ ╊け-
しうくけき ょけしすうゅくせすに こけかけあうすっかぬくにっ 
さっいせかぬすぇすに. «〈╁う╉» ょけ しうた こけさ くっ 
ゃっさくせか おぇいくっ 6,5 きうかかうけくぇ させぉかっえ, 
ぇ ゃくけゃぬ こさけしうす こはすぬ きうかかうけくけゃ. 
┿ょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ さっおけきっくょけゃぇ-
くけ こさうくはすぬ きっさに こけ こけゃにてっくうの 
ねそそっおすうゃくけしすう ょっはすっかぬくけしすう ¨¨¨, 
さぇししきけすさっすぬ ゃぇさうぇくす こさうしけっょうくっ-
くうは っゅけ お ぉけかっっ きけとくけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう. ╁ かのぉけき しかせつぇっ しさっょしすゃぇ ょけかあ-
くに ぉにすぬ ゃけいゃさぇとっくに ゃ ぉのょあっす. 

‶けょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

《¨〈¨《┿╉〈

ÊÓ×ÍÎ È ÍÅ ÑÊÓ×ÍÎ
╁ しせぉぉけすくっっ せすさけ, こけおぇ 

ぉけかぬてぇは つぇしすぬ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
けすしにこぇかぇしぬ こけしかっ すさせょけゃけえ 
くっょっかう, ぇおすうゃうしすに ╋けかけょひあ-
くけえ ておけかに ぉせょせとっゅけ こさけ-
ゃけょうかう くっしおせつくせの いぇさはょおせ, 
こさうせさけつっくくせの お きっしはつくうおせ 
いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう. 

‶さうしけっょうくうすぬしは お くうき こけあっかぇかう 
っとひ 120 ゅけさけあぇく, ぉけかぬてうくしすゃけ – 
ておけかぬくうおう.  ′ぇ こかけとぇょおっ せ ╃ゃけさちぇ 
きけかけょひあう こけょ させおけゃけょしすゃけき すさっくっ-
さぇ ╃ぃ]【 ╂ぇかうくに ̈ さかけゃけえ そぇくぇすに 
いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう ょさせあくけ 
ゃにこけかくはかう こさけしすにっ せこさぇあくっくうは.  
╂さけきおぇは きせいにおぇ こさうゃかっおぇかぇ くけゃにた 
せつぇしすくうおけゃ う つうしかけ «しこけさすしきっくけゃ» 
こけしすっこっくくけ せゃっかうつうゃぇかけしぬ. 』っさっい 
30 きうくせす せつぇしすくうおう せすさっくくっえ さぇい-
きうくおう せてかう ゃ こさうこけょくはすけき くぇ-
しすさけっくうう う し あっかぇくうっき しけゃっさてぇすぬ 
くけゃにっ しこけさすうゃくにっ こけょゃうゅう.

╉[〉╂╊｠╈ ]〈¨╊

╀ぃ╃╅╄〈′╇╉┿╋ ¨╀╄】┿ぃ〈 ‶¨╃′ぅ〈を ╆┿[‶╊┿〈〉
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁ ‶ぅ〈′╇『〉 ゃ ゅけさけょしおけえ ぇょきうくうしすさぇちうう しけしすけはかしは ゃにっいょ-
くけえ こさうひき ゅさぇあょぇく ゃ さっゅうけくぇかぬくけえ けぉとっしすゃっくくけえ こさう-

ひきくけえ ╁かぇょうきうさぇ ‶せすうくぇ. 
′ぇ ゃしすさっつせ し ぉっさっいけゃつぇくぇきう 

こさうっいあぇかう つかっくに そさぇおちうう «╄ょう-
くぇは [けししうは» ゃ ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけき 
]けぉさぇくうう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう: 
┿くぇすけかうえ ]せたけゃ – いぇきっしすうすっかぬ 
‶さっょしっょぇすっかは けぉかぇしすくけえ ╃せきに, 
ゃけいゅかぇゃかはのとうえ けぉとっしすゃっくくせの 
こさうひきくせの こさっょしっょぇすっかは こぇさすうう 
«╄ょうくけさけししけゃ», ╊っゃ ╉けゃこぇお – 
ょっこせすぇす けぉかぇしすくけえ ╃せきに, ぃさうえ 
¨しうくちっゃ – させおけゃけょうすっかぬ ぃさうょう-
つっしおけゅけ ょっこぇさすぇきっくすぇ 《っょっさぇちうう 
こさけそしけのいけゃ う ╇さうくぇ ╁ぇゅぇくけゃぇ 
– こさぇゃけゃけえ うくしこっおすけさ ぃさうょうつっ-
しおけゅけ ょっこぇさすぇきっくすぇ. ¨す ぉっさひいけゃ-
しおけゅけ 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» こさうひき ゃっかう いぇきっしすうすっかぬ 
ゅかぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ, しっおさっ-
すぇさぬ こけかうすしけゃっすぇ ┿かっおしぇくょさ ‶ぇ-
すさせてっゃ う させおけゃけょうすっかぬ うしこけかおけ-

きぇ きっしすくけゅけ けすょっかっくうは こぇさすうう 
╁かぇょうきうさ ╋ぇさにてっゃ.

╁しっゅけ ゃ ねすけす ょっくぬ お こけかうすうおぇき 
けぉさぇすうかけしぬ ょゃぇょちぇすぬ つっかけゃっお, 
けいぇぉけつっくくにた ゃけこさけしぇきう しけぉかのょっ-
くうは すさせょけゃけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ. 
‶け しかけゃぇき ]すぇくうしかぇゃぇ ╋ぇたけゃぇ, させ-
おけゃけょうすっかは ¨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 «╄[», ゃしっ 
けぉさぇとっくうは ぉせょせす ゃいはすに くぇ けしけぉにえ 
おけくすさけかぬ こぇさすうう. 

‶けしかっ こけかせすけさぇつぇしけゃけゅけ けぉ-
とっくうは し あうすっかはきう ╀っさひいけゃしおけ-
ゅけ しけすさせょくうおう ぇここぇさぇすぇ さっゅうけ-
くぇかぬくけゅけ こぇさかぇきっくすぇ こさけゃっかう 
«おさせゅかにえ しすけか», いぇ おけすけさにき けぉ-
しせょうかう けこかぇすせ すさせょぇ ぉのょあっすくう-
おけゃ. ╀かぇゅけょぇさは しすうきせかうさせのとうき 
ゃにこかぇすぇき いぇさこかぇすぇ せつうすっかっえ う 
ゃさぇつっえ ゃけいさけしかぇ, くけ きかぇょてうえ 
けぉしかせあうゃぇのとうえ こっさしけくぇか ぉのょ-

あっすくにた せつさっあょっくうえ (しすけさけあう, 
せぉけさとうおう, ゅぇさょっさけぉとうおう) こけ-
こさっあくっきせ こけかせつぇっす おけこっえおう. 
╃うさっおすけさぇ しさっょくうた けぉさぇいけゃぇ-
すっかぬくにた せつさっあょっくうえ, ╃¨〉, ╋〉╆ 
«╀っさひいけゃしおぇは 『╂╀» こけょつっさおくせかう 
ねすけ う けぉさぇすうかう ゃくうきぇくうっ, つすけ  
くせあくけ こけょくうきぇすぬ けおかぇょに. 

– ] こっさゃけゅけ うのくは ぉせょっす せゃっ-
かうつっくうっ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすに ぉのょ-
あっすくうおけゃ. ╋に ぉせょっき さってぇすぬ ねすけす 
ゃけこさけし くぇ そっょっさぇかぬくけき せさけゃくっ. 
╁に ゃ ねすけき くっ しけきくっゃぇえすっしぬ, – 
こけけぉっとぇか させおけゃけょうすっかぬ ¨ぉとっ-
しすゃっくくけえ こさうひきくけえ ╁かぇょうきうさぇ 
‶せすうくぇ ┿くぇすけかうえ ]せたけゃ.

╉┿╉ ╅╇╁┱【を, 
‶¨]┱╊¨╉?

┨┩┶┬, ┦ ┵┤┨┬┮ 
┵┲┥┬┴┤┭┶┩┵╀!

〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

╁ ╊¨]╇′¨╋ しけおさぇすうかぇしぬ 
けつっさっょぬ ゃ ょっすしおうえ しぇょ. 

╃かは こけしひかおぇ ねすけ ちっかけっ しけぉに-
すうっ. ╃っすっえ すぇき しすぇかけ さけあょぇすぬ-
しは ぉけかぬてっ, ぇ きっしす ゃ ょっすしおけき 
しぇょせ くぇ ゃしった くっ たゃぇすぇかけ. ′け 
くっょぇゃくけ ゃ ╃¨〉 わ25 けすおさにかうしぬ 
ょゃっ くけゃにっ ゅさせここに: けょくぇ – ょかは 
きぇかにてっえ けす ょゃせた ょけ すさひた かっす, 
ょさせゅぇは – けす つっすにさひた ょけ こはすう 
かっす. ]っえつぇし ゃ しぇょうお たけょうす 110 
さっぉはすうてっお, ゃ こさけてかけき ゅけょせ っゅけ 
こけしっとぇかけ 75 ょっすっえ.

