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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, 18 きぇは

ぅしくけ, 
ょくひき +17 +19, くけつぬの +12 +14
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4-5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 744 きき さす.しす.
』っすゃっさゅ, 19 きぇは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき +18 +20, くけつぬの +12 +14
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3-8 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 736 きき さす.しす.
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ÎÏÅ×ÀÒÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß

]っきぬ きうかかうけくけゃ させぉかっえ けぉかぇしすぬ ゃにょっかうす くぇ さっしすぇゃさぇちうの いょぇくうは くぇ ╉けききせくっ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╋╄╅╃〉′┿[¨╃′｠╈ ょっくぬ きせいっっゃ こさぇいょくせっすしは ゃけ ゃしひき きうさっ し 1977 ゅけょぇ. ̈ すきっつぇかう 
っゅけ くっういきっくくけ う ぉっさっいけゃつぇくっ: きせいっえ うしすけさうう いけかけすけこかぇすうくけゃけえ こさけきにてかっく-

くけしすう 〉さぇかぇ いくぇかう ょぇかっおけ いぇ こさっょっかぇきう きせくうちうこぇかうすっすぇ. ′け, おぇお ういゃっしすくけ, ゃ こけ-
しかっょくうっ ゅけょに くぇてっ たさぇくうかうとっ うしすけさうう ぉにかけ くぇ いぇきおっ うい-いぇ ぇゃぇさうえくけゅけ しけしすけはくうは 
いょぇくうは くぇ せかうちっ ╉けききせくに. 』ぇしすぬ しぇきにた ちっくくにた ねおしこけくぇすけゃ せゃっいかう ゃ ]ゃっさょかけゃしおうえ 
けぉかぇしすくけえ おさぇっゃっょつっしおうえ きせいっえ.

– ′っす, けくう すぇき くっ ゃにしすぇゃかはのすしは, – おけき-
きっくすうさせっす しうすせぇちうの いぇゃっょせのとぇは ╀っさひいけゃ-
しおうき そうかうぇかけき けぉかぇしすくけゅけ きせいっは ╇さうくぇ 
╋ぇおしうきけゃぇ. – ぁすけ くぇてぇ しけぉしすゃっくくけしすぬ, おけ-
すけさぇは たさぇくうすしは ゃ けこっつぇすぇくくにた はとうおぇた ょけ 
かせつてうた ゃさっきひく. 

╇, おぇお しすぇかけ ういゃっしすくけ, ねすう ゃさっきっくぇ くぇ-
しすせこぇのす! ╋うくうしすっさしすゃけ おせかぬすせさに ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃにょっかはっす くぇ くにくってくうえ 
ゅけょ 400 すにしはつ させぉかっえ ょかは さぇ-
ぉけすに し ょけおせきっくすぇきう こけ しけいょぇ-
くうの くけゃにた ねおしこけいうちうえ. ┿ くぇ 
2012 ゅけょ けぉっとぇくけ しっきぬ きうかかう-
けくけゃ くぇ さっしすぇゃさぇちうの いょぇくうは. 
╉ しつぇしすぬの, ゃ しぇきけき きせいっっ っとひ 
けしすぇかうしぬ しけすさせょくうおう, しすけさけあぇ, 
こけねすけきせ くっ こさうょひすしは くぇつうくぇすぬ 
し くせかは. 

– ′け ゃにょっかっくくぇは しせききぇ くっ さっ-
てうす ゃしった こさけぉかっき, – こさけょけかあぇ-
っす ╇さうくぇ ┿くぇすけかぬっゃくぇ. – ′せあくに 
くぇせつくにっ しけすさせょくうおう, せ きせいっは 
ょけかあっく ぉにすぬ こけこっつうすっかぬしおうえ 

しけゃっす, っゅけ しけいょぇくうっ – こっさゃけけつっさっょくぇは いぇ-
ょぇつぇ, こけしすぇゃかっくくぇは こっさっょけ きくけえ. ╉けくっつ-
くけ, せ くぇし っしすぬ ょさせいぬは, ねすけ, しおぇあっき, ╁うおすけさ 
╄ゅけさけゃうつ ╆っきしおうた, おけすけさにえ こさっょかけあうか 
くっきぇかけ うくすっさっしくにた うょっえ こけ くけゃけえ ねおしこけ-
いうちうう. ¨つっくぬ くぇょっのしぬ, つすけ ゃ しけゃっす ゃけえょせす 
こさっょこさうくうきぇすっかう, おさぇっゃっょに, すっ, おけきせ くっ-
ぉっいにくすっさっしくぇ うしすけさうは さけょくけゅけ ゅけさけょぇ, 
っゅけ うきうょあ.

╁┿╅′¨

′╇ 【┿╂〉 ╁ ╊╄]
¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせ-

ゅせ うくそけさきうさせっす あうすっかっえ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
け すけき, つすけ こけしすぇくけゃかっくうっき ‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 10.05.2011 ゅけょぇ 
わ532-‶‶ し 12 きぇは くぇ すっささうすけさうう けぉかぇしすう 
ゃゃっょひく けしけぉにえ こさけすうゃけこけあぇさくにえ さっあうき. 
╂さぇあょぇくぇき いぇこさっとっくけ こけしっとっくうっ かっしけゃ う 
さぇいゃっょっくうっ すぇき おけしすさけゃ. 

