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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, 27 ぇこさっかは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき +3+6, くけつぬの +5+6

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 5-8 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 740 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 28 ぇこさっかは
╋ぇかけけぉかぇつくけ, 

ょくひき +11+13, くけつぬの +4+5
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4-6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 739 きき さす.しす.
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〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

 ╋╇′〉╁【╇╄ ゃにたけょくにっ こさぇゃけしかぇゃくにっ たさうしすうぇくっ こさぇいょくけ-
ゃぇかう ‶ぇしたせ. ╅っかぇのとうた こけきけかうすぬしは ゃ こさうたけょっ ゃけ うきは 〉しこっ-

くうは ‶さっしゃはすけえ ╀けゅけさけょうちに ぉにかけ しすけかぬおけ, つすけ たさぇき くっ しきけゅ 
ゃきっしすうすぬ ゃしった ゃっさせのとうた. 
╁ ょゃぇ つぇしぇ くけつう ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ, こっさゃにえ いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ぇょきうくう-

しすさぇちうう ╀っさ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, こけぉにゃぇゃてうえ ゃきっしすっ し ぇさたうっ-
こうしおけこけき ╁うおっくすうっき ゃ たさぇきっ ╂さけぉぇ ╂けしこけょくは, ょけしすぇゃうか ゃ ちっさおけゃぬ うい ╇っ-
させしぇかうきぇ ╀かぇゅけょぇすくにえ けゅけくぬ. ╋くけゅうっ ゃっさせのとうっ こさうてかう くぇ しかせあっくうっ し 
かぇきこぇょおぇきう, こけねすけきせ しきけゅかう せくっしすう つぇしすうちせ ╀かぇゅけょぇすくけゅけ けゅくは し しけぉけえ. 
]かせあうすっかう たさぇきぇ こけぉかぇゅけょぇさうかう ╄ゃゅっくうは ‶うしちけゃぇ すぇおあっ う いぇ ょけこけかくう-
すっかぬくにっ ぇゃすけぉせしに, おけすけさにっ けく けさゅぇくういけゃぇか ょかは こさうたけあぇく.

╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ «くっけすかけあおっ», ゃ ゃにたけょくにっ ゃ すっさぇこうの こけしすせこうかけ 
11 つっかけゃっお, ぉけかぬてうくしすゃけ うい おけすけさにた – «しっさょっつくうおう». ′うおぇおうた しっさぬひいくにた 
こさけうしてっしすゃうえ  ゃ こぇしたぇかぬくけっ ょっあせさしすゃけ ゃさぇつう くっ いぇきっすうかう. ‶さぇゃけけたさぇ-
くうすっかう, ょっあせさうゃてうっ けおけかけ たさぇきぇ, すぇおあっ けすきっつぇのす, つすけ ゃ ]ゃっすかせの くけつぬ 
さぇぉけすに ぉにかけ くっきくけゅけ. ′ぇ すった, おすけ ういさはょくけ ゃにこうか う, くっしきけすさは くぇ こさっょ-
せこさっあょっくうは きうかうちうけくっさけゃ, さゃぇかしは いぇきけかうすぬ しゃけう ゅさったう, しけしすぇゃかっくけ こはすぬ 
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けき こさぇゃけくぇさせてっくうう. 

‶[┿╁¨‶¨[ぅ╃¨╉ 
╉〉╃┿ «〉‶╊｠╊╇» ╊¨╃╉╇? 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
╁ こはすくうちせ こさけおせさぇすせさぇ ゅけさけょぇ ゃけいぉせょうかぇ せゅけかけゃくけっ 

ょっかけ こさけすうゃ こさっょしっょぇすっかは ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けぉとっしすゃぇ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ ′うおけかぇは ╀ぇてせさけゃぇ. 
』かっくに けぉとっしすゃぇ こけょぇかう いぇはゃかっくうっ け たうとっくうう ′. ╀ぇ-
てせさけゃにき うきせとっしすゃぇ けぉとっしすゃぇ ゃ ¨╁╃ ╀っさひいけゃしおけゅけ, くけ 
すぇき ぉにか ゃにくっしっく けすおぇい. 〈けゅょぇ ゅさぇあょぇくっ けぉさぇすうかうしぬ ゃ 
こさけおせさぇすせさせ.  

– ╁ こっさうけょ し 1 はくゃぇさは こけ 30 ぇこさっかは 2010 ゅけょぇ, すけつ-
くけっ ゃさっきは しかっょしすゃうっき くっ せしすぇくけゃかっくけ, ′.《. ╀ぇてせさけゃ, はゃ-
かははしぬ こさっょしっょぇすっかっき ╀¨¨う[, うしこけかぬいせは しゃけひ しかせあっぉくけっ 
こけかけあっくうっ, けぉかぇょぇは こけかくけきけつうはきう こけ さぇしこけさはあっくうの 
うきせとっしすゃけき, ょっえしすゃせは せきにてかっくくけ, し ちっかぬの くっいぇおけくくけ-
ゅけ けぉけゅぇとっくうは う たうとっくうは うきせとっしすゃぇ こせすひき けぉきぇくぇ しけ-
しすぇゃうか そうおすうゃくにっ ょけおせきっくすに う こけたうすうか たさぇくはとうっしは くぇ 
ぉぇいっ ╀¨¨う[ かけょおう-こかけしおけょけくおう しすけうきけしすぬの 8500 させぉかっえ 
いぇ てすせおせ, – さぇししおぇいにゃぇっす いぇきっしすうすっかぬ こさけおせさけさぇ ゅ. ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ, のさうしす こっさゃけゅけ おかぇししぇ ]っさゅっえ ╉さういしおうえ. – ╊けょおう 
′.《. ╀ぇてせさけゃ こっさっょぇか しゃけっえ しけあうすっかぬくうちっ ╄.╇. ╇いけすけゃけえ.

╁ ょっくぬ, おけゅょぇ こさけおせさぇすせさぇ くぇつぇかぇ こさけゃっさおせ, ′うおけ-
かぇえ ╀ぇてせさけゃ せしこっか しあっつぬ つぇしすぬ かけょけお, しかっょしすゃうの せょぇ-
かけしぬ せしすぇくけゃうすぬ そぇおす たうとっくうは つっすにさひた こかけしおけょけくけお 
くぇ けぉとせの しせききせ 34000 させぉかっえ. 〉ゅけかけゃくけっ ょっかけ ゃけい-
ぉせあょっくけ こけ つ. 3 しす. 159 〉╉ [《 «╋けてっくくうつっしすゃけ». 

ぃ[╇]〈 ╃╊ぅ ‶¨╃‶╇]』╇╉¨╁
╁ ねすけす つっすゃっさゅ, 28 ぇこさっかは, し 14 ょけ 16 ゃ さっょぇおちうう くぇ-

てっえ ゅぇいっすに ょかは ゃぇし, せゃぇあぇっきにっ こけょこうしつうおう, けさゅぇくういけ-
ゃぇくぇ ぉっしこかぇすくぇは おけくしせかぬすぇちうは させおけゃけょうすっかは のさうょうつっ-
しおけゅけ ぉのさけ «┿ょゃけおぇすな» ╋ぇさうくに ┿さすひきけゃけえ. ‶けかせつうすぬ 
ゅさぇきけすくにえ しけゃっす しこっちうぇかうしすぇ しきけゅせす ゃしっ あっかぇのとうっ, 
おけすけさにっ くっ いぇぉせょせす ゃいはすぬ し しけぉけえ いぇこけかくっくくにえ う 
けこかぇつっくくにえ こけょこうしくけえ おせこけく. ╋に あょひき ゃぇし!

[╄╈╃
┲┵┶┲┴┲┪┱┲, ┬┧┴┲┰┤┱┬╃!

╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
╁ おけくちっ こさけてかけえ くっょっかう しけすさせょくう-

おぇきう ¨╁╃ ぉにかぇ こさけゃっょっくぇ けこっさぇちうは こけ 
いぇおさにすうの こけょこけかぬくけゅけ おかせぉぇ うゅさけゃにた 
ぇゃすけきぇすけゃ, さぇしこけかけあっくくけゅけ ゃ いょぇくうう 
ょけきぇ ぉにすぇ. 

╁ ちうすぇょっかぬ ぇいぇさすぇ こさけぉさぇすぬしは ぉにかけ くっ すぇお-
すけ こさけしすけ, すぇお おぇお くぇ ゃたけょっ ぉにかう せしすぇくけゃかっくに 
しさぇいせ つっすにさっ ゃうょっけおぇきっさに, う しこっちうぇかぬくけ けぉ-
せつっくくにえ つっかけゃっお くっこさっさにゃくけ しかっょうか いぇ ゃたけ-
ょはとうき おけくすうくゅっくすけき. ¨こっさぇすうゃくうおう ゃけてかう ゃ 
おかせぉ… つっさっい しすっくせ こさうきにおぇのとっゅけ おぇそっ. ‶けょ 
しかけっき ゅうこしけおぇさすけくぇ くぇてかぇしぬ こけすぇえくぇは ょゃっさぬ, 
おけすけさぇは う しすぇかぇ ょかは けこっさぇすうゃくうおけゃ こけさすぇかけき 
ゃ うゅけさくにえ きうさ. ╇い くっぉけかぬてけゅけ こけきっとっくうは, 
くぇたけょはとっゅけしは こけ ぇょさっしせ せかうちぇ ╊っくうくぇ, 63, 
ぉにかけ ゃにゃっいっくけ 23 うゅさけゃにた ぇゃすけきぇすぇ, くぇ おけすけ-
さにた おさぇしけゃぇかうしぬ くぇょこうしう «╊けすっさっは», う ゃにゃっ-
ょっくけ こはすぬ うゅさけおけゃ ゃけいさぇしすけき けす 25 ょけ 48 かっす, 
ぇ すぇおあっ けこっさぇすけさ うゅけさくけゅけ いぇかぇ. ╁ いぇゃっょっくうう 
くっ ゃっかぇしぬ ぉせたゅぇかすっさうは う くっ しょぇゃぇかうしぬ そう-
くぇくしけゃにっ けすつひすに. ‶さっょこけかけあうすっかぬくけ けさゅぇ-
くういぇすけさけき うゅさけゃけゅけ おかせぉぇ はゃかはっすしは ょうさっおすけさ 
¨¨¨ «┿さたうすっおすせさぇ]こっち╋けくすぇあ» ╃っきっさつぇく 
¨.╁., おけすけさにえ ゃ ょぇくくけっ ゃさっきは しおさにゃぇっすしは けす 
こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ.  