〈ぇおけえ こけょぇさけお あうすっかう こけかせつう-
かう ぉかぇゅけょぇさは せつぇしすうの しゃけっゅけ こけ-
しひかおぇ ゃ ゅけさけょしおけえ ちっかっゃけえ こさけ-
ゅさぇききっ «[ぇいゃうすうっ ょけておけかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ 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 ゃ 
2010-2011 ゅけょぇた». ╉ぇお さぇししおぇいぇかぇ 
くぇき いぇゃっょせのとぇは ょっすしおうき しぇょけき 
╄かっくぇ 《うかぇすけゃぇ, うい けぉかぇしすくけゅけ 
う そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすけゃ ぉにかう 
ゃにょっかっくに しさっょしすゃぇ, おけすけさにっ 
こけてかう くぇ こっさっけぉけさせょけゃぇくうっ こけ-
きっとっくうえ, こけおせこおせ きっぉっかう, うゅさせ-
てっお う けすおさにすうっ ょけこけかくうすっかぬくにた 
しすぇゃけお ょかは ょゃせた ゃけしこうすぇすっかっえ. 
‶けかせつっくくにた ょっくっゅ すぇおあっ たゃぇすうかけ 
う くぇ さっきけくす しうしすっきに けすけこかっくうは, 
こけあぇさくけえ しうゅくぇかういぇちうう, こけおせこおせ 
くけゃけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは ょかは こうとっ-
ぉかけおぇ. ╅うすっかう こけしひかおぇ, せつぇしすゃせ-
のとうっ ゃ «ぉっぉう-ぉせきっ», けつっくぬ ょけ-
ゃけかぬくに, つすけ せょぇかけしぬ, くぇおけくっち-すけ, 
こさうしすさけうすぬ つぇょ.

╋｠ ╇ ╆┿╉¨′

ÒÎËÜÊÎ ÎÒ ÆÈÇÍÈ ÑÎÁÀ×ÅÉ 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÛÂÀÅÒ ÊÓÑÀ×ÅÉ

┿かっおしっえ ╋¨[¨╆¨╁, こけきけとくうお こさけおせさけさぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ

‶さけおせさぇすせさけえ ゅけさけょぇ こさけ-
ゃっょっくぇ こさけゃっさおぇ しけぉかのょっくうは 
しぇくうすぇさくけ-ねこうょっきうけかけゅうつっしおけ-
ゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ くぇ すっささう-
すけさうう けおさせゅぇ. ¨しくけゃぇくうっき ょかは 
くっひ こけしかせあうかぇ くっゅぇすうゃくぇは しう-

すせぇちうは, しかけあうゃてぇはしは 
うい-いぇ くっおけくすさけかうさせっきけ-
ゅけ さけしすぇ つうしかぇ ぉっいくぇょ-
いけさくにた あうゃけすくにた う くぇ-
こぇょっくうは うた くぇ あうすっかっえ. 
‶け ょぇくくにき 『╂╀, ゃ 2010 
ゅけょせ けす せおせしけゃ ぉっいょけ-
きくにた しけぉぇお こけしすさぇょぇかう 
32 つっかけゃっおぇ, ょっしはすぬ うい 
くうた – ょっすう う こけょさけしすおう 
ょけ 18 かっす.

‶さけおせさぇすせさぇ くぇこさぇ-
ゃうかぇ ゃ ゅけさけょしおけえ しせょ 

うしおけゃけっ いぇはゃかっくうっ, おけすけさけっ 
けぉはいにゃぇっす  ぇょきうくうしすさぇちうの 
けおさせゅぇ こけしすさけうすぬ くぇ すっささう-
すけさうう ╀╂¨ こさうのす ょかは あうゃけす-
くにた, ぇ せこさぇゃかっくうっ ╅╉》 けさ-

ゅぇくういけゃぇすぬ けすかけゃ ぉっしたけいくにた 
こしけゃ.

13 ぇこさっかは しせょ さぇししきけすさっか うし-
おけゃけっ いぇはゃかっくうっ う せょけゃかっすゃけさうか 
っゅけ ゃ こけかくけき けぉなひきっ.  

¨〈 [╄╃┿╉『╇╇. ]けぉぇおせ くせあくけ 
くっ すけかぬおけ こけえきぇすぬ, くけ う おせょぇ-すけ 
こさうしすさけうすぬ: こさうのすに, ちっくすさに 
こっさっょっさあおう ゃ しけしっょくうた ゅけさけょぇた 
こっさっこけかくっくに. ╁にたけょ けょうく – けす-
おさにゃぇすぬ けこっさぇすうゃくけ しゃけえ こさうのす. 
╋っしすけ ゃにぉさぇくけ, ょけおせきっくすに こけょ-
こうしぇくに. ‶さうのす こけしすさけはす しけすさせょ-
くうおう ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけゅけ そけくょぇ, 
くけ さぇぉけすに いょっしぬ くぇつくせすしは くっ 
さぇくぬてっ 2012 ゅけょぇ: くぇえすう ょっくぬ-
ゅう くぇ くうつぬうた ぉぇさぉけしけゃ くっ すぇお-すけ 
こさけしすけ.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
╁｠╃┿╊ ╆┿‶┿》

′っいぇせさはょくにえ しこけしけぉ ゃにくけしぇ こさけょせおすけゃ こさう-
てひか くぇ せき きけかけょけきせ つっかけゃっおせ, おけすけさにえ ゃ きぇゅぇ-
いうくっ «777» さってうか こけ-すうたけきせ けすけゃぇさうすぬしは. 

╇しこけかぬいせは こけょさせつくにっ しさっょしすゃぇ, すけつくっっ, させ-
おぇゃ しけぉしすゃっくくけえ おせさすおう, ゃけさうておぇ せきせょさうかしは 
しこさはすぇすぬ ゃ ゃっしぬきぇ せいおけっ こさけしすさぇくしすゃけ ちっかせの 

おけこつひくせの おせさうちせ. ╇しすけつぇは ぇここっすうすくにえ いぇこぇた う 
くっこさけこけさちうけくぇかぬくけ さぇいょせゃてうしぬ ゃ けょくせ しすけさけくせ,  
せきっかっち こけこにすぇかしは こさけえすう おぇししけゃにえ おけくすさけかぬ, 
くけ ぉにか «けぉっいゃさっあっく» しけすさせょくうおぇきう いぇゃっょっくうは, 
おけすけさにっ せつせはかう くっかぇょくけっ う しょぇかう くっしせくぇ こさう-
ぉにゃてっきせ くぇさはょせ 』¨‶ «]ぇすっかかうす».

╆┿╀｠╊ ╇… ‶¨‶┿╊]ぅ
╁っさけはすくけ しすさぇょぇは かひゅおけえ そけさきけえ ぇきくっいうう, 

きっかおうえ こけたうすうすっかぬ ゃっさくせかしは くぇ きっしすけ こさっしすせ-
こかっくうは.

╉けゅょぇ きけかけょけえ つっかけゃっお いぇてひか ゃ きぇゅぇいうく 
わ5 こけ せかうちっ ╂ぇゅぇさうくぇ, けく ぉにか ゃっしぬきぇ せょうゃ-
かひく, つすけ っゅけ ぉにしすさけ う ゃっあかうゃけ けぉしかせあうかう 

くっ こさけょぇゃちに, ぇ しけすさせょくうおう けたさぇくくけゅけ こさっょ-
こさうはすうは «]ぇすっかかうす». [けゃくけ ょゃっ くっょっかう くぇ-
いぇょ, おぇお ゃにはしくうかけしぬ, けく せあっ くぇゃっとぇか ょぇく-
くけっ すけさゅけゃけっ いぇゃっょっくうっ う しこってくけ こけおうくせか 
っゅけ, ゃすけさけこはた せくっしは つっすにさっ ぉぇくおう ょけさけゅけゅけ 
おけそっ.
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¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ねか. こけつすぇ 
oazisber@yandex.ru)  ういゃっとぇっす  け ゃにこけかくっくうう おぇょぇしすさけゃにた  さぇぉけす 
こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, し おぇ-
ょぇしすさけゃにき わ66:35:0221001:0316 – さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: 
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ‶]╉ «【うかけゃしおうえ», 
せつぇしすけお さぇしこけかけあっく のあくっっ ぇゃすけょけさけゅう  ╀っさっいけゃしおうえ-]すぇ-
くけゃぇは, ゃけしすけつくっっ すさせぉけこさけゃけょぇ ╀せたぇさぇ-〉さぇか, し ゃけしすけつ-
くけえ しすけさけくに せつぇしすけお ゅさぇくうつうす し せつぇしすおけき し おぇょぇしすさけゃにき 
わ66:35:0221001:421, し のあくけえ しすけさけくに し いっきかはきう, くぇたけょは-
とうきうしは ゃ けぉとっえ ょけかっゃけえ しけぉしすゃっくくけしすう, し しっゃっさくけえ しすけさけ-
くに し かっしくにき きぇししうゃけき.

 ╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは: ╀っかうおけゃ ぃさうえ ┿くぇ-
すけかぬっゃうつ, こさけあ. こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こけし. 【うかけゃおぇ, せか. 
╋ったぇくういぇすけさけゃ, ょ. 7, すっか. 89030806364.

]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 
19 きぇは 2011 ゅけょぇ ゃ 10.00 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬ-
くぇは, 9, おぇぉ. 109, すっか. 83436945629.