〈ぇおあっ いぇこさっとっくけ ゃにあうゅぇくうっ たゃけさけしすぇ, かっし-
くけえ こけょしすうかおう, しせたけえ すさぇゃに う ょさせゅうた かっしくにた 
ゅけさのつうた きぇすっさうぇかけゃ くぇ いっきっかぬくにた せつぇしすおぇた, 
くっこけしさっょしすゃっくくけ こさうきにおぇのとうた お かっしぇき, いぇ-
とうすくにき う かっしくにき くぇしぇあょっくうはき う くっ けすょっ-
かひくくにた こさけすうゃけこけあぇさくけえ きうくっさぇかういけゃぇくくけえ 
こけかけしけえ くっ きっくっっ 0,5 きっすさぇ. ╃かは  うしこけかくっくうは 
ょぇくくけゅけ こけしすぇくけゃかっくうは ゃ ¨╁╃ しけいょぇくに きけ-
ぉうかぬくにっ ゅさせここに, おけすけさにき こけしすぇゃかっくぇ いぇょぇつぇ 
こぇすさせかうさけゃぇすぬ かっしけこぇさおけゃせの いけくせ ょかは けぉっ-
しこっつっくうは けしけぉけゅけ こさけすうゃけこけあぇさくけゅけ さっあうきぇ, 
ゃにょゃけさっくうは ゅさぇあょぇく うい かっしけゃ う こさう くっけぉたけ-
ょうきけしすう こさうゃかっつっくうは うた お ぇょきうくうしすさぇすうゃくけえ 
けすゃっすしすゃっくくけしすう.

╉けょっおしけき [《 こさっょせしきけすさっくぇ けすゃっすしすゃっく-
くけしすぬ いぇ ょぇくくけっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけっ くぇさせてっ-
くうっ ゃ ゃうょっ てすさぇそぇ: ょかは ゅさぇあょぇく ゃ さぇいきっさっ けす 
すさひた ょけ つっすにさひた すにしはつ させぉかっえ, ょかは ょけかあくけしす-
くにた かうち – けす ょっしはすう ょけ ょゃぇょちぇすう すにしはつ させ-
ぉかっえ, ょかは のさうょうつっしおうた かうち – けす しすぇ ょけ ょゃせた-
しけす すにしはつ させぉかっえ.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1727 ゅけょ – くぇ させししおうえ こさっしすけか 

ゃしすせこうか ‶ひすさ II, きぇかけかっすくうえ ゃくせお 
‶っすさぇ I.

1801 ゅけょ – くぇ ╋ぇさしけゃけき こけかっ ゃ 
]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ しけしすけはかけしぬ すけさ-
あっしすゃっくくけっ けすおさにすうっ こぇきはすくうおぇ ゃっ-
かうおけきせ こけかおけゃけょちせ ┿.╁. ]せゃけさけゃせ.

1991 ゅけょ – こけはゃうかしは こっさゃにえ 
うくすっさくっす-しっさゃっさ.

]けゃしっき くっょぇゃくけ のくにっ ぉっさっいけゃつぇくっ 
ういせつぇかう うしすけさうの さけょくけゅけ おさぇは ゃ しゃけっき きせいっっ
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
]っゅけょくは くぇ せかうちっ, きはゅおけ ゅけゃけ-

さは, くっ あぇさおけ, こけねすけきせ くう け おぇおけき 
おせこぇくうう ゃ きっしすくにた ゃけょけひきぇた くう-
おすけ, おさけきっ きけさあっえ-かのぉうすっかっえ, う 
くっ ょせきぇっす, くけ ゃっょぬ つっさっい ょゃっ くっ-
ょっかぬおう – かっすけ, いくぇつうす, ゃしひ あっ こけ-
すはくっす くぇし くぇ ぉっさっあけお. 

]すけうす くぇこけきくうすぬ, つすけ ゃ ╀╂¨ 
ゃしっゅけ ょゃっ しぇくおちうけくうさけゃぇくくにっ 
さっおさっぇちうう – 【うかけゃしおうえ こさせょ う 
╀っかけはさしおけっ ゃけょけたさぇくうかうとっ. ′け 
ゃ こけしかっょくうっ ゅけょに しぇくねこうょしかせあ-
ぉぇ おけくすさけかうさせっす おぇつっしすゃけ ゃけょに 
う ゃ くっしぇくおちうけくうさけゃぇくくにた いけくぇた 
けすょにたぇ – しすけかぬ かのぉうきにた ぉっさっ-
いけゃつぇくぇきう さっおっ ‶にてきっ, ぇ すぇおあっ 
ゃけょけひきぇた  ╉かのつっゃしおぇ う ╋けくっす-
くけゅけ. 〉ょっかぬくにえ ゃっし こさけぉ ゃけょに ゃ 

ゃけょけひきぇた ゃすけさけえ  おぇすっゅけさうう, くっ 
しけけすゃっすしすゃせのとうた ゅうゅうっくうつっしおうき 
くけさきぇき こけ たうきうつっしおうき う きうおさけ-
ぉうけかけゅうつっしおうき こけおぇいぇすっかはき, くぇ 
こさけすはあっくうう くっしおけかぬおうた かっす けしすぇ-
ひすしは くぇ ゃにしけおけき せさけゃくっ: ゃ 2010 
ゅけょせ けく しけしすぇゃうか  66,6 う 70 こさけ-
ちっくすけゃ しけけすゃっすしすゃっくくけ. 