〈ぇおあっ ゃ おけくちっ こさけてかけえ くっょっかう ぉにか けぉくぇさせ-
あっく しおかぇょ うゅさけゃにた ぇゃすけきぇすけゃ こけ ぇょさっしせ せかうちぇ 
╋ぇおしうきぇ ╂けさぬおけゅけ, 25. ¨しせとっしすゃかはかぇしぬ かう すぇき 
おけゅょぇ-すけ うゅけさくぇは ょっはすっかぬくけしすぬ, こけおぇ くっうい-
ゃっしすくけ. ‶け ねすけきせ そぇおすせ こさけゃけょうすしは こさけゃっさおぇ.

‶さけょけかあっくうっ すっきに くぇ 2-え しすさ.

′¨╁｠╈ ぁ╉╆┿╋╄′ ╃╊ぅ 【╉¨╊を′╇╉¨╁ 
╁ ぉっさひいけゃしおうた ておけかぇた ゃ ぉかうあぇえてうっ 

きっしはちに こさけえょひす ょけぉさけゃけかぬくけっ すっしすうさけ-
ゃぇくうっ くぇ くぇさおけすうおう. ╃け 30 ぇこさっかは さけ-
ょうすっかう ょっすっえ きけゅせす くぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ, 
いぇはゃうゃ け しゃけひき しけゅかぇしうう し すっき, つすけ さっ-
ぉひくけお こさけえょひす こさけゃっさおせ. ╁ すっおせとっき ゅけょせ 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう せあっ 96 すにしはつ 
せつぇとうたしは こさけてかう すっしすうさけゃぇくうっ, «くっせょ.» 
こけかせつうかう 1200 うい くうた.

╊〉』【╇╄ ′¨╋╄[┿ «ぁ╃╄╊を╁╄╈]┿»
29 ぇこさっかは, ゃ ╋っあょせくぇさけょくにえ ょっくぬ すぇくちぇ, 

ゃにこせしおくけえ おかぇしし たけさっけゅさぇそうつっしおけゅけ ぇくしぇき-
ぉかは «ぁょっかぬゃっえし» ゃにしすせこうす し けすつひすくにき おけく-
ちっさすけき くぇ しちっくっ ておけかに うしおせししすゃ わ1. 

╁けしこうすぇくくうおう たけさっけゅさぇそぇ ╇さうくに ‶に-
たけゃけえ こけおぇあせす しゃけう かせつてうっ くけきっさぇ: 
«╁けいかっ さっつおう», «‶っしくう ゃっしくに», «′っきっち-
おうえ すぇくっち». 

《╇╊を╋｠ ¨╀]〉╅╃┿╄╋ 
‶¨-┿′╂╊╇╈]╉╇

╁ ╀っさひいけゃしおけき くぇつぇか さぇぉけすせ ぇくゅかうえ-
しおうえ おかせぉ. 

╁ おけきこぇくうう し こさけそっししうけくぇかぬくにき こさっ-
こけょぇゃぇすっかっき おぇあょにえ あっかぇのとうえ きけあっす 
«こけょすはくせすぬ» さぇいゅけゃけさくにえ ぇくゅかうえしおうえ, 
けぉしせあょぇは ぇくゅかけはいにつくにっ そうかぬきに. ╁しすさっ-
つう おかせぉぇ こさけたけょはす さぇい ゃ ょゃっ くっょっかう くぇ 
ぉぇいっ ちっくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉうぉかうけすっおう 
(せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 7). ‶っさゃぇは ゃしすさっつぇ «ぇくゅかう-
つぇく» せあっ しけしすけはかぇしぬ 13 ぇこさっかは, しかっょせの-
とぇは こさけえょひす 27 ぇこさっかは ゃ 19.00. 

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

〉ゃぇあぇっきにっ ぉっさっいけゃつぇくっ, 
かうおゃうょぇすけさに ぇゃぇさうう 

くぇ 』っさくけぉにかぬしおけえ ┿ぁ]!
╁ ょっくぬ ゅけょけゃとうくに ゃいさにゃぇ くぇ 

』っさくけぉにかぬしおけえ ┿ぁ] きに たけすうき こけ-
つすうすぬ こぇきはすぬ こけゅうぉてうた う しおぇいぇすぬ 
しかけゃぇ ぉかぇゅけょぇさくけしすう あうゃにき かうおゃう-
ょぇすけさぇき すけえ しすさぇてくけえ ぇゃぇさうう. ╁ くぇ-
てっき しけいくぇくうう しかけゃけ «』っさくけぉにかぬ» 
ぇししけちううさせっすしは し すぇおうきう しかけゃぇきう 
おぇお «ぉけかぬ», «ぉっょぇ», «すさぇゅっょうは». ′け 
ゃ すけ あっ ゃさっきは けくけ ぇししけちううさせっすしは しけ 
しかけゃけき «こけょゃうゅ». ]こぇしうぉけ ゃぇき いぇ 
すけ, つすけ, くっ あぇかっは しうか, さうしおせは いょけさけ-
ゃぬっき う しゃけっえ あういくぬの, ゃに こさうかけあう-
かう ゃしっ せしうかうは ょかは かうおゃうょぇちうう ぇゃぇ-
さうう. ¨しすぇゃぇえすっしぬ くぇょひあくけえ けこけさけえ 
う いぇとうすけえ ょかは しゃけうた しっきっえ, しゃけうた 
ぉかういおうた. ╅っかぇっき ゃぇき いょけさけゃぬは, しっ-
きっえくけゅけ ぉかぇゅけこけかせつうは, せしこったけゃ  ゃけ 
ゃしった くぇつうくぇくうはた.

╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに 
ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ 

╄.[. ‶╇]『¨╁
‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀╂¨ 

╄.]. ╂¨╁¨[〉》┿

┲┨┬┱ ┨┩┱╀ ┻┬┵┶┲┶┿
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
«》けすっかう しっゅけょくは, くけ さってうかう, つすけ 

ゃにえょっき くぇ しかっょせのとっえ くっょっかっ», – 
すぇお けすゃっつぇかう しけすさせょくうおう う させおけ-
ゃけょうすっかう くっおけすけさにた ぉっさひいけゃしおうた 
こさけういゃけょしすゃ ゃ きうくせゃてせの こはすくうちせ.

[っつぬ うょひす け しせぉぉけすくうおっ, おけすけさにえ 
こさっょこさうはすうは う けさゅぇくういぇちうう ょけかあ-
くに こさけゃっしすう くぇ こけょゃっょけきしすゃっくくけえ 
すっささうすけさうう ゃ すさう こさうひきぇ (こけ けそう-
ちうぇかぬくけえ ょけゅけゃけさひくくけしすう し せこさぇゃ-
かっくうっき ╅╉》 ぇょきうくうしすさぇちうう) – 15, 
22 う 29 ぇこさっかは. ¨すょぇすぬ さけょくけきせ 
ゅけさけょせ ょけかゅ こけ せぉけさおっ こけきってぇかぇ 
こかけたぇは こけゅけょぇ. 〈ぇお こっさっくけし しせぉ-
ぉけすくうおぇ くぇ ぉけかっっ こけいょくっっ ゃさっきは 
けぉなはしくうかう くぇ くっおけすけさにた こさっょこさう-
はすうはた ゅけさけょぇ, おせょぇ くぇき せょぇかけしぬ 
ょけいゃけくうすぬしは. 

╁ おけくちっ しかっょせのとっえ くっょっかう しけ-
ぉうさぇのすしは ゃにえすう くぇ しせぉぉけすくうお 
すぇおうっ こさっょこさうはすうは, おぇお ¨¨¨ 
«╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ», 
╆┿¨ «〉╆‶]», ╆┿¨ «╋ぇゅくせき», ¨┿¨ 
«╋〈[╆» う ょさせゅうっ.

¨ょくぇおけ ぉにかう う すっ, おすけ くっ うしこせ-
ゅぇかしは たけかけょくけゅけ ゃっすさぇ う こさけかっすぇ-
のとっゅけ しくっゅぇ. 〈ぇお, ゃ こさけてかせの こはす-
くうちせ ゃにつうしすうか ゃしの せかうちせ 』ぇこぇっゃぇ 
おけかかっおすうゃ ╆┿¨ «╀╆]╉». ′ぇ ぉけさぬぉせ 
し きせしけさけき ゃにてかう しけすさせょくうおう «╅う-
かうとくけ-しっさゃうしくけえ しかせあぉに» う けょ-
くけゅけ けすょっかっくうは «‶けつすに [けししうう». 
′ぇゃっさくはおぇ きくけゅうっ ょさせゅうっ ぉけかぬてうっ 
う きぇかっくぬおうっ こさっょこさうはすうは う けさゅぇ-
くういぇちうう すけあっ こけしせぉぉけすくうつぇかう ゃ 
ねすけす ょっくぬ, こけねすけきせ しこぇしうぉけ ゃしっき, 
おすけ けすょぇか しゃけえ ゅさぇあょぇくしおうえ ょけかゅ.

′┿′¨′¨╁¨]〈╇
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

‶けしすけはくくけえ おけきうししうう こけ しけちう-
ぇかぬくけえ こけかうすうおっ ╃せきに ╀╂¨ ぉにか 
こさっょしすぇゃかっく こけょさけぉくにえ けすつひす けぉ 
うしこけかくっくうう おけくしけかうょうさけゃぇくくけゅけ 
ぉのょあっすぇ くぇ こっさゃけっ はくゃぇさは 2011 
ゅけょぇ. ′け こさっあょっ つっき せすゃっさょうすぬ っゅけ, 
ょっこせすぇすに いぇしかせてぇかう いぇおかのつっくうっ 
]つひすくけえ こぇかぇすに. ╀にかけ けすきっつっくけ, 
つすけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ こっさっゃにこけかくっくに 
こかぇくけゃにっ こけおぇいぇすっかう こけ ゃしっき ゃうょぇき 
くぇかけゅけゃにた う くっくぇかけゅけゃにた こけしすせこかっ-
くうえ, いぇ うしおかのつっくうっき くぇかけゅぇ くぇ うきせ-
とっしすゃけ そういうつっしおうた  かうち, てすさぇそけゃ, 
しぇくおちうえ. ‶け-こさっあくっきせ くぇうぉけかぬてうっ 
さぇしたけょに ぉのょあっすぇ こさうたけょはすしは くぇ 
けぉさぇいけゃぇくうっ (39,8 こさけちっくすぇ ゃ けぉ-
とっえ しせききっ), いょさぇゃけけたさぇくっくうっ (15,1 
こさけちっくすぇ), ╅╉》 (15,4 こさけちっくすぇ), くぇ-
ちうけくぇかぬくせの ぉっいけこぇしくけしすぬ う こさぇゃけ-
けたさぇくうすっかぬくせの ょっはすっかぬくけしすぬ (8,9 
こさけちっくすぇ), しけちうぇかぬくせの こけかうすうおせ (8 
こさけちっくすけゃ). ‶さうつひき, っしかう くぇ いょさぇ-
ゃけけたさぇくっくうっ う けぉさぇいけゃぇくうっ さぇしたけょに 
しくういうかうしぬ, すけ こけ けしすぇかぬくにき こっさっ-
つうしかっくくにき こけいうちうはき ゃけいさけしかう.