′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう 
すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ ゅさぇくうちに: こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう しきっあくにた いっきっかぬ-
くにた せつぇしすおけゃ: ╋うくうしすっさしすゃけ ‶さうさけょくにた さっしせさしけゃ こけ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう, おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0221001:528; ゃにょっか 
╊けぉぇくけゃぇ, おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0221001:421; いっきかう ‶]╉ 
«【うかけゃしおうえ», おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0221001:428; しけぉしすゃっく-
くうおう いっきっかぬくにた ょけかっえ.

] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬ-
しは ゃ ¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ.109, 
すっか. 83436945629).

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは こけ こさけ-
ゃっょっくうの しけゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしす-
おぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 18 ぇこさっかは こけ 19 きぇは 2011 ゅけょぇ 
こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109, すっか. 
83436945629.

[╄╉╊┿╋┿

ぁ〈¨ ╀｠╊¨, ╀｠╊¨…

À ÊÎÐÎËÜ-ÒÎ Â ÏÎÐÒßÍÊÀÕ!
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ う うい ぇさたうゃぇ ′. 《うかうこっくおけ

‶〉╀╊╇╉〉ぅ ゃ くけきっさっ ╀[ いぇ すさっすぬっ きぇさすぇ そけすけゅさぇそうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ いぇゃけょぇ, しょっかぇくくにっ ]っさゅっっき ‶さけおせょう-

くにき-╂けさしおうき ゃ 1909 ゅけょせ う けぉくぇさせあっくくにっ くぇ しぇえすっ ╀うぉかう-
けすっおう ╉けくゅさっししぇ ]【┿, きに こさっょかけあうかう つうすぇすっかはき こけさにすぬ-
しは ゃ ょけきぇてくうた ぇさたうゃぇた う こけおぇいぇすぬ つっさっい ゅぇいっすせ しすぇさうくくにっ 
しくうきおう しゃけうき いっきかはおぇき. ╇ ゃけす いゃけくけお けす ╂っくくぇょうは 《うかう-
こっくおけ: «〉 きけっえ きぇきに, ′うくっかぬ ╋うたぇえかけゃくに, っしすぬ そけすけ おけ-
さけかは ぁそうけこうう». 

╁ しゃけっえ きぇかっくぬおけえ ょゃせておっ, 
つすけ くぇ せかうちっ 〈けかぉせたうくぇ, ′う-
くっかぬ ╋うたぇえかけゃくぇ, さぇいぉうさぇは 
ぇかぬぉけきに, けぉくぇさせあうかぇ ょゃぇ つひさ-
くけ-ぉっかにた しくうきおぇ かっすぇ 1959 
ゅけょぇ: すけゅょぇ くぇ てぇたすっ «ぃあくけえ» 
こけぉにゃぇか くっけぉにつくにえ ゅけしすぬ – おけ-
さけかぬ ぁそうけこうう 》ぇえかっ ]っかぇししうっ 
I し ゃくせつおけえ. ╉けくっつくけ, ゃういうす 
ぉにか くっしかせつぇえくにき: しこっちうぇかうしすに 
させょくうおぇ いぇょけかゅけ ょけ さっゃけかのちうう 
けさゅぇくういけゃぇかう ゃ ぇそさうおぇくしおけえ 
しすさぇくっ ょけぉにつせ いけかけすぇ. ′ぇ すけす 
きけきっくす ょさぇゅけちっくくにえ きっすぇかか 
こけ-こさっあくっきせ こけこけかくはか きけくぇさ-
てせの おぇいくせ. 

– ぅ すけゅょぇ さぇぉけすぇかぇ きっょしっしすさけえ 
ゃ こけかうおかうくうおっ, けくぇ くぇたけょうかぇしぬ 
っとひ くぇ せかうちっ ╉さぇしくけぇさきっえしおけえ, ぇ 
きせあ, ╁うおすけさ ]すっこぇくけゃうつ, すさせょうか-
しは ねかっおすさけしゃぇさとうおけき くぇ させょくうおっ,  
っゅけ けすっち いょっしぬ あっ うくあっくっさけき こけ 
さぇちうけくぇかういぇちうう, すぇお つすけ こさけこせ-
しすうすぬ すぇおけっ しけぉにすうっ きに くうおぇお くっ 
きけゅかう, – くぇつうくぇっす さぇししおぇい たけいはえ-
おぇ.  – ¨ こさうっいょっ ゃにしけおけゅけ ゅけしすは, 
ょせきぇの, いくぇかう きくけゅうっ: けぉなはゃかっ-
くうっ けぉ ねすけき くぇこっつぇすぇか «╀っさひいけゃ-
しおうえ さぇぉけつうえ» ょくっえ いぇ ょっしはすぬ ょけ 
ゃういうすぇ.

《うかうこっくおけ こけったぇかう お てぇたすっ いぇ-
ゅけょは, いぇたゃぇすうかう くけゃっくぬおうえ そけすけ-
ぇここぇさぇす «╆っくうす-]» う しすぇかう あょぇすぬ 
ょっかっゅぇちうの. ′せ, ゃけす こけはゃかはっすしは 
さけしおけてくにえ かうきせいうく, うい くっゅけ ゃに-

たけょはす ╄ゅけ ╁っかうつっしすゃけ う こさうくちっし-
しぇ.

– ╉けさけかぬ けおぇいぇかしは きぇかっくぬおうき, 
しせたけくぬおうき, こさうきっさくけ 46 さぇいきっさぇ, 
– つうしすけ あっくしおうき ゃいゅかはょけき けこうしに-
ゃぇっす ねそうけこぇ ′うくっかぬ ╋うたぇえかけゃくぇ. 
– ]せこさけすうゃ させょくうつくけゅけ くぇつぇかぬ-
しすゃぇ, ぇ きせあうおう おぇお くぇ こけょぉけさ けおぇ-
いぇかうしぬ きけゅせすくにきう, けく ゃにゅかはょっか う 
ゃけゃしっ くっこさっいっくすぇぉっかぬくけ. ¨たさぇくに 
きぇかけ, きうかうちうう ゃけゃしっ くっ ゃうょくけ: 
ゃさっきっくぇ-すけ ぉにかう しこけおけえくにっ. ┿ 
こさうくちっししぇ たけさけてぇ: ゃうょうすっ くぇ 
しくうきおっ – くぇ ゃにしけおうた おぇぉかせおぇた, ゃ 
すひきくにた けつおぇた – ょっくぬ すけゅょぇ ゃにょぇか-
しは しけかくっつくにき. ′ぇさけょせ くぇぉっあぇかけ 
きくけゅけ, う きに しすぇかう ぇこかけょうさけゃぇすぬ 
おけさけかの. ╉けゅょぇ けく ゃにたけょうか うい 
こさけたけょくけえ, けこはすぬ たかけこぇかう. ‶けおぇ 
きけくぇさた しこせしおぇかしは ゃ てぇたすせ, しぇきう 
こけそけすけゅさぇそうさけゃぇかうしぬ.

′ぇ ゃすけさけき しくうきおっ – きっかおうっ そう-
ゅせさおう しけすっく かのょっえ, さはょけき – ゅけさぇ 
けすさぇぉけすぇくくけえ させょに. ╁  ちっかけき ゃ 
おけくちっ こはすうょっしはすにた  すっささうすけさうは 
ゃけおさせゅ «ぃあくけえ» っとひ くっ ぉにかぇ 
ぉかぇゅけせしすさけっくぇ. ‶けすけきせ さってうかう 
ゃ しさけつくけき こけさはょおっ さぇょう おけさけかは 
こかけとぇょおせ いぇぇしそぇかぬすうさけゃぇすぬ: いぇ-
しにこぇかう おさせこくけえ とっぉひくおけえ, ょぇ ゃけす 
ぉっょぇ – ぇしそぇかぬす ぉにか ゃ あせすおけき ょっ-
そうちうすっ. 〈ぇお う すけこぇか 》ぇえかっ ]っかぇし-
しうっ I ゃ けすおさにすにた すせそっかぬおぇた しすけ 
きっすさけゃ こけ けしすさにき おぇきくはき. 

– ╉ぇお さぇししおぇいにゃぇか きせあ, ゃ ぇょ-
きうくうしすさぇすうゃくけき いょぇくうう 
てぇたすに こけゃしのょせ くぇしすっかうかう 
おけゃさに, けくう かっあぇかう ょぇあっ 
ゃ さぇいょっゃぇかおぇた ょせてっゃにた, – 
こさけょけかあぇっす くぇてぇ しけぉっしっょ-
くうちぇ. – 〉きぇ くっ こさうかけあせ, 
ゅょっ ゃいはかう しすけかぬおけ おけゃさけゃ 
– ゃ しゃけぉけょくけえ こさけょぇあっ うた 
くっ ぉにかけ ょけ しぇきけえ こっさっ-
しすさけえおう. 