]ぇくうすぇさくけっ しけしすけはくうっ ぉっさっゅけゃ 
すけあっ けしすぇゃかはっす あっかぇすぬ かせつてっゅけ: 
いょっしぬ けすしせすしすゃせっす  けさゅぇくういけゃぇく-
くにえ しぉけさ けすたけょけゃ, くっす すせぇかっすけゃ 
う こうすぬっゃにた そけくすぇくつうおけゃ, け つひき 
しぇくうすぇさくにっ ゃさぇつう ぉっい おけくちぇ 
しうゅくぇかういうさせのす ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀╂¨ う すさっぉせのす こさうくはすぬ きっさに. ¨ぉ 
けしすぇかぬくにた ゃけょくにた けぉなっおすぇた, お 
こさうきっさせ, ┿かっおしぇくょさけゃしおけき, ╅せ-

かぇくけゃしおけき こさせょぇた, さっつう ゃけけぉとっ 
くうおすけ くっ ゃっょひす. ′け おすけ ゅぇょうす くぇ 
ぉっさっゅせ う ゃ ゃけょっ? ╉けくっつくけ, きに 
しぇきう. ¨ぉにつくぇは おぇさすうくぇ: けすょにたぇ-
のとうっ きけのす ゃ こさせょせ ぇゃすけきぇてうくに, 
おせこぇのす しけぉぇお. ╇ こかっゃぇすぬ, つすけ すせす 
あっ, ゃ くっこさけすけつくけえ ゃけょっ, こかっとっす-
しは きぇかにてくは…

╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ 〈¨ せこさぇゃ-
かっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ, ゃ ぉかう-
あぇえてっっ ゃさっきは っゅけ しこっちうぇかうしすに 
くぇつくせす ぉさぇすぬ くけゃにっ こさけぉに ゃけょに 
ゃ さっおさっぇちうはた. ╋せくうちうこぇかうすっす ゅけ-
すけゃ こけょこうしぇすぬ ょけゅけゃけさ くぇ こさけゃっ-
ょっくうっ ねすうた さぇぉけす. ┿ つすけ ょぇかぬてっ: 
たゃぇすうす かう しうか う あっかぇくうは せ ゃかぇしすう 
くぇおけくっち くぇゃっしすう こけさはょけお ゃ いけくぇた 
けすょにたぇ?

‶¨╃‶╇]╉┿–2011

┱┤┼┤ ┳┲┻┶┤ – ┵┶┲┯┬┻┱┤╃?
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╁ ぁ〈¨╋ ゅけょせ ぉっさひいけゃしおぇは こけつすぇ ゃけてかぇ ゃ しけしすぇゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅしおけゅけ こけつすぇきすぇ. 』すけ, おさけきっ こけゃにてっくうは うきうょあぇ, こさう-

くっしかぇ ねすぇ さっけさゅぇくういぇちうは こけつすけゃうおぇき う, ゅかぇゃくけっ, っゅけ おかうっくすぇき? 
╉ぇおうっ こっさしこっおすうゃに しけすさせょくうつっしすゃぇ ╀[ し くぇてうきう こぇさすくひさぇきう? 
¨ぉ ねすけき きに さってうかう こけゅけゃけさうすぬ し させおけゃけょうすっかっき けすょっかぇ こけょ-
こうしおう せこさぇゃかっくうは そっょっさぇかぬくけえ こけつすけゃけえ しゃはいう ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ′. ′╄╋｠╉╇′¨╈.

– ′ぇょっあょぇ ╁うおすけさけゃくぇ, おぇお しっゅけょくは こさけたけょうす こけょこうしくぇは 
おぇきこぇくうは くぇ こっさうけょうおせ う おぇお ゃにゅかはょうす ╀っさひいけゃしおうえ くぇ ねすけき 
さにくおっ?

– ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ こけ-こさっあくっきせ ゃたけょうす ゃ こっさゃせの こはすひさおせ さけし-
しうえしおうた けぉかぇしすっえ こけ こけょこうしおっ. ]ぇきにきう つうすぇのとうきう けしすぇのすしは くぇてう 
しっゃっさくにっ ゅけさけょぇ う いぇおさにすにっ ゅけさけょぇ. ╉ぇさすうくぇ ゃ ╀╂¨ こさうくちうこうぇかぬくけ 
くっ きっくはっすしは ゃ すっつっくうっ こけしかっょくうた こはすう かっす. ╃ぇ, すうさぇあ きっしすくけえ ゅぇいっすに 
くっしおけかぬおけ しくういうかしは, いぇすけ ぉっさっいけゃつぇくっ しすぇかう ぇおすうゃくっっ こけかせつぇすぬ けぉかぇしす-
くにっ ういょぇくうは. 

– ‶けすっさは つぇしすう こけょこうしつうおけゃ – ねすけ ぉっょぇ きくけゅうた きせくうちうこぇかぬ-
くにた ゅぇいっす. ╉ぇお ゃに しつうすぇっすっ, おぇおうっ けさゅぇくういぇちうけくくにっ きったぇくうい-
きに しすけうす いぇこせしすうすぬ, つすけぉ ゃっさくせすぬ つうすぇすっかは?

– ぁすけ ょけかゅうえ さぇいゅけゃけさ, くけ っしすぬ せあっ けこにす ゃ さはょっ ゅけさけょけゃ. ]おぇあせ けょくけ: 
くぇょけ さぇぉけすぇすぬ うくょうゃうょせぇかぬくけ し おぇあょにき こけすっくちうぇかぬくにき おかうっくすけき う 
ゃぇき, う くぇき: おすけ-すけ こさけしすけ いぇぉにゃぇっす こけょこうしぇすぬしは, ょさせゅけきせ くっょけしせゅ ょけえ-
すう ょけ けすょっかっくうは こけつすに, ぇ すさっすうえ せあっ いぇぉにか, つすけ すぇおけっ ゅぇいっすぇ… ′け ょっえ-
しすゃけゃぇすぬ くぇき くぇょけ ゃ けょくけえ しゃはいおっ – しけすさせょくうつぇすぬ おぇお こぇさすくひさに. 

– ╁かうゃぇくうっ ゃ しけしすぇゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ こけつすぇきすぇ せあっ こさう-
くっしかけ ぉっさっいけゃつぇくぇき ぉけくせしに: ょけしすぇゃおぇ こけょってっゃっかぇ くぇ こけかしけす-
くう させぉかっえ. ′け くぇさけょ ゃしひ さぇゃくけ くっ しこってうす いぇこけかくはすぬ ぇぉけくっ-
きっくすに, ぇさゅせきっくす せ あうすっかっえ あっかっいくにえ:  こけつすぇ こさうくけしうす ゅぇいっすに 
つっさっい さぇい, おけこうす こけ ょゃっ くっょっかう. ╉ぇお ゃに ょせきぇっすっ, おぇょさけゃにっ こさけ-
ぉかっきに こけつすに きけあくけ さってうすぬ うかう ねすけ こけおぇ ゅけかせぉぇは きっつすぇ?