‶っさゃけくぇつぇかぬくにえ けぉなひき うくゃっしすう-
ちうけくくにた ゃかけあっくうえ こかぇくうさけゃぇかしは  ゃ 
さぇいきっさっ けょくけゅけ きうかかうけくぇ 886 すにしはつ 
させぉかっえ. ′け ゃ すっつっくうっ ゅけょぇ ちうそさぇ 
きっくはかぇしぬ, う けおけくつぇすっかぬくぇは しせききぇ 
しけしすぇゃうかぇ すさう きうかかうけくぇ 543 すにしはつう 
させぉかっえ, すけ っしすぬ ゃょゃけっ ぉけかぬてっ こっさ-
ゃけくぇつぇかぬくけゅけ こけおぇいぇすっかは. ╃っくぬゅう 
ぉにかう こけすさぇつっくに くぇ こさうけぉさっすっくうっ 
あうかぬは ゅさぇあょぇくぇき こけ ょけゅけゃけさぇき くぇえ-
きぇ, ぇ すぇおあっ けこかぇすせ 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 いぇ けぉとっあうすうっ さぇぉけす-
くうおけゃ ぉのょあっすくにた せつさっあょっくうえ. 

╁ こさけてかけき ゅけょせ くぇ さっぇかういぇちうの 13 
ゅけさけょしおうた ちっかっゃにた こさけゅさぇきき こさっょ-
せしきぇすさうゃぇかけしぬ こけすさぇすうすぬ 81 きうかかう-
けく 820 させぉかっえ, くけ ゃ うすけゅっ しせききぇ ゃに-
さけしかぇ ょけ 103 きうかかうけくけゃ 169 すにしはつ. 
╉ しかけゃせ, くぇ ょぇくくにっ こさけゅさぇききに さぇし-
たけょせっすしは 9,4 こさけちっくすぇ ゃしっゅけ ぉのょあっ-
すぇ. 》せあっ ゃしっゅけ けぉしすけはす ょっかぇ こけ さっ-
ぇかういぇちうう こさけゅさぇきき «¨ぉっしこっつっくうっ 
あうかぬひき きけかけょにた しっきっえ», «‶ぇすさうけ-
すうつっしおけっ ゃけしこうすぇくうっ ゅさぇあょぇく ╀╂¨» 
う «[ぇいゃうすうっ しうしすっきに けぉさぇいけゃぇくうは»: 
うた うしこけかくっくうっ しけしすぇゃうかけ 38,6 こさけ-
ちっくすぇ, 81,9 こさけちっくすぇ う 91,4  こさけちっく-
すぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ. 

╇い 18 きうかかうけくけゃ 694 すにしはつ させ-
ぉかっえ さっいっさゃくけゅけ そけくょぇ ぉにかけ こけ-
すさぇつっくけ 12 きうかかうけくけゃ 787 すにしはつ. 
╃っくぬゅう こけてかう くぇ こさけゃっょっくうっ すけさあっ-
しすゃっくくにた きっさけこさうはすうえ, こけけとさっくうっ 
こっさっこうしつうおけゃ, けさゅぇくういぇちうの こけたけ-
さけく, きぇすこけきけとぬ, かうおゃうょぇちうの つさっい-
ゃにつぇえくにた しうすせぇちうえ, ゃ つぇしすくけしすう, くぇ 
こさうけぉさっすっくうっ しこっちぇゃすけきけぉうかは ょかは 
すせてっくうは こけあぇさけゃ, おさけきっ すけゅけ, しさっょ-
しすゃぇ こけすさっぉけゃぇかうしぬ くぇ せしすさけえしすゃけ 
こけあぇさくけゅけ ゃけょけひきぇ くぇ 【うかけゃしおうた 
すけさそけこけかはた, こさけゃっょっくうっ ゃけししすぇくけ-
ゃうすっかぬくにた さぇぉけす くぇ すっこかけすさぇししっ う 
ゃけょけこさけゃけょっ.

╁ ちっかけき ょけたけょ ぉのょあっすぇ しけしすぇゃうか 
けょうく きうかかうぇさょ 149 きうかかうけくけゃ 722 
すにしはつう させぉかっえ, ねすけ 106,3 こさけちっくすぇ 
こかぇくぇ. ╇いさぇしたけょけゃぇくけ あっ ぉにかけ 97,4 
こさけちっくすぇ ねすけえ しせききに. ╀のょあっす うし-
こけかくっく し こさけそうちうすけき ゃ 52 きうかかうけくぇ 
26 すにしはつ. ′ぇこけきくうき つうすぇすっかはき, つすけ 
っとひ くっしおけかぬおけ かっす くぇいぇょ くぇて ぉのょ-
あっす ぉにか たさけくうつっしおう ょっそうちうすくにき. 

]つひすくぇは おけきうししうは くぇてかぇ さはょ くぇ-
させてっくうえ, ゃ つぇしすくけしすう, こさう さぇしたけ-
ょけゃぇくうう さっいっさゃくけゅけ そけくょぇ, ゃ けす-
つひすくけしすう こけ うしこけかくっくうの ちっかっゃにた 
こさけゅさぇきき. ¨くぇ さっおけきっくょけゃぇかぇ  ぇょ-
きうくうしすさぇちうう ゃいにしおぇすぬ ぉのょあっすくにっ 
しさっょしすゃぇ し こけかせつぇすっかっえ きせくうちう-
こぇかぬくにた ゅぇさぇくすうえ. ╉さけきっ すけゅけ, こさう 
さぇしたけょけゃぇくうう しさっょしすゃ さっいっさゃくけゅけ 
そけくょぇ しけぉかのょぇすぬ せしすぇくけゃかっくくにっ 
くけさきに う こさうゃっしすう ゃ しけけすゃっすしすゃうっ 
し こけかくけきけつうはきう ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
そぇおす こさうけぉさっすっくうは ぇゃすけきけぉうかは ょかは 
こけあぇさけすせてっくうは. ┿ ゃしひ ょっかけ ゃ すけき, 
つすけ こけおせこおぇ しこっちぇゃすけきけぉうかは ゃ  きうか-
かうけく 400 すにしはつ させぉかっえ こさけすうゃけさっ-
つうす すさっぉけゃぇくうはき いぇおけくぇ わ69-《╆ «¨ 
こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう»…

╆╃¨[¨╁｠ 〈╄╊¨╋ ╇ ╃〉》¨╋
′ぇすぇかぬは [ぅ╆┿′¨╁┿, ょうさっおすけさ ╃ぃ]【
]こけさすしきっくに ゃしっゅょぇ ゃ すけくせしっ, くけ 

し くぇしすせこかっくうっき ゃっしくに ぇおすうゃくけしすう, 
ぉけょさけしすう ゃ くうた しすぇくけゃうすしは っとひ 
ぉけかぬてっ. 16 ぇこさっかは せつぇとうっしは う 
しけすさせょくうおう ╃ぃ]【 せつぇしすゃけゃぇかう ゃ 
おせつくけえ くっしおせつくけえ いぇさはょおっ せ ╃ゃけさ-
ちぇ きけかけょひあう, こさけゃっかう しせぉぉけすくうお 
う しぇくうすぇさくせの けつうしすおせ すっささうすけさうえ 
しこけさすうゃくにた しけけさせあっくうえ.

]こけさすておけかぇ こさういゃぇくぇ こさけ-
こぇゅぇくょうさけゃぇすぬ いょけさけゃにえ けぉさぇい 
あういくう, ょっきけくしすさうさけゃぇすぬ ゃけい-
きけあくけしすう つっかけゃっおぇ. ╄あっゅけょくけ せ 
くぇし こさけゃけょはすしは けしっくくっっ う ゃっしっく-
くっっ こっさゃっくしすゃぇ こけ けぉとっそういうつっ-
しおけえ こけょゅけすけゃおっ. ′っょぇゃくけ こさけて-
かう いぇおさにすうっ しっいけくぇ こけ かにあくにき 
ゅけくおぇき, けすおさにすけっ こっさゃっくしすゃけ こけ 
しこけさすうゃくけえ ぇおさけぉぇすうおっ う こさにあ-

おぇき くぇ ぇおさけぉぇすうつっしおけえ ょけさけあおっ 
くぇ おせぉけお ゅけさけょけゃ 〉さぇかぇ.

╅ういくっくくせの ねくっさゅうの しこけさ-
すしきっくに くぇこさぇゃかはのす ゃ させしかけ ょけ-
ぉさぇ. ╀かぇゅけすゃけさうすっかぬくせの ぇおちうの 
╃ぃ]【 こさけゃっかぇ ょかは ゃけしこうすぇくくう-
おけゃ ておけか-うくすっさくぇすけゃ ╋けくっすくけゅけ 
う ╊けしうくけゅけ. ¨すきっすうき, つすけ しさっょう 
せつぇとうたしは きけくっすくうくしおけゅけ うくすっさ-
くぇすぇ っしすぬ こけぉっょうすっかう けぉかぇしすくにた 
しけさっゃくけゃぇくうえ しさっょう かのょっえ し 
けゅさぇくうつっくくにきう ゃけいきけあくけしすはきう 
«¨かうきこうえしおぇは くぇょっあょぇ».

╁ ゃっしっくくのの くっょっかの ょけぉさぇ さっ-
ぉはすぇ う ゃいさけしかにっ しけぉさぇかう ょっくぬゅう 
くぇ かっつっくうっ すはあっかけぉけかぬくにた ょっ-
すっえ, こけきけゅかう しけすさせょくうおせ ╃ぃ]【, 
こっさっあうゃてっきせ こけあぇさ. ╁きっしすっ きに 
しきけあっき ゃしひ! 

┿╉『╇ぅ

╉¨′╉〉[]
┮┤┵┶┬┱┧ ┨┯╃ ┵┤┰┿┹ 

┰┤┯┩┱╀┮┬┹
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
╁けしぬきうかっすくはは ╊ういぇ ╉けつくっゃぇ ゃ 

こさけてかけき ゅけょせ しすぇかぇ そうくぇかうしす-
おけえ けぉかぇしすくけゅけ おけくおせさしぇ «╋ぇ-
かっくぬおぇは すっかっきうしし». ′ぇ ねすけす おけく-
おせさし ぉにかけ こけょぇくけ 200 いぇはゃけお 
けす ょっゃけつっお うい さぇいくにた ゅけさけょけゃ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, くけ あのさう 
けすけぉさぇかけ かうてぬ 18 せつぇしすくうち. ╁ 
こさけちっししっ こけょゅけすけゃおう ╄かういぇゃっすぇ 
ゃっかぇ こさけゅくけい こけゅけょに, せつぇしすゃけ-
ゃぇかぇ ゃ そけすけしっししうう ょかは ゅかはくちっ-
ゃけゅけ あせさくぇかぇ, ぇ しっえつぇし ょっゃけつおぇ 
いぇくうきぇっすしは ゃ きけょっかぬくけき ぇゅっくす-
しすゃっ. 〈っこっさぬ ╊ういぇ たけつっす こけこさけ-
ぉけゃぇすぬ しゃけう しうかに くぇ 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 2011».