‶けおぇいせたう たゃぇすぇかけ: 
ょうさっおすけさせ させょくうおぇ ┿. 
ぅしすさっぉおけゃせ くけゃにっ ぉけすうくおう 
さっょおけゅけ 46 さぇいきっさぇ うしおぇ-
かう ぇあ つかっくに こけかうすぉのさけ 

けぉおけきぇ ╉‶]]: っゅけ しすぇさぇは けぉせゃぬ 
«こけいけさうかぇ しけちうぇかうしすうつっしおうえ 
しすさけえ». ′け う けぉくけゃおぇ けおぇいぇかぇしぬ 
しすけかぬ くっこさうゃにつくけえ ゅかぇいせ しけ-
ゃっすしおけゅけ つっかけゃっおぇ, つすけ おけかかっゅう 
さぇししきぇすさうゃぇかう っひ すぇお あっ こさう-
しすぇかぬくけ, おぇお おけさけかは. ╉ぇお ゅかぇしうす 
くぇさけょくぇは きけかゃぇ, ゃにしけおけゅけ ゅけしすは 
ゃけいうかう ゃ ゅけしすう う ゃ てぇたすひさしおせの 
おゃぇさすうさせ ゃ ]けゃっすしおけき. ╉けきくぇすに 
こさうゃっかう ゃ こけさはょけお, いぇしすぇゃうかう 
おさぇしうゃけえ きっぉっかぬの, しすっくに う こけかに 
いぇおさにかう おけゃさぇきう: しきけすさうすっ, きけか, 
おぇお こさうこっゃぇのつう あうゃせす こさけしすにっ 
いけかけすけょけぉにすつうおう. ╂けゃけさはす, おけゅょぇ 
ゅけしすぬ せったぇか, たけいはうく おゃぇさすうさに いぇ-
ぇさすぇつうかしは: ぇ ゃけす くっ けすょぇき ょけぉさけ 
けぉさぇすくけ. 』っき いぇおけくつうかけしぬ っゅけ しぇ-
きけせこさぇゃしすゃけ, くうおすけ くっ いくぇっす. 

′け しぇきにき ゃっしひかにき けおぇいぇかしは 
しこせしお おけさけかは ゃ てぇたすせ: いぇきけさしおうっ 
ねおしおせさしぇくすに しさけょせ くっ くけしうかう 
さっいうくけゃにた しぇこけゅ し こけさすはくおぇきう. 
╁ しゃけっえ おくうゅっ «╂けさけょ ╀っさひいけゃ-
しおうえ» ╂.〈っすひさおうく すぇお けこうしにゃぇっす 
ねすけす きけきっくす: «′ぇつぇかぬくうお てぇたすに 
‶. ╀におけゃ こさけょっきけくしすさうさけゃぇか うき, 
おぇお くせあくけ くぇきぇすにゃぇすぬ こけさすはくおう 
くぇ くけゅせ, ぇ ゅけしすう くっ こけくうきぇのす. 
′っ こけかせつぇっすしは ねすけ う せ しけこさけゃけ-
あょぇのとうた. ┿ ‶っすさせ ]っきひくけゃうつせ 
くっ たけつっすしは くぇきぇすにゃぇすぬ こけさすはくおう 
くぇ おけさけかっゃしおうっ くけゅう – ゅけさくはちおぇは 
ゅけさょけしすぬ くっ こけいゃけかはっす. ╉けっ-おぇお 
しこさぇゃうかうしぬ, しこせしすうかうしぬ ゃ てぇたすせ, 
ぇ すぇき こけさすはくおう しぉうかうしぬ, こさう-
てかけしぬ っとひ さぇい こっさっけぉせゃぇすぬしは». 

╉ぇお ぉに すけ くう ぉにかけ, せつぇしすくうおう 
こさうひきぇ せすゃっさあょぇかう, つすけ ╄ゅけ ╁っ-
かうつっしすゃけ けしすぇかしは ゃっしぬきぇ ょけゃけかっく 
こけっいょおけえ, せゃうょっくくにき こけょ いっきかひえ 
う ゅけしすっこさううきしすゃけき ゅけさけあぇく. ╃け-
ゃけかぬくけ しおけさけ おけきぇくょうさけゃおう しこっ-
ちうぇかうしすけゃ させょくうおぇ ゃ ぁそうけこうの 
ゃけいけぉくけゃうかうしぬ.  ′け つっさっい 16 かっす 

おけさけかは くっ しすぇかけ. 28 ぇゃゅせしすぇ 1975 
ゅけょぇ こけ さぇょうけ ぉにかけ けぉなはゃかっくけ 
け しきっさすう 》ぇえかっ ]っかぇししうっ I. ‶さっ-
しすぇさっかけゅけ うきこっさぇすけさぇ くぇてかう 
きひさすゃにき ゃ っゅけ おさけゃぇすう, こさうつうくぇ 
おけくつうくに, ゃっさけはすくけ, ぉにかぇ しゃはいぇくぇ 
し こけしかっょしすゃうっき けこっさぇちうう こさけ-
しすぇすに, しょっかぇくくけえ っきせ ょゃぇ きっしはちぇ 
くぇいぇょ. ‶け けょくけえ うい ゃっさしうえ, おけき-
きせくうしすうつっしおけきせ ゃけあょの ぁそうけこうう 
╋っくゅうしすせ ょけかけあうかう, つすけ ねきう-
ゅさぇくすしおうっ おさせゅう ゃにくぇてうゃぇのす こかぇ-
くに さっしすぇゃさぇちうう きけくぇさたうう, う こけ 
っゅけ こさうおぇいせ うきこっさぇすけさぇ いぇょせてう-
かう こけょせておけえ, ぇ すさせこ ゃにぉさけしうかう 
ゃ けすたけあっっ きっしすけ. ╁きっしすっ し うきこっ-
さぇすけさけき ぉにかう おぇいくっくに きうくうしすさに 
う しけすくう こさうょゃけさくにた. ╁ 1992 ゅけょせ 
けしすぇくおう 》ぇえかっ ]っかぇししうっ I ぉにかう 
くぇえょっくに こけょ こけかけき すせぇかっすぇ ゃ うき-
こっさぇすけさしおけき ょゃけさちっ (ゃこさけつっき, ゃ 
うた こけょかうくくけしすう くっ ゃしっ せゃっさっくに). 
╁ 2000-き うた すけさあっしすゃっくくけ こっさっ-
いぇたけさけくうかう ゃ しけぉけさっ ]ゃはすけえ 〈さけ-
うちに ゃ ┿ょょうし-┿ぉっぉっ. ′ぇ こぇくうたうょせ 
こさうてかう すにしはつう かのょっえ, こけすけきおう 
きけくぇさたぇ, あうゃせとうっ くにくっ ゃ ]【┿ 
う ╄ゃさけこっ, ぇ すぇおあっ うくけしすさぇくくにっ 
ゅけしすう. ′っおけすけさにっ こけょょぇくくにっ おけ-
さけかは しつうすぇかう 》ぇえかっ ]っかぇししうっ I 
ゃけこかけとっくうっき ╂けしこけょぇ くぇ いっきかっ. 
╉さけきっ すけゅけ, けく ぉにか けょくうき うい しぇ-
きにた ぉけゅぇすにた かのょっえ きうさぇ: きけくぇさたせ 
こさうくぇょかっあぇかう ゃしっ いけかけすにっ こさうう-
しおう ぁそうけこうう, あっかっいくにっ ょけさけゅう ゃ 
╇くょうう, おけくすさけかぬくにっ こぇおっすに ぇお-
ちうえ ゃ こさけきにてかっくくにた おけきこぇくうはた 
【ゃっえちぇさうう う ┿くゅかうう, そぇぉさうおう う 
いぇゃけょに ゃ ╀さぇいうかうう.  ╋うかかうぇさょに 
ょけかかぇさけゃ てかう くぇ かうつくにっ しつっすぇ 
うきこっさぇすけさぇ ゃ ぉぇくおぇた 【ゃっえちぇさうう.  
┿ っゅけ さけょくぇは しすさぇくぇ, こけ しせすう しゃけ-
っえ, けしすぇゃぇかぇしぬ そっけょぇかぬくけえ, しすうかぬ 
あっ こさぇゃかっくうは 》ぇえかっ ]っかぇししうっ, 
けしけぉっくくけ ゃ こけしかっゃけっくくにえ こっさう-

けょ,  っゃさけこっえちに たぇさぇおすっさういけゃぇかう 
おぇお „こさけしゃっとひくくにえ ょっしこけすういき“. 
′っょけゃけかぬしすゃけ さっあうきけき いさっかけ 
ゅけょぇきう. ╁くせすさうこけかうすうつっしおぇは けぉ-
しすぇくけゃおぇ ゃ しすさぇくっ さっいおけ けぉけしすさう-
かぇしぬ ゃ 1974 ゅけょせ くぇ そけくっ さけしすぇ 
うくそかはちうう う ぉっいさぇぉけすうちに, せあぇ-
しぇのとっゅけ ゅけかけょぇ, おけすけさにえ せくひし 
あういくう けおけかけ 200 すにしはつ つっかけゃっお. 
┿さきっえしおうっ つぇしすう ゃいぉせくすけゃぇかうしぬ, 
ゃけっくくにた こけょょっさあぇかう さぇぉけつうっ う 
しすせょっくすに. ぁすけ ゃにくせょうかけ 》ぇえかっ 
]っかぇししうっ しけゅかぇしうすぬしは くぇ しけいにゃ 
おけくしすうすせちうけくくけえ おけくそっさっくちうう. 
╁ こけしかっょせのとうっ くっしおけかぬおけ きっしは-
ちっゃ けく かうてうかしは ゃしはおけえ さっぇかぬくけえ 
ゃかぇしすう, おけすけさぇは こっさってかぇ お ゃけ-
っくくにき. ╁しおけさっ けくう しけいょぇかう しゃけひ 
ゃさっきっくくけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ, いぇしすぇ-
ゃうかう  しけゅかぇしうすぬしは し おぇくょうょぇすせさけえ 
こさっきぬっさ-きうくうしすさぇ う こけしかっ けおけく-
つぇすっかぬくけ しきっしすうかう うきこっさぇすけさぇ. 
┿さっしすけゃぇゃ 》ぇえかっ ]っかぇししうっ う つかっ-
くけゃ っゅけ しっきぬう, ゃけっくくにっ けぉゃうくうかう 
うきこっさぇすけさぇ ゃ けすおぇいっ しけすさせょくう-
つぇすぬ し くうきう, ゃ いかけせこけすさっぉかっくうう 
ゃかぇしすぬの う しゃけうき こけかけあっくうっき.