– ] おぇあょにき しかせつぇっき くっこけかせつっくうは こっさうけょうおう うかう くっしゃけっゃさっきっくくけえ 
っひ ょけしすぇゃおう くぇょけ さぇいぉうさぇすぬしは. ‶けさけえ きに けおぇいにゃぇっきしは くっ こさう つひき: くっす 
はとうおぇ, こけょなっいょ いぇおさにす, ょぇ う つっかけゃっつっしおうえ そぇおすけさ くっ しぉさけしうてぬ しけ しつっ-
すけゃ: こけつすぇかぬけく きけあっす いぇぉけかっすぬ う くっ ゃにえすう くぇ しきっくせ. 

′け は せゃっさっくぇ, つすけ ゃ ぉかうあぇえてっえ こっさしこっおすうゃっ, すけ っしすぬ  お しかっょせのとっえ 
こけょこうしくけえ おぇきこぇくうう, しうすせぇちうは ういきっくうすしは, う ぉっさっいけゃつぇくっ こけつせゃしすゃせのす, 
つすけ うた こけつすぇ – ねすけ こけつすぇ しすけかうつくけゅけ ゅけさけょぇ. 

′ぇこけきうくぇっき: ょけ こっさゃけゅけ うのくは こけかせゅけょけゃぇは こけょこうしおぇ ぉっい ょけしすぇゃおう 
(こけかせつぇすぬ ゃ さっょぇおちうう ゅぇいっすに) しすけうす 250 させぉかっえ, し ょけしすぇゃおけえ – 350 させ-
ぉかっえ 10 おけこっっお. ╉けかかっおすうゃくにっ こけょこうしつうおう ゃ きぇっ いぇこかぇすはす すけかぬおけ 250 
させぉかっえ, ゃ こけつすけゃにた けすょっかっくうはた こけょこうしおぇ ゃ かのぉけえ きっしはち けぉけえょひすしは ゃ 
380 させぉかっえ 10 おけこっっお.

╄╃╄╋ ╁ ‶¨]┱╊╉╇
╃ぇすぇ ‶けしひかけお ╁さっきは こさけゃっょっくうは 

こけょこうしくけえ おぇきこぇくうう
17.05.2011 (ゃす.) ]ぇさぇこせかおぇ 14.00-16.00
19.05.2011 (つす.) ]すぇさけこにてきうくしお 11.00-13.00
20.05.2011 (こす.) ╋けくっすくにえ 11.00-13.00
24.05.2011 (ゃす.) ╊けしうくにえ 14.00-16.00
25.05.2011 (しさ.) ╉っょさけゃおぇ 14.00-16.00
26.05.2011 (つす.) 【うかけゃおぇ 11.00-13.00

〉ゃぇあぇっきにっ つうすぇすっかう うい ゅかせぉうくおう! ╁にこうしぇすぬ ╀[ こけ かぬゅけすくけえ ちっくっ ゃに 
しきけあっすっ せ しけすさせょくうおけゃ さっょぇおちうう, おけすけさにっ こさうっょせす お ゃぇき ゃ こけしひかけお. 
‶けょこうしおぇ ぉせょっす こさけたけょうすぬ ゃ こけつすけゃにた けすょっかっくうはた.

╉[╇╋╇′┿╊

‶¨╊╇『╄╈]╉┿ぅ 》[¨′╇╉┿
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
╆ぇ こっさうけょ し 6 こけ 12 きぇは 2011 ゅけょぇ 

ゃ ょっあせさくせの つぇしすぬ ¨╁╃ こけしすせこうかけ 
167 しけけぉとっくうえ け こさけうしてっしすゃうはた. 
╆ぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 11 こさっしすせこかっくうえ, 
てっしすぬ うい おけすけさにた さぇしおさにすに ゃ ょっ-
あせさくにっ しせすおう, っとひ けょくけ こさっしすせこかっ-
くうっ – うい つうしかぇ さぇくっっ しけゃっさてひくくにた.

╆ぇ うしすっおてせの くっょっかの しけゃっさてっくけ:
けょうく ゅさぇぉひあ – さぇしおさにす;
ょゃっ おさぇあう つせあけゅけ うきせとっしすゃぇ – 

さぇしおさにすぇ けょくぇ;

ょゃぇ せゅけくぇ ぇゃすけすさぇくしこけさすぇ – 
けょうく さぇしおさにす, ゃ けぉけうた しかせつぇはた 
きぇてうくに くぇえょっくに う ゃけいゃさぇとっくに 
ゃかぇょっかぬちぇき;

ゃにはゃかっくけ けょくけ こさっしすせこかっくうっ, 
しゃはいぇくくけっ し くっいぇおけくくにき けぉけ-
さけすけき くぇさおけすうつっしおうた しさっょしすゃ, – 
さぇしおさにすけ;

つっすにさっ そぇおすぇ こさうつうくっくうは すっ-
かっしくにた こけゃさっあょっくうえ くっぉけかぬてけえ 
すはあっしすう – さぇしおさにすに ゃしっ.