╁きっしすっ し くっえ くぇ しせぉぉけすくうえ 
おぇしすうくゅ ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» 
こさうてかう ょっしはすぬ ょっゃけつっお, おけ-
すけさにっ すけあっ きっつすぇのす け おけさけくっ 
ゅかぇゃくけえ きぇかっくぬおけえ おさぇしぇゃうちに 
╀っさひいけゃしおけゅけ. 

╃っゃけつおぇき こさっょかぇゅぇかう さぇし-
しおぇいぇすぬ け しゃけうた せゃかっつっくうはた, 
すゃけさつっしおうた こけぉっょぇた, ゃっょぬ さぇし-
おさっこけとひくくけしすぬ さっぉひくおぇ – けょくけ 
うい ゅかぇゃくにた せしかけゃうえ せつぇしすうは ゃ 
おけくおせさしっ. 

′っおけすけさにっ ょっゃけつおう こけょけてかう 
お おぇしすうくゅせ しけ ゃしっえ しっさぬひいくけ-
しすぬの. ′ぇこさうきっさ, ]けそぬは ╃けさけ-
くうくぇ くぇさはょうかぇしぬ ゃ ゃっつっさくっっ 
こかぇすぬっ う こさうゅけすけゃうかぇ ょかは 
あのさう ゃういうすおせ ゃ しすうたぇた. 

– ′にくってくうえ おけくおせさし ぉせょっす 
あひしすつっ, – さぇししおぇいにゃぇっす ‶ぇ-
ゃっか ╀ぇさぇくつうお, いぇきっしすうすっかぬ 
ょうさっおすけさぇ ╂╉╃『 こけ けしくけゃくけえ 
ょっはすっかぬくけしすう, – すぇお おぇお つぇしすぬ 
せつぇしすくうち ぉせょっす けすしっうゃぇすぬしは 
っとひ ょけ そうくぇかぬくけゅけ てけせ, う こさけ-
ゃけょうすしは けく くぇ おけききっさつっしおけえ 
けしくけゃっ, こけねすけきせ さけょうすっかはき 
こさうょひすしは いぇこかぇすうすぬ けさゅゃいくけしに. 
′せ ぇ すった, おけゅけ くっ うしこせゅぇのす そう-
くぇくしけゃにっ いぇすさぇすに, あょせす せゃかっ-
おぇすっかぬくにっ さっこっすうちうう う さぇぉけすぇ 
し こさけそっししうけくぇかぇきう うい ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅぇ, おけすけさにっ いぇえきせすしは 
こけょゅけすけゃおけえ ょっゃけつっお お そうくぇかせ.

ÏÈÊÍÈÊ Ó ÐÅ×ÊÈ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
‶さぇいょくうお ゃっしくに う すさせょぇ くぇつくひすしは ゃ 11 つぇしけゃ くぇ 

〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう てっしすゃうっき ぉっさっいけゃつぇく, こっさゃにきう 
ゃにょゃうくせすしは おけかかっおすうゃに こさけきにてかっくくにた こさっょこさうは-
すうえ, けす ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう お くうき こさうしけっょうくはすしは ゃっすっ-
さぇくに, ぉのょあっすくうおう (うた ぉせょせす さっゅうしすさうさけゃぇすぬ し 10 つぇ-
しけゃ). ¨す ぇさおう こぇさおぇ ‶けぉっょに こけえょせす おけききせくぇかぬとうおう, 
すけさゅけゃにっ さぇぉけすくうおう, こさっょしすぇゃうすっかう きぇかけゅけ ぉういくっしぇ, 
こけかうすうつっしおうっ こぇさすうう う けぉとっしすゃっくくにっ けぉなっょうくっくうは 
(けくう ぉせょせす さっゅうしすさうさけゃぇすぬしは し 10:45 ょけ 11:15 つぇしけゃ). 
〈さぇくしこけさす こさうょひすしは こさうこぇさおけゃぇすぬ ゃ こっさっせかおっ せ ょけきぇ 
わ22 くぇ 〈っぇすさぇかぬくけえ, こさうつひき いぇったぇすぬ すせょぇ けさゅぇくういぇ-
すけさに ‶っさゃけきぇは こさけしはす し せかうちに 【うかけゃしおけえ: すぇき ゃけ-
ょうすっかっえ ぉせょせす あょぇすぬ… しけすさせょくうおう ╂╇╀╃╃, くけ し ぉかぇ-
ゅうきう くぇきっさっくうはきう ゃにしすさけうすぬ ぇゃすけきけぉうかう ゃ おけかけくくせ. 
‶さっょせこさっあょぇっき: くっいぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにっ きぇてうくに くぇ 
ょっきけくしすさぇちうの くっ こせしすはす!

╆ぇすけ すっ, おすけ いぇはゃうすしは いぇさぇくっっ, ぉせょせす おさぇしけゃぇすぬしは 
こけしかっ こさけたけあょっくうは おけかけくく くぇ こかけとぇょう ¨おすはぉさぬしおけえ 

さっゃけかのちうう: こせしすぬ くぇさけょ こけしきけすさうす けそけさきかっくうっ, 
こけたゃぇかうす いぇ そぇくすぇいうの. ╃っきけくしすさぇくすに あっ, こさけえょは 
きうきけ すさうぉせく, せしすぇくけゃかっくくにた せ ╅╉》-》けかょうくゅぇ, いぇゃっさ-
くせす くぇこさぇゃけ, つすけぉに しこせしすうすぬしは しけ しすけさけくに «〉さぇかぇ» 
ゃ ╇しすけさうつっしおうえ しおゃっさ. ╆ょっしぬ, くぇ ぉっさっゅせ ╀っさひいけゃおう, 
こさけえょひす ゃっしひかにえ こうおくうお. ′ぇさけょ ぉせょせす さぇいゃかっおぇすぬ ぇさ-
すうしすに うい ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ う ╀╂¨, こさけいゃせつぇす てかはゅっさに 
70-90-た ゅけょけゃ. ′ぇ きぇひゃおっ こさっょこけかぇゅぇっすしは しけしすはいぇくうっ 
いさうすっかっえ こさぇゃけゅけ う かっゃけゅけ ぉっさっゅけゃ, しぇきにっ おさっぇすうゃ-
くにっ こけかせつぇす こさういに. 

]すけかに あっ し せゅけとっくうはきう こさっょこさうはすうはき くぇょけ くぇおさにすぬ 
し せすさぇ. ╃け くぇつぇかぇ ゃっしっかぬは しかっょせっす こけしすぇゃうすぬ う こぇかぇすおう: 
ゃけさけすぇ けすおさけのす ゃ ょっゃはすぬ せすさぇ. ╉しすぇすう, くぇ ゃたけょっ ゃ しおゃっさ 
ぉせょせす さぇぉけすぇすぬ かっすくうっ おぇそっ. 〈けさゅけゃにっ すけつおう さぇいゃっさ-
くせすしは う くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう し しぇきけゅけ せすさぇ. ¨さゅぇくういぇ-
すけさに さぇししつうすにゃぇのす, つすけ こけしかっ そせさてっすぇ っゅけ せつぇしすくうおう 
せぉっさせす いぇ しけぉけえ きせしけさ. ╋に ゃっょぬ おせかぬすせさくにっ かのょう う かの-
ぉうき しゃけえ ゅけさけょ. ‶さぇゃょぇ?

╁｠ ]‶[┿【╇╁┿╊╇
ЛЕС РУБЯТ – 

ЩЕПКИ СЖИГАЮТ 
╋に あうゃひき  ゃ ょけきっ くぇ せか. ╂ぇ-

ゅぇさうくぇ, 15/1, し ゃくせおけき つぇしすけ 
ゅせかはっき こけ すさけこっ いょけさけゃぬは. ╁ 
ゃにたけょくにっ ゃにてかう くぇ こさけゅせかおせ, 
ぇ くぇこさけすうゃ けこはすぬ ゃにさせぉぇのす かっし. 
╋ぇかけ すけゅけ, つすけ こけしかっょくうた ょっさっ-
ゃぬっゃ かうてぇのす, すぇお っとひ う あゅせす すせす 
あっ: ょにきくけ う けこぇしくけ. ╉すけ-すけ しかっ-
ょうす いぇ ょっえしすゃうはきう かっしけさせぉけゃ? 
¨かぬゅぇ ╋うたぇえかけゃくぇ, こっくしうけくっさおぇ

╋に いぇょぇかう ねすけす ゃけこさけし いぇきっ-
しすうすっかの 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 ╄.[. ‶うしちけゃせ.

– ╁にさせぉおぇ かっしぇ ゃょけかぬ せかうちに ╂ぇ-
ゅぇさうくぇ けす こっさっおさひしすおぇ し せか. ]こけさ-
すうゃくけえ ょけ こっさっおさひしすおぇ せか. ╊っくうくぇ 
けしせとっしすゃかはっすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 
ゅっくっさぇかぬくにき こかぇくけき ╀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, せすゃっさあょひくくにき 
さってっくうっき ╃せきに けす 20 ぇゃゅせしすぇ 2009 
ゅけょぇ. ′ぇ ねすけえ すっささうすけさうう ゃっょひすしは 
しすさけうすっかぬしすゃけ てっしすけゅけ きうおさけさぇえ-
けくぇ, ゃ おけすけさけき ぉせょせす ゃけいゃっょっくに 
あうかにっ ょけきぇ (9-16 ねすぇあっえ), ぇ すぇおあっ 
さぇいきっとひくけ ょけておけかぬくけっ けぉさぇいけゃぇ-
すっかぬくけっ せつさっあょっくうっ くぇ 240 きっしす し 
ぉぇししっえくけき. ]すさけうすっかぬしすゃけ ょっすしおけゅけ 
しぇょぇ いぇこかぇくうさけゃぇくけ くぇ 2012 ゅけょ. 
′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ, こけきうきけ くぇ-
つぇかぇ しすさけうすっかぬしすゃぇ きくけゅけねすぇあくけゅけ 
ょけきぇ, ゃょけかぬ せかうちに こけょゅけすけゃかっく 
おけさうょけさ ょかは さぇいきっとっくうは うくあっくっさ-
くにた おけききせくうおぇちうえ.