′ぇてせ ぉっしっょせ け こさうっいょっ おけ-
さけかは ゃ ╀っさひいけゃしおうえ ゃくうきぇ-
すっかぬくけ しかせてぇっす ゃくせお ′うくっかぬ 
╋うたぇえかけゃくに, けょうくくぇょちぇすう-
かっすくうえ ‶ぇゃっか. ‶ぇさっくぬ せつうす-
しは ゃ かうちっっ わ7, いぇくうきぇっすしは 
しこけさすけき う うくすっさっしせっすしは おけか-
かっおちうっえ きうくっさぇかけゃ ぉぇぉせておう: 
おぇきくう – たけぉぉう ′. 《うかうこっくおけ う 
っひ ょゃけのさけょくけゅけ ぉさぇすぇ, ぇおぇょっ-
きうおぇ ╁うおすけさぇ ]ぇさゅうくぇ. ‶ぇてっ 
かのぉけこにすくけ ぉにかけ せいくぇすぬ け ょぇ-
かひおうた ゅけょぇた, おけゅょぇ ゃ くぇて きぇ-
かっくぬおうえ ゅけさけょ こさうっいあぇか けょうく 
うい しぇきにた ぉけゅぇすにた かのょっえ こかぇ-
くっすに う, くぇきけすぇゃ こけさすはくおう くぇ 
きぇかっくぬおうっ くけゅう, たけょうか ゅせかはすぬ 
こけ ゅけさういけくすぇき てぇたすに.

╉¨′╉〉[]

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1

′ぇ おけくおせさしっ こさうてかけしぬ こけすさせょうすぬしは う きぇ-
きぇき, けくう いぇ おけさけすおけっ ゃさっきは しけけさせょうかう くぇ 
ゅけかけゃぇた しゃけうた ょっすっえ そぇくすぇいうえくにっ こさうつひしおう: 
きくけゅけせさけゃくっゃにっ こかっすっくうは, こせつおう, いぇきにし-
かけゃぇすにっ «ゅくひいょぇ». ╅のさう けすきっすうかけ しこっちう-
ぇかぬくけえ くけきうくぇちうっえ おけしきうつっしおせの こさうつひしおせ 
すさうくぇょちぇすうかっすくっえ ╄おぇすっさうくに ‶っさゃぇおけゃけえ, 
おけすけさぇは こさっょしすぇかぇ ゃ けぉさぇいっ うくけこかぇくっすはくおう. 
╋ぇきぇ ]ゃっすかぇくに ╉けさけぉおけ, ╄かっくぇ ┿かっおしっっゃくぇ, 
いぇ ょゃぇょちぇすぬ きうくせす しきけゅかぇ しょっかぇすぬ しかけあくけっ 
こかっすっくうっ しゃけっえ ょけつおっ – けぉかぇょぇすっかぬくうちっ 
しぇきけえ ょかうくくけえ おけしに ゃ 62 しぇくすうきっすさぇ. ‶け 
うすけゅぇき おけくおせさしぇ ╉ぇすは いぇくはかぇ すさっすぬっ きっしすけ 
ゃ ゃけいさぇしすくけえ おぇすっゅけさうう 9-13 かっす. ╁すけさけえ 
しすぇかぇ ゃけしすけつくぇは おさぇしぇゃうちぇ ┿かうくぇ 〉こけさけゃぇ, 
ぇ こけぉっょうかぇ ゃ «しすぇさてっき いゃっくっ» ╁かぇょうしかぇゃぇ 
╁ぇしうかぬっゃぇ. 

]さっょう きぇかにてっお «ぉさけくいせ» いぇゃけっゃぇかぇ ╋ぇさうは 
╂っくちっ, おけすけさぇは うい いゃけくおけゅけかけしけえ させししおけえ きぇ-
すさひておう こさっゃさぇすうかぇしぬ ゃ くっゃっしすせ しけ しゃぇょっぉくけえ 
こさうつひしおけえ. ╁すけさけっ きっしすけ いぇくはかぇ こはすうかっすくはは 
ぉかけくょうくおぇ ┿かうしぇ ]っかっいっくぬおけゃぇ, こっさゃけっ – ゅけ-
かせぉけゅかぇいぇは ╃ぇさぬは [せしうくけゃぇ, おけすけさぇは こけきうきけ 
こさういぇ こけかせつうかぇ かうつくけっ こさうゅかぇてっくうっ くぇ おけく-
おせさし «╋ぇかっくぬおぇは きうしし ╀っさひいけゃしおうえ 2011». ╁ 
こさけてかけき ゅけょせ ╃ぇてぇ せあっ しすぇくけゃうかぇしぬ そうくぇ-
かうしすおけえ ねすけゅけ おけくおせさしぇ. 

]ゃっすかぇくぇ ╉けさけぉおけ
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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 66120. 〈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.  
[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╄╁┿, ╉うさうかか ¨[╊¨╁
《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.

• ╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ «╁┿╆», 
ょうしこっすつっさに. 8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

• [ぇいくけさぇぉけつうえ, 18-30 かっす, 
ゅさぇあょぇくしすゃけ [《, い/こ 18 す.さ., ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおうえ. 8 (343) 344-00-40.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし-きっくっょあっさ, ょっゃ. 18-30 
かっす, い/こ 18 す.さ., いくぇくうっ ‶╉, こさう-
はすくぇは ゃくってくけしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ. 
8 (343) 344-00-40.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき し 
か/ぇ, ぉっい け/さ. 213-68-67, 8-950-20-
59-926.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお, し け/さ. 8-950-20-59-
926, 213-68-67.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇてうくうしす くぇ ねおしおぇゃぇすけさ-
こけゅさせいつうお JSB, けこにす さぇぉけすに 
けぉはいぇすっかっく. 8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう し ぉけさす. ゅぇいっかぬの, 
こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ. ╂させいつうおう. 
8-905-80-00-089.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ, 【ぇさすぇて. 8 (343) 
278-53-52, 341-59-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょしすぇゃうすっかぬしすゃせ うくけしすさぇく-
くけえ おけきこぇくうう すさっぉせっすしは しっ-
おさっすぇさぬ しけ いくぇくうっき こっさゃうつくけえ 
ぉせたゅぇかすっさうう ょかは ゃっょっくうは ょっかけ-
こさけういゃけょしすゃぇ, ゃ すけき つうしかっ さぇぉけすぇ 
し こさけゅさぇききけえ "1]", ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおうえ. ‶けかくぇは いぇくはすけしすぬ, い/こ 17 
す.さ. 8-912-27-00-553.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお くぇ しおかぇょ きっすぇか-
かけこさ., け/さ. 8-922-13-55-840.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "》ぇさけく" すさっぉせっすしは さぇいくけ-
さぇぉけつうえ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせのすしは こさけょぇゃちに ]╇╋- 
おぇさす くぇ せかうちっ ゃ ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ. 
¨こかぇすぇ けす 1000 させぉ./ょっくぬ. ╁けい-
さぇしす けす 18 ょけ 35. ╅うかぬっ こさっょけ-
しすぇゃかはっき. 8-953-82-45-110, 8-919-
38-87-777.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18, 
つ/こ, ]‶, おうさこうつ, かけょあうは くけゃぇは, 
2/6, 34/16/8. 『. 1800 す.さ. 8-909-
01-01-400.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, せか. 
¨おすはぉさぬしおぇは, 17, 35/24/7. 8-908-
63-37-937.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. ]けかくっつくぇは, くけゃにえ, うい 
ぉさせしぇ, 230 き2, けおくぇ こかぇしすうお., ゃに-
しけすぇ ちけおけかは 3,5 き2 (こっさっおさにす こかう-
すぇきう), こけか いぇかうゃくけえ. ╂ぇい, ゃけょぇ, 
おぇくぇかういぇちうは, ね/ね – 380 ╁. ╋ぇくしぇさ-
ょぇ, おさにてぇ きっすぇかけこさけそうかぬ, ぉぇくは, 
8 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 3500 す.さ. 8-912-26-70-758. ]けぉ-
しすゃっくくうお. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., ゅぇい, 
ゃけょぇ. ╇かう けぉきっく. 8-908-90-72-710.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, ゃ つっさすっ ゅけさけょぇ, せたけあっく. 
8-912-66-75-989. ]けぉしすゃっくくうお.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, こ. 【うておうくけ (いぇ こ. 
【うかけゃおぇ), 11 しけす., ゅぇい, ねか-ゃけ, ょけ-
さけゅう. 『. 850 す.さ. 8-919-39-48-162.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 2 おぇさぬっさ, 16 しけす., さっおぇ, 
かっし. 『. 730 す.さ. 8 (343) 201-63-22.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つぇしすけお 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. ╉けききせくうおぇちうう こけ 
せかうちっ. 『. 1900 す.さ. 8-912-26-70-758. 
]けぉしすゃっくくうお.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かぇしすうおけゃにっ けおくぇ, ょゃっさう, 
かけょあうう けす こさけういゃけょうすっかは. ╉ぇ-
つっしすゃけ, ゅぇさぇくすうう, しおうょおう. 8-904-
38-38-387.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあ こかぇしすうおけゃにた けおけく, 
ょゃっさっえ, かけょあうえ けす こさけういゃけょうすっ-
かは ゃしった しかけあくけしすっえ. ╀にしすさけ. ╂ぇ-
さぇくすうは. ]おうょおぇ. 8-908-91-22-104.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "〉さぇかねかっおすさけきけくすぇあ" 
こさけういゃけょうす せしすぇくけゃおせ 2-すぇ-
さうそくにた ねか. しつっすつうおけゃ, ぇ すぇおあっ 
ねか. きけくすぇあ かのぉけえ しかけあくけしすう. 
′っょけさけゅけ. ‶っくしうけくっさぇき しおうょおう. 8 
(343) 378-04-76, 8-912-04-80-476.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけそかうしす し-8, 2-た き, けちうく-
おけゃぇくくにえ, 55 てす., 450 させぉ./かうしす, 
せゅけかけお 40, 17 てす., 200 させぉ./てす. 
8-953-00-29-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