╂〉╊ぅ╄╋!
«┰┬┴┤┪» – 

╁┶┲ ┴┩┤┯╀┱┲┵┶╀
′っ せしこっかう けすてせきっすぬ きぇえしおうっ 

こさぇいょくうおう, おぇお くぇ こけょたけょっ せあっ 
うのくぬしおうっ. 』っすゃひさすけゅけ つうしかぇ いぇ-
ゃけょ しせたうた しすさけうすっかぬくにた しきっしっえ  
«╁rozex» けすきっすうす しゃけひ ょっしは-
すうかっすうっ. ┿ おぇおうっ うきっくうくに ぉっい 
きせいにおう? ‶さっょこさうはすうっ くぇきっさっくけ 
こさうゅかぇしうすぬ くぇ ょっくぬ さけあょっくうは 
ゅさせここせ «╋うさぇあ»! ‶けさぇょけゃぇすぬ 
ぉっさひいけゃしおうた しかせてぇすっかっえ ょけかあ-
くに しけかうしすおう ′ぇすぇかうは ╂せかぬおうくぇ う 
]ゃっすかぇくぇ [ぇいうくぇ. ‶けいょさぇゃうすぬ し 
おさせゅかけえ ょぇすけえ おけかかっおすうゃ う せゃう-
ょっすぬ おけくちっさす しきけゅせす くぇ 〈けさゅけ-
ゃけえ こかけとぇょう ゃしっ ゅけさけあぇくっ し 19 
ょけ 23 つぇしけゃ. 

┵┤┥┤┱┶┷┭ ┳┩┴┩┩┨┩┶ 
┦ ┬┵┶┲┴┬┻┩┵┮┬┭ 

┵┮┦┩┴
11 うのくは し 12 ょけ 19 つぇしけゃ ゃ 

╀╂¨ こさけえょひす しぇぉぇくすせえ. ‶さうつひき, 
こさぇいょくうお こかせゅぇ ゃこっさゃにっ ぉせょっす 
ゅせかはすぬ ゃ ╇しすけさうつっしおけき しおゃっさっ: 
こさうゃにつくぇは ‶すうつぬは ゅけさおぇ けおおせこう-
さけゃぇくぇ しすさけうすっかぬくにきう おさぇくぇきう. 

– 〈さぇょうちうけくくけ くぇきっつっくに 
ぉけえ し きっておぇきう, くぇちうけくぇかぬくぇは 
ぉけさぬぉぇ, しきっかぬつぇおぇき こけょゅけすけ-
ゃはす くぇおかけくくにえ う ゃっさすうおぇかぬくにえ 
しすけかぉに ょかは かぇいぇくうは. ╁ こさけ-
ゅさぇききっ – ぉっゅ ゃ きっておぇた う ょさせゅうっ 
くぇちうけくぇかぬくにっ うゅさに, – さぇししおぇ-
いにゃぇっす こさっょしっょぇすっかぬ ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ けぉとっしすゃぇ すぇすぇさしおけえ う 
ぉぇておうさしおけえ おせかぬすせさに 《さうょぇ 
′ぇしさすょうくけゃぇ. – ′ぇ しちっくっ ゃに-
しすせこはす しけかうしすに ╀ぇておうさしおけえ 
そうかぇさきけくうう うい ゅけさけょぇ ′っそすっ-
のゅぇくしおぇ, ょせきぇの, きくけゅうっ くぇてう 
いっきかはおう いくぇのす [うそおぇすぇ ╂ぇぉ-
ょせかぬはくけゃぇ. ╉けくちっさすくぇは ぇそうてぇ 
けすさぇいうす う ゃぇあくせの のぉうかっえくせの 
ょぇすせ – 125-かっすうっ しけ ょくは さけあょっ-
くうは ╂ぇぉょせかかに 〈せおぇは. 

′ぇ いぇしっょぇくうう けさゅおけきうすっすぇ 
こけ こさけゃっょっくうの しぇぉぇくすせは ぉにかう 
さぇしこさっょっかっくに けぉはいぇくくけしすう: おすけ 
ぉせょっす けすゃっつぇすぬ いぇ けぉとっしすゃっく-
くせの ぉっいけこぇしくけしすぬ, ねかっおすさけしくぇぉ-
あっくうっ, しおぇきっえおう, おけくすっえくっさに, 
ぉうけすせぇかっすに, すけさゅけゃにっ すけつおう. 

′ぇおけくっち, ゃすけさけゅけ うのかは ゃこっさ-
ゃにっ ╄おぇすっさうくぉせさゅ こさうきっす そっ-
ょっさぇかぬくにえ しぇぉぇくすせえ, けしくけゃくにっ 
きっさけこさうはすうは おけすけさけゅけ こさけえょせす 
くぇ しすぇょうけくっ «╊けおけきけすうゃ». ╀っ-
さっいけゃつぇくっ, ぉっい しけきくっくうは, しすぇくせす 
せつぇしすくうおぇきう う ねすけゅけ くっけさょうくぇさ-
くけゅけ しけぉにすうは.       

‶けょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

[╄╈╃ «′╄╊╄╂┿╊»
〈っささうすけさうぇかぬくにきう けさゅぇくぇきう ゃくせすさっくくうた ょっか, 《╋] [けししうう, 《]╀ [けししうう し 10 こけ 31 きぇは 2011 ゅけょぇ くぇ すっささう-

すけさうう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こさけゃけょうすしは こさけそうかぇおすうつっしおけっ きっさけこさうはすうっ «′っかっゅぇか-2011».
¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ けぉさぇとぇっすしは お あうすっかはき ╀っさひいけゃしおけゅけ し こさけしぬぉけえ けおぇいぇすぬ しけょっえ-

しすゃうっ ゃ ゃにはゃかっくうう くっいぇおけくくにた きうゅさぇくすけゃ, かうち う けさゅぇくういぇちうえ, くっいぇおけくくけ うしこけかぬいせのとうた うくけしすさぇくくせの さぇぉけ-
つせの しうかせ. ‶さう こけかせつっくうう うくそけさきぇちうう こさけしぬぉぇ いゃけくうすぬ ゃ ¨╁╃ こけ すっかっそけくぇき 02, 4-75-00; ゃ ¨〉《╋] [けししうう こけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ すっか. 4-75-13, 4-75-08.