》¨[¨【┿ぅ ╁╄]〈を 
′¨╁｠╈ ╃╄〈]╉╇╈ ]┿╃ 
′¨╁¨╀╄[┱╆¨╁]╉¨╋〉 

╁ しおけさけき ゃさっきっくう, ぇ うきっくくけ, お きぇの 2012 ゅけょぇ, ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけ-
さぇえけくっ こけ ぇょさっしせ  せか. ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかひゃぇ, 14 ぉせょっす こけしすさけっくけ ょけておけかぬ-
くけっ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけっ せつさっあょっくうっ わ5 こけ すうこけゃけきせ こさけっおすせ くぇ 270 きっしす. 

′ぇ すっささうすけさうう きっあょせ ╃¨〉 わ10 う ╃¨〉 わ15 こさっょこけかぇゅぇかぇしぬ あうかぇは いぇ-
しすさけえおぇ, くけ ゃ しっゅけょくはてくうた せしかけゃうはた しすさけうすっかぬしすゃけ ょっすしおけゅけ しぇょぇ はゃかはっすしは 
こさうけさうすっすくにき くぇこさぇゃかっくうっき ゃ さぇいゃうすうう ゅけさけょぇ. ╁ ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは くぇつ-
くひすしは こけょゅけすけゃおぇ しすさけうすっかぬくけえ こかけとぇょおう, おけすけさぇは こけすさっぉせっす ゃにくけしぇ うくあっ-
くっさくにた しっすっえ う こさけつうた こけょゅけすけゃうすっかぬくにた さぇぉけす.

]ゃけう こけあっかぇくうは う おけくしすさせおすうゃくにっ こさっょかけあっくうは あうすっかう きけゅせす ゃにしおぇいぇすぬ, 
こけいゃけくうゃ ゃ さっょぇおちうの «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» こけ すっかっそけくせ 4-88-14, かうぉけ 
くぇこうしぇゃ ねかっおすさけくくけっ こうしぬきけ くぇ ぇょさっし pressa@admbgo.ru.

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

╉[〉╂╊｠╈ ]〈¨╊
«╇╋‶╄[╇╇» ‶¨╋¨╅╄〈 ╅╄′]¨╁╄〈

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ しけゃっす 

あっくとうく しけぉさぇか いぇ おさせゅかにき しすけかけき 
こさっょしすぇゃうすっかっえ せこさぇゃかっくうは けぉさぇ-
いけゃぇくうは, ¨╃╋, «╇きこっさうう きけかけょひ-
あう», ╀╆]╉ う さけょうすっかぬしおけゅけ おけきう-
すっすぇ, つすけぉに こけゅけゃけさうすぬ け さけかう う 
せつぇしすうう きけかけょひあう ゃ あういくう ゅけさけょぇ. 

¨しくけゃくぇは こさけぉかっきぇ, けぉしせあょぇゃ-
てぇはしは くぇ ゃしすさっつっ, – けすしせすしすゃうっ 
しゃはいう し きけかけょひあぬの ゅけさけょぇ. ╄しかう 
ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくう-
はた そせくおちうけくうさせのす しけゃっすに しぇきけ-
せこさぇゃかっくうは, すけ くぇ こさっょこさうはすうはた 
くっきくけゅけ こさうきっさけゃ けぉなっょうくっくうは 
きけかけょひあう ゃ ぇおすうゃに. [せおけゃけょう-
すっかう ぉっい ねくすせいうぇいきぇ けすくけしはすしは お 
うょっっ うた しけいょぇくうは. ‶けたゃぇしすぇすぬしは 
しけぉしすゃっくくにき しけゃっすけき きけかけょひあう 
きけあっす ╀╆]╉, ゅょっ 17 うくうちうぇすうゃ-
くにた しけすさせょくうおけゃ おさせゅかけゅけょうつくけ 
さっぇかういせのす きぇししせ きっさけこさうはすうえ: 

けす おけくおせさしぇ さうしせくおけゃ しさっょう ょっ-
すっえ さぇぉけすくうおけゃ いぇゃけょぇ ょけ しこぇさ-
すぇおうぇょに.  

╁しっゅけ 25 つっかけゃっお くぇしつうすにゃぇっす 
ゅけさけょしおぇは けさゅぇくういぇちうは «╇きこっさうは 
きけかけょひあう», おけすけさぇは こにすぇっすしは くぇ-
かぇょうすぬ しゃはいぬ しけ ておけかぬくうおぇきう う 
しすせょっくすぇきう. [っぉはすぇ こさけゃけょはす さぇいけ-
ゃにっ ぇおちうう, ゃ すけき つうしかっ しけゃきっしすくけ し 
あっくしけゃっすけき, くけ ねすう しけぉにすうは つぇしすけ 
こさけたけょはす きうきけ あうすっかっえ, こけねすけきせ 
きくけゅうっ きけかけょにっ ぉっさっいけゃつぇくっ くっ 
いくぇのす け しせとっしすゃけゃぇくうう «╇きこっさうう 
きけかけょひあう». ‶け いぇきにしかせ けさゅぇくう-
いぇすけさけゃ おさせゅかけゅけ しすけかぇ せゃっかうつうすぬ 
つうしかっくくけしすぬ «╇╋» きけあくけ し こけきけ-
とぬの しけいょぇくうは おけけさょうくぇちうけくくけゅけ 
しけゃっすぇ, こさういゃぇくくけゅけ けぉなっょうくうすぬ 
せあっ しせとっしすゃせのとうっ きけかけょひあくにっ 
けさゅぇくういぇちうう う くぇかぇょうすぬ うた しけ-
ゃきっしすくせの さぇぉけすせ.

╋｠ ╇ ╆┿╉¨′ 
┿╆┿[〈′¨╄ ╃╄╊¨

┿かっおしぇくょさ ╋¨【╄╂¨╁, こさけおせさけさ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ
] こっさゃけゅけ うのかは 2009 ゅけょぇ くぇ すっささうすけさうう [けししうう いぇこさっとっくに けさゅぇくういぇちうは う 

ょっはすっかぬくけしすぬ ぇいぇさすくにた うゅさ ゃくっ いぇおけくけょぇすっかぬくけ せしすぇくけゃかっくくにた うゅけさくにた いけく. 
¨ょくぇおけ ねすけす しっゅきっくす さにくおぇ, こさうくけしうゃてうえ ょかうすっかぬくけっ ゃさっきは いくぇつうすっかぬくにえ 
ょけたけょ っゅけ ゃかぇょっかぬちぇき, しっゅけょくは しすぇさぇっすしは くぇえすう こしっゃょけかっゅぇかぬくにっ そけさきに あうい-
くっょっはすっかぬくけしすう. 〈っこっさぬ うゅけさくにえ ぉういくっし うしこけかぬいせっす うくすっさくっす-おぇそっ, けおぇいにゃぇ-
のとうっ せしかせゅう ょけしすせこぇ お けくかぇえく うくすっさくっす-おぇいうくけ, こさけゃけょうす ぇいぇさすくにっ うゅさに こけょ 
ゃうょけき しすうきせかうさせのとうた かけすっさっえ, そせくおちうけくうさせっす う こけょこけかぬくけっ おぇいうくけ. ′ぇこけき-
くの, つすけ いぇ すぇおうっ ょっはくうは こさっょせしきけすさっくぇ せゅけかけゃくぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ. 

‶さけおせさぇすせさぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ さっゅせかはさくけ こさけゃけょうす こさけゃっさおう こけ ゃにはゃかっ-
くうの う こさっしっつっくうの こけょけぉくにた くぇさせてっくうえ くぇ すっささうすけさうう ╀╂¨. ‶さういにゃぇの 
くぇてうた あうすっかっえ くっいぇきっょかうすっかぬくけ しけけぉとぇすぬ け そぇおすぇた けさゅぇくういぇちうう う こさけ-
ゃっょっくうは ぇいぇさすくにた うゅさ. 〈っかっそけく こさけおせさぇすせさに 44250.

‶¨╁╄]〈╉┿ 42 ╆┿]╄╃┿′╇ぅ 
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╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは: 28.04.2011 ゅけょぇ, ゃさっきは こさけゃっょっくうは: 09-00 つぇしけゃ 
1.  ¨ぉ けすつっすっ けぉ うしこけかくっくうう ぉのょあっすぇ ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 

けおさせゅぇ いぇ 2010 ゅけょ う くぇいくぇつっくうう こせぉかうつくにた しかせてぇくうえ.
2. ¨ぉ けすつっすっ けぉ うしこけかくっくうう ぉのょあっすぇ ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 

けおさせゅぇ いぇ 1 おゃぇさすぇか 2011 ゅけょぇ.
3. ¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ さってっくうっ ╃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 けす 23.12.2010 わ185 «¨ぉ せすゃっさあょっくうう ぉのょあっすぇ ╀っさっ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ くぇ 2011 ゅけょ».

4. ¨ こさけすっしすっ こさけおせさけさぇ う ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ ‶けかけあっくうっ け 
こけさはょおっ けしせとっしすゃかっくうは きせくうちうこぇかぬくけゅけ いっきっかぬくけゅけ おけくすさけかは くぇ 
すっささうすけさうう ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, せすゃっさあょっくくけっ さってっ-
くうっき ╃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 けす 18.05.2006 わ216.

5. ¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ さってっくうっ ╃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 けす 21.05.2009 わ55 «¨ぉ せすゃっさあょっくうう ‶けかけあっくうは «¨ 
こけさはょおっ う せしかけゃうはた こさっょけしすぇゃかっくうは きせくうちうこぇかぬくにた ゅぇさぇくすうえ うい 
ぉのょあっすぇ ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ».

6. [ぇいくけっ.

‶╄[╁¨╋┿╈
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Ïîëîæåíèå î çíàêå îòëè÷èÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå  Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò: êðóã ëèö, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàãðàæäåíû çíàêîì  îòëè÷èÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Çà çàñëóãè ïåðåä 

ã. Áåðåçîâñêèì», çàñëóãè è äîñòèæåíèÿ, çà êîòîðûå ïðîèçâîäèòñÿ íàãðàæäåíèå äàííûì çíàêîì; îïèñàíèå çíàêà è óäîñòîâåðåíèÿ ê íåìó; îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê 

ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàí ê íàãðàæäåíèþ çíàêîì; ïðàâèëà  íîøåíèÿ  çíàêà, ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö, íàãðàæäåííûõ äàííûì çíàêîì, à òàêæå ïîðÿäîê 

ó÷åòà, õðàíåíèÿ è ñïèñàíèÿ çíàêà.

1.2. Çíàêîì îòëè÷èÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì»  (äàëåå – çíàê îòëè÷èÿ) íàãðàæäàþòñÿ æèòåëè ã. Áåðåçîâñêîãî çà 

çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòðàñëåé ýêîíîìèêè; çà âûäàþùèåñÿ óñïåõè â îáëàñòè èñêóññòâà, ïðîñâåùåíèÿ, 

îõðàíû çäîðîâüÿ è æèçíè ãðàæäàí, óêðåïëåíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, çà èíûå çàñëóãè ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì.