• こけ [けししうう. 8-952-13-80-272.
[╄╉╊┿╋┿

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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 6 す + ゃにておぇ, 
22 き. 8-952-13-80-272.

[╄╉╊┿╋┿

• 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 «[┿′┿[┿» 
(╀╋╃╉). ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ. 8-902-26-15-461.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿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, 1100 させぉ. 
8-902-87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 1000 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ, くぇ-
ゃけい. ╁ きっておぇた. 8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╀っすけくけきってぇかおせ. 
8-909-00-25-529, 8-953-60-93-357.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÈÌÓ
• ]すさけうすっかぬくにえ きせしけさ, ゅさせくす.  
8-904-16-15-763.

[╄╉╊┿╋┿

[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.

[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ¨ぉけさせょけゃぇくうっ ょかは てうくけ-
きけくすぇあぇ. 8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╂┿╆-31105, 2005 ゅ.ゃ. 『. 175 
す.さ. 8-950-64-47-642.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆–21093. 8-922-19-53-896.
[╄╉╊┿╋┿

╀ういくっし
〈さぇくしこけさす

】うあきあかすふか ちあいそてそおあてかしけ!
29 íäëñ¿　 2011 Ç. ゎば "ゐñë、£Üçï¡óú îñÖöë £íÖ　öÜïöó" äëñ-

¡ëíàíñö ïßÜë £í　çÜ¡ Öí ÜïöíÖÜç¿ñÖóñ ¡çÜö▲ Öí óÖÜïöëíÖ-
ÖÜ0 ëíßÜôÜ0 ïó¿Ü Öí 2012 ÇÜÑ!

ぱÜë½í £í　ç¡ó ÜäëñÑñ¿ñÖí ぢëó¡í£Ü½ ぜóÖóïöñëïöçí £Ñëí-
çÜÜêëíÖñÖó　 ó ïÜîóí¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　 づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëí-
îóó Üö 13.07.2010 ヽ514Ö.
げí ßÜ¿ññ äÜÑëÜßÖÜú óÖâÜë½íîóñú Üßëíàíöáï　 ç ゎば "ゐñë、£Üçï¡óú 
ぴげ" äÜ íÑëñïÜ: Ç. ゐñë、£Üçï¡óú, Ü¿. ぢëÜ¿ñöíëï¡í　, 1ゐ, öñ¿. 4-75-22, 
とí£íÖîñçí ぞíöí¿á　 ぢñöëÜçÖí.

[╄╉╊┿╋┿

◊ ┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 4-5 ┏〞┆┏┞┃〞
┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞 ┐┃┄┊┛┌〞┞, ┍┑ 24 000 ┏┒─.
◊ ┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 4-6 ┏〞┆┏┞┃〞 ┌〞 ┉┍┍┏┃┇┌〞┑┌┍-┏〞┐┑┍┖┌┍┈ ┐┑〞┌┍┉ 
┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞 ┐┃┄┊┛┌〞┞, ┍┑ 24 000 ┏┒─.
◊ ┑┍┉〞┏┞-┉〞┏┒┐┄┊┛┘┇┉〞 4-5 ┏〞┆┏┞┃〞 
┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞 ┐┃┄┊┛┌〞┞, ┍┑ 24 000 ┏┒─.
◊ ┐┊┄┐〞┏┞-┐─┍┏┘┇┉〞 3-6 ┏〞┆┏┞┃〞
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ┐┊┄┐〞┏┞-┏┄┋┍┌┑┌┇┉〞 ┎┍ ┏┄┋┍┌┑┒ ┑┄└┌┍┊┍│┇┖┄┐┉┍│┍ ┍─┍┏┒┃┍━〞┌┇┞ 4-6 
┏〞┆┏┞┃〞 
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ├┊┄┉┑┏┍┋┍┌┑┄┏〞, │┏┒┎┎〞 ┃┍┎┒┐┉〞 ┃┍ 1000 V 
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ┇┌┅┄┌┄┏〞-┉┍┌┐┑┏┒┉┑┍┏〞
┆┌〞┌┇┄ «ザ┍┋┎〞┐» ┍─┞┆〞┑┄┊┛┌┍, ┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ┇┌┅┄┌┄┏〞-┑┄└┌┍┊┍│〞
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ─┒└│〞┊┑┄┏〞 ┎┍ ┏〞┐┖┄┑〞┋ ┆〞┏〞─┍┑┌┍┈ ┎┊〞┑┚, ┆┌〞┌┇┄ "1ヅ: グドダ"
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇

ゐñ£ çëñÑÖ▲ê äëóç▲ôñ¡. ぢÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö. 
ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜïöíç¡í íçöÜöëíÖïäÜëöÜ½ äëñÑäëó　öó　.

ぜñïöÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　: ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぢÜü¡óÖí, 1í 
(öñëëóöÜëó　 だんだ «ぜÜÖñöÖ▲ú öëí¡öÜëÜëñ½ÜÖöÖ▲ú £íçÜÑ»)

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ "╀っさっいけゃしおうえ いぇゃけょ きぇてうくけしすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ 
"Áåðìàø" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ダ┏┒┎│─┟ ┊┎┌┏─┍┈┟ ┏┐┈┌┅┒ ┍─ ┐─━┎┒┓ áóõãàëòåðà 
│ ┒┐─┍┑┏┎┐┒┍┎-┑┊┋─┄┑┊┓┞ ┑┋┓┆━┓.

バ┑┋┎│┈┟: ┐─━┎┒─ ┍─ ┑┊┋─┄┅ │ ┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉. デ┒─┍┄─┐┒┍┛┉ ┃┐─└┈┊. 
ケ┛┏┋─┒─ ┇─┐─━┎┒┍┎┉ ┏┋─┒┛ ┑│┎┅│┐┅┌┅┍┍┎ 2 ┐─┇─ │ ┌┅┑┟┖. 

ゲ/┏ ┎┒ 14000 ┐┓━. ダ┏┛┒ ┐─━┎┒┛ ┎┒ 1 ┃┎┄─.

Êîíò. òåë. 8-912-69-95-200. Åëåíà Âàñèëüåâíà [╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿Тепли@ы

ïöí¿áÖ▲ñ, 
äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö

4-6 м
ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í

8-922-61-02-014

ゾヮケダゲ, ドダヅパ │ ┌┅┘┊─┕
┃┍┐┑〞━┉〞 ┍┑ 10 ┗┑.
8-922-61-02-014 [╄

╉╊
┿╋

┿



]╃┿╋
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 8-902-87-44-311.
]′╇╋〉
• 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.
• 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.
• 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.
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, 3, "たさせと.", 42/25/6, 
2/4, おうさこうつ. 『. 1760 す.さ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 4/5, こぇくっかぬ, 
44/30/6, しすっおかけこぇおっす, ておぇそ-おせこっ. 『. 
1800 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.

• せか. ╂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 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 5, 
"ぉさっあ.", おうさこ., 58/40/6, 3/5. 『. 1600 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, ]‶, 4/10, 
90/52/12,5, 2 かけょあうう いぇしすっおか., ょけき 
しょぇく ゃ 2008 ゅ. ¨ぉきっく. 『. 3300 す.さ. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• 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. 『. 
2000 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.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ‶ぇさおけ-
ゃぇは, ぉさっゃっくつ., 50 き2, 2 おけきくぇすに + 
おせたくは, こっつくけっ けすけこかっくうっ, ゃけょぇ, 
くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 1800 す.さ. ╇かう 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-908-91-
03-795.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• ′╀‶, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 61 き2, 3 
おけきくぇすに + おせたくは, 8,7 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 2 
すっこかうちに, きぇしすっさしおぇは. 『. 3500 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
• 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.

]′╇╋〉
• 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. 『. 1700 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.
• ¨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. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか. 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか. 3-19-26, 3-25-13

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
]╄[╁╇]»

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

Р Ы Н О К
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]さけつくけ おせこかの 
1-おけきく. おゃぇさすうさせ.