¨╀〉]〈[¨╈]〈╁¨

ÂÀÍÄÀËÛ ÍÁÏ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÀÐÊÎÂÎÉ ÇÎÍÛ!

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁

′┿ ′╀‶ いぇゃっさてぇのすしは さぇぉけすに こけ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃせ こぇさおけゃけえ 
いけくに くぇ すっささうすけさうう かうちっは わ3. ]すさけうすっかぬしすゃけ ゃっょひすしは くぇ 

ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ しさっょしすゃぇ. ]きっすぇ こさっゃにてぇっす 2,5 きかく させぉ. 
′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ いぇおぇくつうゃぇのすしは さぇぉけすに こけ ぉかぇゅけせしすさけえ-
しすゃせ すっささうすけさうう. ]きけくすうさけゃぇくぇ こってったけょくぇは ょけさけあおぇ う くぇつぇか-
しは きけくすぇあ うゅさけゃにた こかけとぇょけお. ╁ しっくすはぉさっ けすおさにゃぇっすしは しすぇょう-
けく し うしおせししすゃっくくにき こけおさにすうっき.

ぁすけ ょけかゅけあょぇくくけっ しけぉにすうっ, 
せゃに, くっかぬいは くぇいゃぇすぬ さぇょけしすくにき. 
╁ こっさゃにえ あっ ょっくぬ ょっすしおうえ うゅさけ-
ゃけえ おけきこかっおし ぉにか うしこけかぬいけゃぇく 
きっしすくにきう あうすっかはきう ゃ おぇつっしすゃっ 
せょけぉくけゅけ かっすくっゅけ おぇそっ う すせぇかっすぇ 
– すっささうすけさうは しさぇいせ あっ けおぇいぇかぇしぬ 
いぇきせしけさっくくけえ こせしすにきう ぉせすにか-
おぇきう う けおせさおぇきう, おけくしすさせおちうう 
– うしこうしぇくくにきう う ういさうしけゃぇくくに-
きう. 【おけかぬくうおう 10-12 かっす し せょけ-
ゃけかぬしすゃうっき こさけゅくぇかう きぇかにてっえ, 
ょかは おけすけさにた, しけぉしすゃっくくけ, う こさっょ-
くぇいくぇつっくぇ うゅさけゃぇは いけくぇ, – うき 
つさっいゃにつぇえくけ こけくさぇゃうかけしぬ しうょっすぬ 
くぇ おさにてっ ょっすしおけゅけ こぇさけゃけいうおぇ. 
[けょうすっかう, ゃにゅせかうゃぇのとうっ しゃけうた 
つぇょ, くっ けしきっかうゃぇのすしは ょっかぇすぬ いぇ-
きっつぇくうは のくにき ゃぇくょぇかぇき.

〉 ぉかぇゅけすゃけさうすっかっえ, ゃにょっかうゃ-
てうた くっきぇかにっ かうつくにっ しさっょしすゃぇ 
ょかは しけいょぇくうは きっしすぇ けすょにたぇ ゅけさけ-
あぇく, けこせしすうかうしぬ させおう.

– ╁けこさけし: っしかう けょくうき さけょうすっ-
かはき ゃしひ さぇゃくけ, つっき いぇくうきぇのすしは 

うた ょっすう, ぇ ょさせゅうっ さぇゃくけょせてくけ 
くぇぉかのょぇのす, おぇお かけきぇのす ゃつっさぇ 
せしすぇくけゃかっくくせの ょかは うた きぇかけかっす-
くっゅけ つぇょぇ こかけとぇょおせ, うきっのす かう 
けくう こさぇゃけ つすけ-すけ すさっぉけゃぇすぬ けす 
ょさせゅうた? ╇ しすけうす かう こさう すぇおけき けす-
くけてっくうう けぉとっしすゃぇ すさぇすうすぬ ょっくぬ-
ゅう ぉかぇゅけすゃけさうすっかっえ くぇ すけ, つすけ くっ 
ちっくうすしは. ╄しすぬ かう しきにしか いぇおぇこに-
ゃぇすぬ ょっくぬゅう ゃ いっきかの? – しこさぇてう-
ゃぇっす ぉっさっいけゃつぇく しこけくしけさ しすさけ-
うすっかぬしすゃぇ ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ. – ╁ 
けぉかぇしすう しっえつぇし いぇこせしおぇっすしは こさけ-
ゅさぇききぇ «1000 ょゃけさけゃ», ╀っさひいけゃ-
しおうえ こけかせつぇっす こけ ねすけえ こさけゅさぇききっ 
こけさはょおぇ 18 きうかかうけくけゃ させぉかっえ 
ょかは ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ. 〈ぇお きけあっす, 
こさう こけょけぉくけき けすくけてっくうう, くぇ ねすう 
ょっくぬゅう ちっかっしけけぉさぇいくっっ こさけしすけ 
いぇかうすぬ ょゃけさに ぇしそぇかぬすけき? 

╀せょせとっっ いっかひくけえ いけくに ′╀‶ 
こけょ せゅさけいけえ. [ぇいゅけゃけさ きに 
こさけょけかあうき ゃ しかっょせのとっき くけ-
きっさっ. ‶さうゅかぇてぇっき つうすぇすっかっえ 
お ょうしおせししうう.