1.3. Çíàêîì îòëè÷èÿ ìîãóò áûòü íàãðàæäåíû ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà íåçàâèñèìî îò ìåñòà èõ 

ïðîæèâàíèÿ. Äîïóñêàåòñÿ íàãðàæäåíèå çíàêîì îòëè÷èÿ ïîñìåðòíî çà ïðîÿâëåííûå ìóæåñòâî, ñìåëîñòü è îòâàãó. 

1.4. Íàãðàæäåíèå ìîæåò áûòü ïðèóðî÷åíî ê þáèëåéíîé äàòå ãðàæäàíèíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ê ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêàì.

1.5. Íàãðàæäåíèå íå ñâÿçûâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ñ ôàêòîì ðîæäåíèÿ èëè ïðîæèâàíèÿ óäîñòîåííûõ ëèö íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.6. Íå äîïóñêàåòñÿ íàãðàæäåíèå çíàêîì îòëè÷èÿ îäíîãî è òîãî æå ëèöà çà òå æå îñîáûå çàñëóãè èëè âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ ïîâòîðíî.

1.7. Çíàêîì îòëè÷èÿ íå ìîãóò áûòü íàãðàæäåíû ãëàâà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è äåïóòàòû Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äî îêîí÷àíèÿ 

ñðîêà èõ ïîëíîìî÷èé.

1.8. Ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ ëèö, íàãðàæäåííûõ çíàêîì îòëè÷èÿ, îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.9. Ôèíàíñèðîâàíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ íàãðàæäåíèåì ãðàæäàí çíàêîì îòëè÷èÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Äàííûå ðàñõîäû 

ïðîïèñûâàþòñÿ îòäåëüíîé ñòðîêîé â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.10. Íàãðàæäåíèå çíàêîì îòëè÷èÿ îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

1.11. Âðó÷åíèå çíàêà îòëè÷èÿ ïðîèçâîäèòñÿ ãëàâîé Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ëèáî èíûìè ëèöàìè ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà. Çíàê îòëè÷èÿ âðó÷àåòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.

Âìåñòå ñî çíàêîì âðó÷àåòñÿ åãî ïèäæà÷íûé âàðèàíò è óäîñòîâåðåíèå ê çíàêó îòëè÷èÿ, ïîäïèñàííîå ãëàâîé Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è çàâåðåííîå 

ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.

1.12. Çíàê îòëè÷èÿ âðó÷àåòñÿ ëè÷íî íàãðàæäàåìîìó. Ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ íåâîçìîæíî ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå ëèöà, 

íàãðàæäàåìîãî çíàêîì îòëè÷èÿ, çíàê îòëè÷èÿ è ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ìîãóò áûòü âðó÷åíû ïðåäñòàâèòåëþ íàãðàæäàåìîãî.

1.13. Ïðè ïîñìåðòíîì íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ, à òàêæå â ñëó÷àå ñìåðòè íàãðàæäåííîãî, êîòîðîìó ïðè æèçíè çíàê îòëè÷èÿ íå áûë âðó÷åí, çíàê îò-

ëè÷èÿ è ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïåðåäàþòñÿ îäíîìó èç íàñëåäíèêîâ èëè áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ íàãðàæäàåìîãî.

2. Îïèñàíèå çíàêà îòëè÷èÿ è åãî ïèäæà÷íîãî âàðèàíòà

2.1. Çíàê îòëè÷èÿ – ýòî êîìáèíèðîâàííûé çíàê, âûïîëíåííûé èç ñåðåáðà ñ ýëåìåíòàìè çîëîòà ñ íàíåñåíèåì þâåëèðíûõ ýìàëåé. Çíàê îòëè÷èÿ èçãîòîâëåí 

ìåòîäîì îáúåìíîé øòàìïîâêè.

Êîìáèíèðîâàííûé çíàê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çâåçäó ñ çóá÷àòûìè êîíöàìè, îáðàçîâàííûìè ïó÷êàìè ðàñõîäÿùèõñÿ îò öåíòðà âûïóêëûõ çîëîòûõ ëó÷åé. 

Êàæäûé ïó÷îê îáðàçîâàí ñåìüþ ëó÷àìè, â ëó÷àõ çâåçäû çàêðåïëåíû ôèàíèòû. Ïîâåðõ çâåçäû ïîìåùåí ðàâíîêîíå÷íûé êðåñò ñ ïðÿìûìè êîíöàìè, ïîêðûòûé 

êðàñíîé ýìàëüþ. Â  öåíòðå íà êðåñòå – êðóãëûé ìåäàëüîí ñ èçîáðàæåíèåì êîðîíû è âèçàíòèíà – çíàêà ïåðâåíñòâà â ïðîìûøëåííûõ ðàçðàáîòêàõ çàëåæåé 

ðîññûïíîãî (ñîëíå÷íûå ëó÷è) è ñàìîðîäíîãî (âèçàíòèí) çîëîòà. Âìåñòå ýòè ôèãóðû îáðàçóþò ñîáîé õèìè÷åñêèé çíàê çîëîòà. Ïî êðóãó íà ìåäàëüîíå ðàñ-

ïîëîæåíû ñëîâà «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÜ È ÑËÀÂÀ». 

Çíàê îòëè÷èÿ ïðè ïîìîùè óøêà è çâåíà ñîåäèíÿåòñÿ ñ óøêîì ïðÿìîóãîëüíîé êîëîäêè çíàêà îòëè÷èÿ. Ïðÿìîóãîëüíàÿ êîëîäêà îáòÿíóòà øåëêîâîé ìóàðîâîé 

ëåíòîé äîìà Äåìèäîâûõ. Ïîâåðõ ëåíòû çàêðåïëåíî èçîáðàæåíèå ãåðáà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, èçãîòîâëåííîå èç çîëîòà è ïîêðûòîå çåëåíîé ýìàëüþ. 

Çíàê îòëè÷èÿ, çâåíî è êîëîäêà çíàêà îòëè÷èÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ñåðåáðà 925 ïðîáû. Ýëåìåíòû ãåðáà è êðóãëûé ìåäàëüîí çíàêà îòëè÷èÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ 

èç çîëîòà 585 ïðîáû. Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå çíàêà îòëè÷èÿ çàêðåïëåí øîìïîëüíûé çàìîê äëÿ ïðèêðåïëåíèÿ çíàêà îòëè÷èÿ ê îäåæäå.

2.2. Ïèäæà÷íûé âàðèàíò çíàêà îòëè÷èÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðóãëûé ìåäàëüîí ñ èçîáðàæåíèåì êîðîíû è âèçàíòèíà – çíàêà ïåðâåíñòâà â ïðîìûøëåííûõ 

ðàçðàáîòêàõ çàëåæåé ðîññûïíîãî (ñîëíå÷íûå ëó÷è) è ñàìîðîäíîãî (âèçàíòèí) çîëîòà è ñëîâàìè «ÄÅËÎ ×ÅÑÒÜ È ÑËÀÂÀ». Âìåñòå ýòè ôèãóðû îáðàçóþò ñîáîé 

õèìè÷åñêèé çíàê çîëîòà. Êðóãëûé ìåäàëüîí çíàêà îòëè÷èÿ èçãîòàâëèâàåòñÿ èç çîëîòà 585 ïðîáû ñ íàíåñåíèåì þâåëèðíûõ ýìàëåé êðàñíîãî öâåòà. Íà îáî-

ðîòíîé ñòîðîíå çíàêà îòëè÷èÿ çàêðåïëåí âèíòîâîé çàìîê äëÿ ïðèêðåïëåíèÿ çíàêà îòëè÷èÿ ê îäåæäå.

Èçîáðàæåíèÿ çíàêà îòëè÷èÿ è åãî ïèäæà÷íîãî âàðèàíòà â îäíîöâåòíîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèÿõ ¹1 è ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3. Ïðàâèëà íîøåíèÿ çíàêà îòëè÷èÿ 

Çíàê îòëè÷èÿ íîñèòñÿ íà ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè.

Ïðè íàëè÷èè ó ëèöà, íàãðàæäåííîãî çíàêîì îòëè÷èÿ, îðäåíîâ, ìåäàëåé, çíàêîâ îòëè÷èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ è (èëè) èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, 

ìåäàëåé, çíàêîâ îòëè÷èÿ, ó÷ðåæäåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÑÑÑÐ, ðàñïîëîæåíèå çíàêà îòëè÷èÿ ïî îòíîøåíèþ ê íèì 

îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðè îòñóòñòâèè ó ëèöà, íàãðàæäåííîãî çíàêîì îòëè÷èÿ, îðäåíîâ, ìåäàëåé, çíàêîâ îòëè÷èÿ, óêàçàííûõ âûøå, çíàê îòëè÷èÿ ðàçìåùàåòñÿ íà ïèäæàêå (æàêå-

òå) òàê, ÷òîáû âåðõíèé êðàé çíàêà îòëè÷èÿ ðàñïîëàãàëñÿ íèæå óðîâíÿ óãëà ëàöêàíà íà 70 ìèëëèìåòðîâ.

4. Îïèñàíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê çíàêó îòëè÷èÿ 

4.1. Óäîñòîâåðåíèå ê çíàêó îòëè÷èÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êíèæå÷êó ðàçìåðîì 100 íà 75 ìèëëèìåòðîâ.

Âíåøíÿÿ ñòîðîíà îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ èçãîòîâëåíà èç èçíîñîñòîéêîãî ìàòåðèàëà êðàñíîãî öâåòà, âíóòðåííÿÿ ñòîðîíà – èç ïëîòíîé áóìàãè.

4.2. Íà ïðàâîé âíåøíåé ñòîðîíå îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ ê çíàêó îòëè÷èÿ ïî öåíòðó âåðõíåãî ïîëÿ ðàçìåùåíî èçîáðàæåíèå ãåðáà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ðàçìåðîì 20 íà 25 ìèëëèìåòðîâ, ïîä êîòîðûì â öåíòðå ïîìåùåíà íàäïèñü «Áåðåçîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» (âûñîòà ïðîïèñíûõ áóêâ â  ñòðîêå – 3 

ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà). Äàëåå ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü â ÷åòûðå ñòðîêè: «Óäîñòîâåðåíèå» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå – 3 ìèëëèìåòðà) «ê çíàêó 

îòëè÷èÿ» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå – 2 ìèëëèìåòðà) «Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (âûñîòà ïðîïèñíûõ áóêâ â ñòðîêå – 3 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 

ìèëëèìåòðà) «Çà çàñëóãè ïåðåä «ã. Áåðåçîâñêèì» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå – 3 ìèëëèìåòðà).