〈っか. 8-908-91-03-795

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

• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉかぇゅけせしす., ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., けぉきっく. 『. 3100 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
′っょけしすさけえ
• 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. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 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. 『. 5500 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.

• 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. ]こけさすうゃくぇは, 4, 7/9, こぇくっかぬ, 
46/29,2/6, し/せ さぇいょっかぬくにえ, おけきくぇすに 
ういけかうさけゃぇくくにっ. 『. 1950 す.さ.
• 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.
• 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. 【うかけゃしおぇは, 21, 4/5, おうさこうつ, 
せ/こ, 62/40/7,4, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは, しっえそ-ょゃっさぬ, ぉっい さっきけくすぇ. ]さけつ-
くけ. 『. 2100 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.
• 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. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, おけさけぉおぇ 
2-ねすぇあくぇは こけょ おさにてっえ, けおくぇ こかぇしすうお, 
ゅぇい さはょけき, 14 しけすけお. 『. 4100 す.さ.
• せか. ╉ぇかうくうくぇ, おけすすっょあ, S – 160 き2, 
2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, こっくけぉかけお こけょ 
おさにてっえ, いっきっかぬくにえ せつぇしすけお 7,9 しけす-
おう + ょっさっゃはくくにえ あうかけえ ょけき 30,5 
き2, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき (すった. せし-
かけゃうは こけかせつっくに), ぉぇくは. 『. 2400 す.さ.
〉つぇしすおう
• こけし. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ わ26, いっき. 
せつ-お 3 しけすおう, かっすくうえ ょけき, ぉぇくは, 
ゃけょぇ. 『. 600 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, ]′〈 "╀っさっいおぇ" 
わ81, ょゃぇ いっき. せつ-おぇ, S – 21 しけす., ょけ-
きうお, ぉっしっょおぇ, ぉぇくは. 『. 760 す.さ.
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 950 す.さ.
• ]‶¨ わ126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• さ-く ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ20, しさせぉ, 
ぉさっゃくけ 6*3, ねかっおすさうつっしすゃけ, 5,5 しけすおう. 
『. 200 す.さ.
• 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.
• 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.

[╄╉╊┿╋┿
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〈さっぉけゃぇくうは: ゃけいさぇしす ょけ 40 かっす, あっかぇすっかぬくけ こさけあうゃぇのとうっ ゃ こ. 

╋けくっすくにえ, きけあくけ ぉっい けこにすぇ さぇぉけすに.
【かし. 4-61-71, 
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╉〉‶╊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. ╇かう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ.
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
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]かぇゃはくしおぇは, 
42, 1/2, おうさこうつ, "たさせと.". 『. 1750 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 42/27/8, しけしすけ-
はくうっ けすかうつくけっ. 『. 1950 す.さ.
• 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. 『. 1900 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. ]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. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, こぇくっかぬ, 7/9, 
64/41/8,5, かけょあうは いぇしすっおかっくぇ, 
こかぇしす. けおくぇ, しっえそ-ょゃっさう. 『. 2575 
す.さ. 〈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.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ 
くっょゃうあうきけしすう,

ゃ すけき つうしかっ けぉくぇかうつうゃぇくうっ 
しっさすうそうおぇすけゃ, さぇぉけすぇ し 

きぇすっさうくしおうき おぇこうすぇかけき. 
╉けくしせかぬすぇちうう ぉっしこかぇすくけ.

╃けきぇ
• 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.
• 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. 】けさしぇ, 35 き2, 6 しけす., おけききせくう-
おぇちうう こけ せかうちっ. 『. 1500 す.さ.
• こ. ╀っいさっつくにえ (6 おき けす ╊けしうくおう), 
ょっさっゃ., 44,3 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 
20 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
• 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, ゃしっ おけききせくうおぇちうう いぇゃっょっくに ゃ 
ょけき,  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. 『. 11000 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.
• 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.
〉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, 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).
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, せつ-お 22, さ-く ┿ゃすけ-
しすぇくちうう, 25 き2, けゃけと. はきぇ. 『. 130 す.さ.

]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. 8-922-13-18-399.

╉〉‶╊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, ′╀‶.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 5/5, 34/15/8, 
たけさ. さっきけくす, おせた. ゅぇさくうすせさ, こさうしす. 
きっぉっかぬ ゃ おけきくぇすっ. 『. 1680 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 45/31/6, くけゃ. 
ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 1780 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, 60/42/6.
• せか. ╉けしにた, 6, 1/5, 52/38/6.
• せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 64/43/6,5, し 
さっきけくすけき. 『. 2550 す.さ. ╇かう けぉきっく 
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. 《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
• 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

╁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. 『. 1500 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, 
3/5, 32/18/6, 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, 10, 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. ╊っくうくしおうえ, 16, ょっさっゃ. ょけき, ぉかぇ-
ゅけせしすさ., 40 き2, おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっかぬくにえ. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-922-
13-18-399.
• 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. 『. 400 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. 『. 500 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, 
ぉかぇゅけせしすさ., 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. 
『. 1100 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. 『. 1900 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
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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. ╇いけこかうす, お/し, ょけき ぉかぇゅけせしすさ., 6 
しけす. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 "′うゃぇ", ょっ-
さっゃ. 2-ねすぇあくにえ 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.
• さ-く "』うしすにっ こさせょに", 11 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっくくけしすう. 『. 600 す.さ. 『. 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
• せか. ╉うさけゃぇ, 9,5 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ さはょけき, 
ゃっすたうえ ょけき. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 8,5 しけす., ぉっい 
こけしすさけっお, おけききせくうおぇちうう こけ せかうちっ. 
『. 1400 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 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. 『. 2350 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
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• 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.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ちっくすさ, し きっぉっかぬの.
• 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 12,5 き2, せか. ╋うさぇ, 1, 3/5, 
おうさこ., しけしすけはくうっ たけさけてっっ う ゃ しっおちうう, 
う ゃ おけきくぇすっ, ょせて, つ. こさ. 『. 580 す.さ.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ-さっ, せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 30, 5/5. 『. 700 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. 【うかけゃおぇ, ゃ くけゃけき ょけきっ, せか. ′. 
╅けかけぉけゃぇ, 3/3, おうさこ. 『. 1560 す.さ. 
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 7 ねすぇあ, 
34 き2, しけしす. たけさ. 『. 1250 す.さ.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 3/5, こぇく., ぉぇか-
おけく, しけしす. たけさ. 『. 1520 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.
• 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. ‶うけくっさしおぇは, ぉさっゃっくつ., 2 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゃっさぇくょぇ, ぉぇくは, 7 しけすけお  
いっきかう ゃ しけぉしすゃっくく. 『. 2400 す.さ.
• 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., 35 き2, 1 おけきく. 
+ おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇくぇか. さは-
ょけき, 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1700 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすう-
させ. [ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, 70 き2, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて. 『. 2500 す.さ. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

«╀ぃ[¨ 
]¨╂╊┿]¨╁┿′╇╈» 

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, おゃぇさすうさせ 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┿,  
4/4, 18 き2. 『. 680 す.さ. 〈けさゅ.
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, 6, 3/5, おうさこうつ, 
35/21/6. 『. 1550 す.さ. ]さけつくけ. 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 10, 1/5, 
26/18, おせたくう くっす, おうさこ. 『. 750 す.さ.
• こ. ╀╆]╉, 10, こぇく., 1/1, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 650 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, 3/5, 31/17/6, ぉぇか. 『. 
730 す.さ.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 17, 
4/5, おうさこ. 『. 1100 す.さ.
2-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, こぇく. 
ゃぇゅけく, 3/5. 『. 1800 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 1, 
4/5, 48/33/6, おうさこ. 『. 1470 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 
3/5. 『. 1280 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 
2/5, ぉっい さっき. 『. 1150 す.さ.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 17, 
5/5, おうさこ. 『. 1480 す.さ.
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, 3/6, 
せ/こ, し/こ, おうさこ., 101/57/15, 2 かけょあ.
• 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. 『. 
2450 す.さ. 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 11, 
ょっさ., 1/2. 『. 830 す.さ. 
• こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 20, 
3/5, 60/41/7. 『. 1850 す.さ. 
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 19, 
3/5. 『. 2100 す.さ.
╃けきぇ
• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 6 しけす., 54 
き2, ょっさ., 2-ねす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 2450 す.さ.
• 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. + おせた., ゃっさぇくょぇ, ぉぇくは, 15,5 
しけす. 『. 2890 す.さ.
• 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., けぉかけあっく こっくけぉか., 40 き2, 
ぉぇくは, 5 しけす. 『. 1300 す.さ.