╉┿╉ ╅╇╁┱【を, ‶¨]┱╊¨╉?
ゑでぎ ぞん げんべごどば ずぎでん

╁ ╋けくっすくけき そけさきうさせのすしは ょけ-
ぉさけゃけかぬくにっ こけあぇさくにっ ょさせあうくに. 
╉ぇお しけけぉとうか くぇき ゅかぇゃぇ すっささうすけ-
さうぇかぬくけゅけ けすょっかぇ ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゃ ╋けくっすくけき ╉けくしすぇくすうく ╄きっかうく, 
ょさせあうくくうおぇきう しすぇくせす しけすさせょ-
くうおう こけしっかおけゃにた こさっょこさうはすうえ. 
′っさぇぉけすぇのとうき ゅさぇあょぇくぇき う 
ねくすせいうぇしすぇき うい つぇしすくけゅけ しっおすけ-
さぇ こけこけかくうすぬ さはょに けゅくっぉけさちっゃ 
くっ こさっょかぇゅぇのす, すぇお おぇお しつうすぇ-
のす, つすけ こさっょこさうはすうは さぇぉけすぇのす 
ねそそっおすうゃくっっ. ╃けきけゃかぇょっかぬちぇき 
ゅかぇゃくけっ – せぉさぇすぬ し こさうょけきけゃけえ 
すっささうすけさうう たかぇき う こけあぇさけけこぇし-

くにえ きせしけさ, しつうすぇっす ╉けくしすぇくすうく 
╁ぇしうかぬっゃうつ. 

‶け しけゅかぇてっくうの, おけすけさけっ ぇょきう-
くうしすさぇちうは いぇおかのつうす し こさっょこさうはすう-
はきう, おぇあょにえ させおけゃけょうすっかぬ おさけきっ 
しゃけうた しけすさせょくうおけゃ-ょけぉさけゃけかぬちっゃ 
ょけかあっく ぉせょっす こさっょけしすぇゃうすぬ っとひ 
おぇおけえ-すけ さっしせさし: ゃけょせ, すったくうおせ, 
すけこかうゃけ ょかは すさぇくしこけさすぇ... ╁しっ ょさせ-
あうくくうおう さぇいけぉぬのすしは くぇ ぉさうゅぇょに, う 
ぉせょせす っあっくっょっかぬくけ くっしすう ゃぇたすせ ゃ 
かっしくにた きぇししうゃぇた けおけかけ こけしひかおぇ. ‶け 
こさっょゃぇさうすっかぬくにき ょぇくくにき, くっおけすけ-
さにっ こさっょこさうはすうは せあっ しけゅかぇしうかうしぬ 
ゃしすせこうすぬ ゃ こけあぇさくせの ょさせあうくせ.

«ぶまづぞばù がぼづば» げんでぼぢんùど べぎゐぞぎぜ
╁ けょくけき うい くけきっさけゃ ╀[ 

きに さぇししおぇいぇかう け あうすっかぬくう-
ちっ ╋けくっすくけゅけ, おけすけさぇは けぉ-
くぇさせあうかぇ くぇ しゃけひき けゅけさけ-
ょっ ょっゃはすうきっすさけゃせの ょにさせ. 
¨こぇしくぇは ゃけさけくおぇ ゃくってくっ 
ゃにゅかはょっかぇ, おぇお いぇすけこかっくくぇは 
てぇたすぇ. ‶っくしうけくっさおぇ ╆うくぇう-
ょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ ╊っぉっょうくちっ-
ゃぇ すせす あっ しけけぉとうかぇ けぉ ねすけき 
ゃ ]╋╇ う ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの 
こけしひかおぇ. ╆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 ゃ ╋けくっすくけき 

╇かぬは ╆ぇぉっかうく けぉなはしくうか, つすけ 
ねすけす こさけゃぇか けぉさぇいけゃぇかしは うい-
いぇ てぇたす, おけすけさにっ ゃけ ゃさっきは 
╁すけさけえ きうさけゃけえ ゃけえくに いょっしぬ 
くぇたけょうかうしぬ. ╇かぬは ╁うすぇかぬっ-
ゃうつ こけけぉっとぇか いぇしにこぇすぬ ょにさせ 
とっぉくっき う くぇ こさけてかけえ くっょっ-
かっ くぇこさぇゃうか ゃ けゅけさけょ ╊っぉっ-
ょうくちっゃにた すさう ゅさせいけゃうおぇ. ╁ 
«こさけこぇしすぬ» せてかけ 12 おせぉけゃ 
とっぉくは, くけ ょけ おさぇひゃ っとひ ょぇ-
かっおけ. ′ぇ ねすけえ くっょっかっ いぇしにこ-
おせ こさけょけかあぇす. 
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¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ねか. こけつすぇ 
oazisber@yandex.ru ういゃっとぇっす け ゃにこけかくっくうう おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす こけ 
せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ し おぇょぇ-
しすさけゃにき わおゃぇさすぇかぇ 66:35:0221001, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: 
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ‶]╉ «【うかけゃしおうえ», 
せつぇしすけお さぇしこけかけあっく のあくっっ ぇゃすけょけさけゅう ╀っさっいけゃしおうえ-]すぇ-
くけゃぇは, ゃけしすけつくっっ すさせぉけこさけゃけょぇ ╀せたぇさぇ-〉さぇか, し ゃけしすけつ-
くけえ しすけさけくに せつぇしすけお ゅさぇくうつうす し せつぇしすおけき し おぇょぇしすさけゃにき 
わ66:35:0221001:420, し しっゃっさくけえ しすけさけくに し いっきかはきう, くぇたけ-
ょはとうきうしは ゃ けぉとっえ ょけかっゃけえ しけぉしすゃっくくけしすう, し のあくけえ しすけさけくに 
− し かっしくにき きぇししうゃけき.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは: ╃っさくけゃ ╋うたぇうか ╋ぇすゃっ-
っゃうつ, こさけあ. こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, ょ. 28, 
おゃ. 88, すっか. 83436941941.

]けぉさぇくうっ  こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 
17 うのくは 2011 ゅけょぇ ゃ 11.30 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109, すっか. 83436945629. 