Íà ëåâîé âíåøíåé ñòîðîíå îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ ê çíàêó îòëè÷èÿ èçîáðàæåíèÿ è íàäïèñè îòñóòñòâóþò.

Íà ëåâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ ïî öåíòðó  âåðõíåãî ïîëÿ ðàçìåùåíà íàäïèñü â òðè ñòðîêè: «Çíàê îòëè÷èÿ» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå 

– 2 ìèëëèìåòðà) «Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (âûñîòà ïðîïèñíûõ áóêâ â ñòðîêå - 3 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà) «Çà çàñëóãè ïåðåä ã. 

Áåðåçîâñêèì» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå – 3,5 ìèëëèìåòðà). Â öåíòðå ïîìåùåíî öâåòíîå óìåíüøåííîå èçîáðàæåíèå çíàêà îòëè÷èÿ. Íèæå, â ëåâîì óãëó, íàäïèñü: 

«¹ çíàêà îòëè÷èÿ: _______» (âûñîòà çíàêà â íàäïèñè – 3 ìèëëèìåòðà, áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà) äëÿ ïîñëåäóþùåãî óêàçàíèÿ íàä ëèíèåé íîìåðà çíàêà îòëè÷èÿ. 

Âñå íàäïèñè âûïîëíåíû òèïîãðàôñêîé êðàñêîé ÷åðíîãî öâåòà.

Íà ïðàâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ ê çíàêó îòëè÷èÿ â âåðõíåé ÷àñòè ïîìåùåíû íàäïèñü «ìåñòî äëÿ ôîòîãðàôèè» è òðè ëèíèè äëÿ ïî-

ñëåäóþùåãî óêàçàíèÿ íàä íèìè ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà ëèöà, íàãðàæäåííîãî çíàêîì îòëè÷èÿ. Íèæå ðàçìåùåíà íàäïèñü â øåñòü ñòðîê: «ðàñïîðÿæåíèåì 

àäìèíèñòðàöèè» (âûñîòà ïðîïèñíûõ áóêâ â ñòðîêå – 2,5 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà) «Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (âûñîòà ïðîïèñíûõ 

áóêâ â ñòðîêå – 2,5 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà) «îò "___" ___20__ ¹ ___» (âûñîòà öèôð è çíàêà â ñòðîêå – 2,5 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 

ìèëëèìåòðà) äëÿ ïîñëåäóþùåãî óêàçàíèÿ íàä ëèíèÿìè äàòû ïîäïèñàíèÿ è íîìåðà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  î íàãðàæ-

äåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà çíàêîì îòëè÷èÿ; «íàãðàæäåí(à) çíàêîì îòëè÷èÿ» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå – 2 ìèëëèìåòðà); «Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (âû-

ñîòà ïðîïèñíûõ áóêâ â ñòðîêå – 2,5 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà) «Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì» (âûñîòà áóêâ â ñòðîêå – 3,5 ìèëëèìåòðà). 

Ñëåâà, â óãëó, ðàçìåùåíà íàäïèñü: «Ì.Ï.» (âûñîòà áóêâ â íàäïèñè – 2 ìèëëèìåòðà) è íàäïèñü â äâå ñòðîêè: «Ãëàâà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (âûñîòà 

ïðîïèñíûõ áóêâ   â  ñòðîêå – 2,5 ìèëëèìåòðà, ñòðî÷íûõ áóêâ – 2 ìèëëèìåòðà). Íàäïèñü «Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì» âûïîëíåíà òèïîãðàôñêîé êðàñêîé 

êðàñíîãî öâåòà, îñòàëüíûå íàäïèñè – òèïîãðàôñêîé êðàñêîé ÷åðíîãî öâåòà. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, íàãðàæäåííîãî çíàêîì îòëè÷èÿ, äàòà ïîäïèñàíèÿ è 

íîìåð ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ, íîìåð çíàêà îòëè÷èÿ âíîñÿòñÿ â óäîñòîâåðåíèå ïóòåì 

âïå÷àòûâàíèÿ øðèôòîì ÷åðíîãî öâåòà ëèáî âïèñûâàþòñÿ îò ðóêè ÷åðíîé òóøüþ èëè ÷åðíûìè íåñìûâàåìûìè ÷åðíèëàìè. 

Óäîñòîâåðåíèå ñîáñòâåííîðó÷íî ïîäïèñûâàåòñÿ ãëàâîé Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñòàâèòñÿ ãåðáîâàÿ ïå÷àòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 

îòòèñê êîòîðîé íàêðûâàåò íàäïèñü «Ì.Ï.».

4.3. Èçîáðàæåíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê çíàêó îòëè÷èÿ â îäíîöâåòíîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè ¹3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. 

5. Îñíîâàíèå è ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàí ê íàãðàæäåíèþ çíàêîì îòëè÷èÿ 

5.1. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ âíîñÿò êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè è îáúåäèíåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé, 

ó÷ðåæäåíèé, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

5.2. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ äîëæíî ñîäåðæàòü  áèîãðàôèþ ãðàæäàíèíà è êðàòêîå îïèñàíèå çàñëóã ïåðåä ãîðîäñêèì îêðóãîì.

5.3. Õîäàòàéñòâà, âíîñèìûå òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè, äîëæíû ñîäåðæàòü ïîäïèñè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è ñîîòâåòñòâóþùèõ Ñîâåòà òðóäîâîãî 

êîëëåêòèâà è/èëè ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè (ïðè èõ íàëè÷èè), çàâåðåííûå ïå÷àòÿìè.

5.4. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè çíàêîì îòëè÷èÿ çíàêîì îòëè÷èÿ íàïðàâëÿåòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ, ïðè-

íÿòèÿ ðåøåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î íàãðàæäåíèè êîíêðåòíîãî ëèöà.

5.5. Ãðàæäàíàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì îòëè÷èÿ, ïðè íàãðàæäåíèè âðó÷àåòñÿ äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, ðàçìåð êîòîðîãî óñòàíàâëèâàåòñÿ îòäåëüíûì 

ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

6. Ïîðÿäîê ó÷åòà, õðàíåíèÿ è ñïèñàíèÿ çíàêîâ îòëè÷èÿ è óäîñòîâåðåíèé ê íèì

6.1. Ó÷åò è õðàíåíèå çíàêîâ îòëè÷èÿ è óäîñòîâåðåíèé ê íèì îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.  Çíàêè îòëè÷èÿ õðàíÿòñÿ â ñåéôå îòäåëà.

6.2. Ñïèñàíèå çíàêîâ îòëè÷èÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïîîùðåíèÿõ ãðàæäàí, 

ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé íà îñíîâàíèè àêòîâ âðó÷åíèÿ, ïîäïèñàííûõ áóõãàëòåðîì, êîìåíäàíòîì, óïðàâëÿþùåé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Áåðå-

çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è óòâåðæäåííûõ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîëîæåíèþ

Èçîáðàæåíèå çíàêà îòëè÷èÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

«Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì» â îäíîöâåòíîì âàðèàíòå 

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîëîæåíèþ

Èçîáðàæåíèå ïèäæà÷íîãî âàðèàíòà çíàêà îòëè÷èÿ 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

«Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì» â îäíîöâåòíîì âàðèàíòå 

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïîëîæåíèþ

Èçîáðàæåíèå óäîñòîâåðåíèÿ ê çíàêó îòëè÷èÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

«Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì» 

â îäíîöâåòíîì âàðèàíòå

1. Èçîáðàæåíèå âíåøíåé ñòîðîíû îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ

Ãåðá Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Áåðåçîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

Óäîñòîâåðåíèå

ê çíàêó îòëè÷èÿ 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

«Çà çàñëóãè ïåðåä ã. Áåðåçîâñêèì»

2. Èçîáðàæåíèå âíóòðåííèõ ñòîðîí îáëîæêè óäîñòîâåðåíèÿ

Çíàê îòëè÷èÿ 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

«Çà çàñëóãè ïåðåä ã.Áåðåçîâñêèì»

Èçîáðàæåíèå íàãðóäíîãî çíàêà

¹ çíàêà îòëè÷èÿ: ________________________

     ìåñòî                                   ___________________________                              

      äëÿ                                      ___________________________                                

ôîòîãðàôèè                              ___________________________                        

  

ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

îò “__” _____________ 20____ ¹ ____

íàãðàæäåí(à) çíàêîì îòëè÷èÿ 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

«Çà çàñëóãè ïåðåä ã.Áåðåçîâñêèì»

Ãëàâà Áåðåçîâñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ì.Ï.

┿╃╋╇′╇]〈[┿『╇ぅ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿
‶¨]〈┿′¨╁╊╄′╇╄ わ158 けす 06.04.2011

¨ ゃくっしっくうう  ういきっくっくうえ ゃ こけしすぇくけゃかっくうっ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ けす 20.01.2011 わ20 «¨ きっさぇた こけ うしこけかくっくうの さってっくうは ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 
╃せきに けす 29.12.2005 わ170 «¨ぉ せすゃっさあょっくうう ‶けかけあっくうは け そけさきうさけゃぇくうう, さぇいきっとっ-
くうう, うしこけかくっくうう う おけくすさけかっ いぇ うしこけかくっくうっき いぇおぇいけゃ くぇ こけしすぇゃおう すけゃぇさけゃ, ゃにこけかくっ-

くうっ さぇぉけす, けおぇいぇくうっ せしかせゅ ょかは きせくうちうこぇかぬくにた くせあょ ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ» 
′ぇ けしくけゃぇくうう 《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ けす 21.07.2005 わ94-《╆ «¨ さぇいきっとっくうう いぇおぇいけゃ くぇ 

こけしすぇゃおう すけゃぇさけゃ, ゃにこけかくっくうっ さぇぉけす, けおぇいぇくうっ せしかせゅ ょかは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた う きせくうちうこぇかぬ-
くにた くせあょ», ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ‶けかけあっくうっき け そけさきうさけゃぇくうう, さぇいきっとっくうう, うしこけかくっくうう う 
おけくすさけかっ いぇ うしこけかくっくうっき いぇおぇいけゃ くぇ こけしすぇゃおう すけゃぇさけゃ, ゃにこけかくっくうっ さぇぉけす, けおぇいぇくうっ せし-
かせゅ ょかは きせくうちうこぇかぬくにた くせあょ ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ, せすゃっさあょっくくにき さってっくうっき 
╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ ╃せきに けす 29.12.2005 わ170, ゃ しゃはいう し おぇょぇしすさけゃにきう ういきっくっくうはきう

‶¨]〈┿′¨╁╊ぅぃ:
╁くっしすう ういきっくっくうっ ゃ こけしすぇくけゃかっくうっ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

けす 20.01.2011 わ20 «¨ きっさぇた こけ うしこけかくっくうの さってっくうは ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ ╃せきに けす 
29.12.2005 わ170 «¨ぉ せすゃっさあょっくうう ‶けかけあっくうは け そけさきうさけゃぇくうう, さぇいきっとっくうう, うしこけかくっ-
くうう う おけくすさけかっ いぇ うしこけかくっくうっき いぇおぇいけゃ くぇ こけしすぇゃおう すけゃぇさけゃ, ゃにこけかくっくうっ さぇぉけす, けおぇいぇ-
くうっ せしかせゅ ょかは きせくうちうこぇかぬくにた くせあょ ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ», ぇ うきっくくけ:

ゃ こ.1 こけしすぇくけゃかっくうは ゃきっしすけ «‶ぇゃかけゃ ].′.» つうすぇすぬ «‶うしちけゃ ╄.[.» 
‶っさゃにえ いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

╇.╁. ╉ぇさこけゃ

Отдельная рота патрульно-постовой службы 

милиции при ОВД по Берёзовскому городскому 

округу приглашает на службу на должности:

МИЛИЦИОНЕРОВ 
МИЛИЦИОНЕРОВ-ВОДИТЕЛЕЙ

мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, отслуживших в рядах 
вооружённых сил, с образованием не ниже среднего

МИЛИЦИОНЕРОВ 
МИЛИЦИОНЕРОВ-КИНОЛОГОВ

женщин в возрасте от 20 до 35 лет

Обращаться по адресу:
 г. Берёзовский, ул. Исакова, д. 5, каб. 55, 

телефон 8-908-63-51-043
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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 66137. 〈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.