]╃┿ぃ
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉さ. ╂っ-
さけっゃ, 2╃, 3 ねす., 35 き2, すっかっそけく, うく-
すっさくっす. 『. 350 さ./き2. 〈っか. 8-922-17-
99-230.
╋╄′ぅぃ
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 
(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-
02-030.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 5/5, おうさ-
こうつ, 13 き2, けおくぇ こかぇしすうお. 『. 550 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. ╉せいくっちけゃぇ, 
14, 4/9, "ぉさっあ.", おうさこうつ, 46 き2, こかぇ-
しすうおけゃにっ けおくぇ, さっきけくす, ゃぇくくぇは - 
おぇそっかぬ, かぇきうくぇす. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-030.
• 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 
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 120 き2, ょっさっゃけ, 2 
ねすぇあぇ, けぉてうす しぇえょうくゅけき, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, ぉぇくは, おさにすにえ ょゃけさ, 9 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, さ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 おゃぇさすうさに. 〈っか. 
8-902-26-02-030. 
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ょけき, 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.
• 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, ょけき 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.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく/
ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ + きぇくしぇさょぇ, 120 き2, 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす. [はょけき 
かっし, ゃけょけっき. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 
8-922-17-99-230.
〉つぇしすおう
• こ. ╋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 ゅぇさぇあ 
27 き2, っしすぬ はきぇ しきうすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 
『. 110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

╉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., 『. 
4500 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., ゃしっ 
せょけぉ., 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. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 
そせくょ. + しすさけえ. きぇす., ぉぇくは, 6 しけす. 『. 
1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 18 
しけす. ゃ しけぉ., ゃ あうゃけこうし. きっしすっ. 『. 600 す.さ.
• こ. ╉かのつっゃしお, 16 しけす., ゃっすた. ょけき, 
ぉぇくは, 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, ぉぇくは, ゅぇい. 『. 650 す.さ. 
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, "《ぇいっくょぇ", 
8,5 しけす., せたけあ., ゃしっ こけしぇょおう, ねか-ゃけ, 
しおゃぇあ., かっし. 『. 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, せたけあ. 3 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょけっき. 
『. 400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[¨╃′╇╉", 7 しけす., 
ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ. 
• こ. ╉っょさけゃおぇ, "ぃぉうかっえくにえ", 4,5 しけす., 
かっすく. ょけき, ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 『. 360 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 し ゃけょけえ. 『. けす 
80 ょけ 500 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, "╃させあぉぇ", 2,5 しけす., かっすく. 
ょけき, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, かっし. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 100 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.
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. 『. 2250 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. 
『. 1950 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.
╃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.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
いっき. せつ. 9,1 しけす. ′ぇ せつぇしすおっ ょけき 11,4 
き2 し こっつくにき けすけこかっくうっき, ゅぇい さはょけき. 
『. 1300 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 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 
8-908-92-78-300

3-13-22
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶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. 『. 
1480 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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ 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.

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• 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. 『. 1700 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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

Блоки 
из полистеролбетона 

ふＱＡ ４ＳＷＦＺが 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺぶ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿

╉《』【╅╇[╅.
どÜëâ, ÖíçÜ£, ôñëÖÜ£ñ½, 

Üäó¿, àñßñÖá, Üöïñç, 
äñïÜ¡, ï¡í¿í, ½ëí½ÜëÖí　 

¡ëÜü¡í, べ.ぢ.で., Ç¿óÖí.

8-904-38-78-067

ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜëí. 
ばï¿ÜÇó ïí½Üïçí¿í.

[╄╉╊┿╋┿



]′╇╋〉
• 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. 『. 
1450 す.さ.
• 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. 『. 550 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╅けかけぉけゃぇ, 1, 1/3, 
おうさこ., しこっちこさけっおす, つうしすぇは けすょっかおぇ, 
S – 60/40/12, ねか. こかうすぇ, こ/かけょあ. いぇ-
しすっおか., しっえそ-ょゃ., おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっか., ゃ ょけきっ うきっっすしは しこせしお ょかは 
おけかはしけつくうおけゃ. 『. 2369 す.さ.
╃けきぇ
• ょっさっゃ., ょゃせたおゃぇさすうさくうお (つぇしすぬ あうかけゅけ 
ょけきぇ), こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ‶さうゃけおいぇかぬくぇは, 
あうかぇは こかけとぇょぬ 42 き2 (ょゃっ おけきくぇすに, 
おせたくは, こっつおぇ, しっくおう), せょけぉしすゃぇ くぇ せかう-
ちっ, ゅぇいぇ う ゃけょに ゃ ょけきっ くっす, いっきかは 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 650 す.さ. ╇かう こけきっくはの し ょけ-
こかぇすけえ くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ こ. ╉っょさけゃおぇ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, 4 しけすおう ゃ おけか. 
しぇょせ わ11, ょけき かっすくうえ 5た4 (2 おけき.), 
うい ぉさせしぇ, ゃっさぇくょぇ うい しすっおかぇ, おさにてぇ 
こっさっおさにすぇ こさけそくぇしすうかけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか. ねくっさゅうは, しぇさぇえ うい ょけしけお 2た3, 
2 すっこかうちに, っしすぬ こけょゃぇかぬくけっ こけきっ-
とっくうっ, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゃしっ くぇしぇあ-
ょっくうは うきっのすしは. 『. 550 す.さ.
• せつ.  いっきかう, こ. ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ 
17, 282 き2, くぇ せつ. っしすぬ かっすくうえ ょけきうお, 
おけかけょっち, しぇあっくちに, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬ-
すうさ.  『. 115 す.さ.
• 8 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., ゃ おけか. しぇょせ  
"╃ぇつくうお", さはょけき ゃけょけっき. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇. 『. 90 す.さ. 
• ゃ さ-くっ 7 ておけかに, 25 き2, けゃけとくぇは う 
しきけすさけゃぇは はきに, くけゃにえ ょっさ. こけか, ねか. 
ねく. 『. 115 す.さ.

んぞ "ぢづだぱぎででごだぞんず", Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), 
öñ¿. 5-50-50, 5-50-07, ïíúö: professional66.ru

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか. 8-904-17-67-229
8-950-19-17-759

╉〉‶╊ぃ 
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• しぇょ.
• いっき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ょゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 31 き2, おうさこうつ, 
4/5. 『. 1500 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
2╀, せ/こ, 7/9, かけょあうは. 『. 2000 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. 『. 2250 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, こ. 【うかけゃおぇ, ぉさせし., 2 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゃっさぇくょぇ, こけかくけしすぬの 
ぉかぇゅけせしすさ., ぉぇくは, 5 しけす. 『. 2150 す.さ.
• 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, 245 き2, 14 しけす., 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, ょせて. 
おぇぉうくぇ, こかぇしすうお. けおくぇ, ゅぇさぇあ, こけょゃぇか. 
『. 6300 す.さ.
]ぇょに
• お/し "[けょくうつけお", 3,5 しけす., かっすくうえ ょけき, 
こっつくけっ けすけこかっくうっ, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに. 『. 350 す.さ.
• くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさすぇかぇ, "[はぉうくせて-
おぇ", ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさょけえ, 
こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, ゃけょけ-
っき, せたけあっく. 『. 1500 す.さ.
• いぇ 【うかけゃおけえ, "′ぇたけょおぇ", 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ. 『.  400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす., せつ-お せたけあっく, 
ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, ぉぇくは, 
しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは いうき-
くっゅけ こさけあうゃぇくうは. 『. 1700 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ102, せつ-おう けす 6 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ. 
『. けす 120 す.さ. 
• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
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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
2/1 せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿ 3/5 40,4/25,5/6 ぉぇかおけく 1700 つうしすぇは こさけょぇあぇ

2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 48/28/8 ぉぇかおけく 2200 うょっぇかぬくけ こけょ 
けそうし, すけさゅ

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

3/3 ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 
せか. 』ぇえおけゃしおけゅけ, 75 8/10 64/40,6/8 かけょあうは 3450 たけさけてっっ しけしすけはくうっ

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

3/3 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1 3/5 62,6/40,6/8 かけょあうは 2510 つうしすぇは こさけょぇあぇ

ょけき ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. 8 ╋ぇさすぇ 1 58/44/8 せつ-お 9,6 しけす. 3550 ゅぇい, ゃけょぇ, けぉきっく くぇ 

おゃぇさすうさせ

ょけき こ. ╋けくっすくにえ, 
せか. 8 ╋ぇさすぇ 2 180 せつ-お 8,6 しけす. 2600 くっょけしすさけえ

いっきかは こ. ╋けくっすくにえ, 
こっさ. ╉かせぉくにえ せつ-お 7 しけす. 760 ょかは ╇╅]

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 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 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

╇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

• 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».

"[〉]]╉╇╈ 
》╊╄╀" 

すさっぉせのすしは: 
• ┒─┍┏┘┇┕〞
• ━┍┃┇┑┄┊┛ ┐ ┊/〞 
"ケヱグ┄┊┛" (┑┄┏┋┍─┒┃┉〞)
• ┋┄┌┄┃┅┄┏-┍┎┄┏〞┑┍┏

8 (34369) 3-09-75
8-902-87-72-328
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ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2 Êîìíàòû â 3-õ êîìí.êâàðòèðå

Îâîùí. îòäåëåíèå 2/3 19 íåò 930 000ð. êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó ðàçä., ãàç 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

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

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä îãîðîä, 

ãàç, âîäà, òóàëåò íà óëèöå, 

÷/ï, ä/ã

8-950-550-59-78

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

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5,7/9 65/30/12 ëîäæèÿ 2 277 225 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 66/31/12 ëîäæèÿ 2 333 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 63/31/11 ëîäæèÿ 2 225 250 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 338 120ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5/9 63/35/10 ëîäæèÿ 2 261 973 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,8 9/9 58/29/10 ëîäæèÿ 2 065 125 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 338 298 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 62/33/10 ëîäæèÿ 2 206 948 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

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

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

êàáèíà, ñòåêëîïàê.
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 12 3/5 59/40/6
áàëêîí 

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

Ñïîðòèâíàÿ, 22 4/5 75/48/11 2 ëîäæèè 3 290 950 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 681 583 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 681 583 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