• ╋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.

• ╁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.

• ╉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.

• ¨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 ゃ 
′╀‶, こ. ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-
29-97.

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

• ┿′ «╉けきそけさす» すさっぉせっすしは さう-
ねかすっさ. 4-11-45.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうおう (ゅさぇあょぇくしすゃけ [《). 
8-912-23-34-526.

• 〉ぉけさとうちぇ けそうしくにた う こけょしけぉ-
くにた こけきっとっくうえ くぇ くっこけかくにえ さぇぉ. 
ょっくぬ, 3 さぇいぇ ゃ くっょっかの, い/こ 3 す.さ. 
8-912-27-00-553.

• 《ぇしけゃとうちぇ くぇ きっすういに. 8-952-
74-16-263.

• ╁けょうすっかぬ きぇくうこせかはすけさぇ, い/こ 
20 す.さ. 8-904-98-15-455.

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-
67-219.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ» 10-40 き2. 〉か. 
╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ょぇっすしは こけきっとっくうっ ゃ ぇさっく-
ょせ. 『. 61 き2, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1. 
8-950-55-02-845.

[╄╉╊┿╋┿

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, こ. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-
81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╋けくっすくにえ, 54 き2, ゅぇい, 
けすけこかっくうっ, 13 しけす., ぉぇくは, すっこかうちぇ. 
『. 2500 す.さ. 〈けさゅ. 3-49-79, 8-950-
64-82-631.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ お/し わ8, 3 しけす., ょけき ぉさっゃ. 
くぇ そせくょぇきっくすっ, ねか-ゃけ, かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ. 『. 300 す.さ. 4-72-39.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょけゃにえ せつ-お, 6 しけす., ゃ さ-くっ 
44 おゃぇさすぇかぇ, ねか-ゃけ, ょけさけゅぇ, さはょけき 
さっおぇ. 『. 350 す.さ. 8-922-10-09-007.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, さ-く ┿ゃすけしすぇくちうう. 8-902-
87-63-199.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-919-36-28-185.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き, さっそさ. 8-904-17-
04-986.

[╄╉╊┿╋┿

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

• [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.  ╁け-
ょけくぇゅさっゃぇすっかっえ. 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6 き, 6 す. 
8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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 «[┿′┿[┿» 
(╀╋╃╉). ╁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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉ 6た6, おぇつっしすゃっくくにえ, Ø 28-
30 しき, ゃにしけすぇ 3 き. 8-902-44-87-501.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

[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
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉┿╋┿╆ 5320, ぉけさすけゃけえ しけ 
しこぇかぬくうおけき, ゃ さぇぉけつっき しけしすけは-
くうう. 8-902-44-87-501.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

[╄
╉╊

┿╋
┿

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
ジダゾデジゴザ
ケ ゼギプジヮビ

┃┍┐┑〞━┉〞 ┍┑ 10 ┗┑.
8-922-61-02-014

[╄
╉╊

┿╋
┿
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]╃┿╋
• 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 
• 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. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6, 3/3, おうさこうつ, 
32/18,5/6, ぉぇかおけく. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 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. 『. 1720 
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.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ‶っさゃけきぇえしおぇは, 
ぉさっゃっくつ., 3 おけきくぇすに + おせたくは, 2008 
ゅ. こけしすさけえおう, 16 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 
2000 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• ′╀‶, 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.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 11, 7/9, こぇ-
くっかぬ, 35,5/15,4/9,5, し/せ しけゃきっと., こ/
かけょあうは. 『. 1800 す.さ.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

せか. ]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.
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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.

• 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.

]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. 8-908-90-30-722

╆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

′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.

• 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. 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. ╇しぇおけゃぇ, 16, 4/5, おうさこうつ, 
58,2/38,2/10, 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. 『. 2500 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.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 1/5, こぇくっかぬ, 
80/55/8, し/せ しけゃきっとっく, かけょあうは, ぉぇか-
おけく, たけさけてうえ さっきけくす. 『. 3600 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. 『. 3500 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. 
『. 2400 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.
〉つぇしすおう
• 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.
• ]‶¨ わ126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• こけし. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ35, 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. 『. 
440 す.さ.
• 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, 

£çÜÖóöá ç ëíßÜôññ çëñ½　 ï 9.00 ÑÜ 17.00 ô.



╉〉‶╊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.
• 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.

╉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.
╉〉‶╊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.
• 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
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 28, 2/2, しすっおかけこぇ-
おっすに, 58/38/8, 2 ぉぇかおけくぇ. 『. 1960 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. 〈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.
╃けきぇ

╁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. ]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.

]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. 8-965-53-33-270.

╉〉‶╊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. ╆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.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• 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
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╋うつせさうくぇ, 
206, おうさこうつ, 5/5, しけしす. たけさ., 32/18/6, 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• 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. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 11, おうさこうつ, 
2/2, 40 き2, おぇこ. さっきけくす ょけきぇ 2009 
ゅ. 『. 1450 す.さ., つ.こ. 〈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.
• 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. ╀╆]╉, おゃぇさすうさくけゅけ すうこぇ, こぇ-
くっかぬ, 2 おけきくぇすに + おせたくは, し/せ しけ-
ゃきっと., ゅぇいけゃけっ けすけこかっくうっ, 46 き2, 2 
しけす. いっきかう. 『. 2100 す.さ. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
• 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. 『. 4000 
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.
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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.

′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.

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.

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

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

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

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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• 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.
• 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, 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. 『. 1600 す.さ. 〈けさゅ. 〈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.
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• 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, 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. ]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. 
• 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, 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.



]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.
• 2-おけきく. おゃ., せ/こ, しさっょくうえ ねすぇあ.
‶[¨╃┿╋
╉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. ]きうさくけゃぇ, 3, 5/5, おうさこ., 
せ/こ, 50/30/9, っゃさけさっきけくす. 『. 2230 す.さ.
• 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. 『. 2100 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.
╃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. 『. 2100 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.
• 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.
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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, 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.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉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 さっきけくすぇ. 『. 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.
╉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.

]╃┿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.

╆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. 『. 
1550 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
• こ. ╋けくっすくにえ, 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. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 3 しけす., こけしぇょおう, 
すっこかうちぇ, ょけきうお おぇき. 『. 400 す.さ.
• 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.
• さ-く ╇いけこかうすぇ, 4 しけす., し-す わ78, ょけき 
うい てかぇおけぉかけおぇ こけょ おさにて., しおゃぇあう-
くぇ, ねか-ゃけ. 『. 650 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.

]╃┿╋
• おけきくぇすせ, せか. ╋うさぇ, 3, ぉっい きっぉっかう, 3/5, 
くぇ ょかうす. しさけお. 〈っか. 8-902-26-02-271.
]′╇╋〉
• 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.
• せつ-お ゃ つっさすっ ゅけさけょぇ, くっ きっくっっ 8 しけす. 
╁けいきけあくけ こ. ]ぇさぇこせかおぇ うかう ]すぇさけこにて-
きうくしお. 〈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.
• こ. ╊けしうくおぇ, せか. ╉うさけゃぇ, 7, 1/5, 
おうさこうつ, 〉‶, 47,7/30,2/7,5, おけきくぇすに 
ういけかうさ., し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 6 
き. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 4, 2/4, おうさこうつ, 
44/28/6, おけきくぇすに しきっあくにっ, し/せ しけ-
ゃきっと., ぉぇかおけく. 〈っか. 8-902-26-02-
271.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

けす 6500 させぉ.
РеBетки,  заборы,  ворота,  

лестни@ы,  козырCки

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

Блоки 
из полистеролбетона 

ＱＡ ４ＳＷＦＺが 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿
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′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 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. 『. 1400 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, 14, 4/5, 『. 1530 す.さ.
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, 4, 7/9, 61,5 き2. 『. 
2350 す.さ.
• 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 1560 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 けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ. + ょけこか.

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 62,6/40,6/8,2 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, ゅぇい

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».

だだだ "ゐñë、£Üçï¡Ü½Ü 
ëÜÑÜÜäëíç¿ñÖó0"

ñðî÷íî 
òðåáóþòñÿ:

• で¿ñïíëá とóぢん
• ごÖ¢ñÖñë とóぢん

(4-6 ëí£ë　Ñí)

4-39-27

]′╇╋〉
• 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.
• ′╀‶, ゃ さ-くっ てお. わ7, 25 き2, 
しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは はきに, くけゃ. 
ょっさっゃ. こけか, ゃにしけすぇ ゅぇさぇあぇ 3,2 き. 『. 
125 す.さ.
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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

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 2 338 120 ð. 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, ñòåêëîïàêåòû
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

Ãàãàðèíà, 15/3 1/9 63/40/8 ëîäæèÿ 2 400 000 ð. ëîäæèÿ çàðåøå÷åíà 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 18 5/6 68/46/9 ëîäæèÿ 3 800 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, çàìåíåíà 

ñàíòåõíèêà, òðóáû, óñòàíîâëåí 

êîíäèöèîíåð, ñèãíàëèçàöèÿ, 

âèäåîêàìåðà

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. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ãàãàðèíà, 18 3/6 85/61/9 ëîäæèÿ 3 825 000 ð. åâðîðåì., äèçàéíåðñê. ïðîåêò 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 000ð. 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