′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう 
すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ ゅさぇくうちに: こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう しきっあくにた いっきっかぬ-
くにた せつぇしすおけゃ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ゃにょっか 
╀っかうおけゃぇ ぃ.┿., おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0221001, ]ゃっさょかけゃしおぇは 
けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ゃにょっか ╊けぉぇくけゃぇ ┿.╋., おぇょぇしすさけゃにえ 
わ66:35:0221001:420, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
いっきかう ‶]╉ «【うかけゃしおうえ», おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0221001:516.

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

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは こけ こさけゃっ-
ょっくうの しけゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは  ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ 
きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 16 きぇは こけ 17 うのくは 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109, すっか. 83436945629.

[╄╉╊┿╋┿
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╁]〈[╄』┿ ╁╄]′｠ 
┿くゅっかうくぇ ╆╄╊╄′╇′┿, うくしすさせおすけさ こけ しこけさすせ ╃‶╃『 «╋っさうょうぇく»
╊っすけ せ こけさけゅぇ, う ゃ ╉ぇかうくけゃしおけき 

かっしけこぇさおっ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ しけしすけは-
かけしぬ けすおさにすうっ かっすくっゅけ しっいけくぇ こけ 
しこけさすうゃくけきせ けさうっくすうさけゃぇくうの. 
′ぇおけくっち-すけ! ぁすけゅけ しけぉにすうは きに 
あょぇかう し くっすっさこっくうっき, ゃっょぬ おぇあ-
ょにっ ゃっしっくくっ-かっすくうっ ゃにたけょくにっ きに 
こさけゃけょうき ゃ かっしぇた. ╀けかっっ ょゃせたしけす 
すぇおうた あっ そぇくぇすけゃ しこけさすうゃくけゅけ 
けさうっくすうさけゃぇくうは しけ ゃしっえ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう しなったぇかうしぬ くぇ 
こっさゃにっ しけさっゃくけゃぇくうは «╁しすさっつぇ 
ゃっしくに 2011». 

‶けゅけょぇ さぇょけゃぇかぇ けすしせすしすゃうっき 
けしぇょおけゃ う ゃっしっくくうき はさおうき しけかく-
ちっき. ╃ぇ う けさゅぇくういぇすけさに こけしすぇさぇ-
かうしぬ: こけょゅけすけゃうかう すさう ょうしすぇくちうう 
さぇいくけゅけ せさけゃくは しかけあくけしすう: ┿ (19 
おけくすさけかぬくにた こせくおすけゃ), B (12 ╉‶) 
う C (6 ╉‶). 

╀っさっいけゃつぇくっ – のくけてう うい ょっす-
しおけ-こけょさけしすおけゃけゅけ ょゃけさけゃけゅけ 
おかせぉぇ «╋っさうょうぇく» – ゃにしすせこぇかう ゃ 
けしくけゃくけき くぇ しぇきけえ しかけあくけえ ょうし-
すぇくちうう, しけこっさくうつぇは し こけょゅけすけゃ-
かっくくにきう しこけさすしきっくぇきう うい ゃけい-
さぇしすくにた ゅさせここ ╋-18, ╋-21 う ╅-21. 

ぁすけ – ねかうすぇ しこけさすうゃくけゅけ けさうっくすう-
さけゃぇくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 

] せつひすけき すけゅけ, つすけ ねすけ こっさゃにえ 
しすぇさす しっいけくぇ, ゅかぇゃくぇは いぇょぇつぇ くぇ-
てっえ おけきぇくょに – しけゃっさてっくしすゃけゃぇ-
くうっ すったくうおう けさうっくすうさけゃぇくうは, ぇ 
くっ ゃにしけおぇは しおけさけしすぬ. [っぉはすぇ しすぇ-
さぇかうしぬ くぇ  ぉっゅせ つひすおけ こさけつうすに-
ゃぇすぬ おぇさすせ, おぇあょせの ゅけさういけくすぇかぬ, 
ぉっあぇすぬ こけ ぇいうきせすせ きぇおしうきぇかぬくけ 
こさはきけ, けとせとぇすぬ しっぉは すけつおけえ ゃ 
おぇさすっ う ゃっしすう しっぉは こけ くせあくけえ 
すさけこっ. 

╁ うすけゅっ しさぇいせ すさけっ ぉっさひいけゃしおうた 
しこけさすしきっくけゃ ゃけてかう ゃ こっさゃせの 
ょっしはすおせ: ┿くぇすけかうえ ╉ぇかょうく いぇ-
くはか ゃけしぬきけっ きっしすけ, ‶ぇゃっか ╋けか-
つぇくけゃ – てっしすけっ, ぇ ╃ぇきうさせ 【ぇき-
ゅせすょうくけゃせ せょぇかけしぬ こけょくはすぬしは くぇ 
こぬっょっしすぇか こけつひすぇ, せ くっゅけ すさっすぬっ 
きっしすけ ゃ ゃけいさぇしすくけえ ゅさせここっ ╋-18 
くぇ ょうしすぇくちうう こけゃにてっくくけゅけ せさけゃ-
くは しかけあくけしすう. ┿ こけぉっょうか くぇ ねすけえ 
ねかうすくけえ ょうしすぇくちうう きぇしすっさ しこけさ-
すぇ きっあょせくぇさけょくけゅけ おかぇししぇ ╁うお-
すけさ ╃うくゅっし うい ╃ぃ]【 わ19 ゅけさけ-
ょぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ.

╉¨′]〉╊を〈┿『╇ぅ ぃ[╇]〈┿

]｠′┿ ╆┿╀╇[┿ぃ〈 ╁ ┿[╋╇ぃ…
╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿

]ぇょうおう う ておけかに いぇおさにかう 
くぇ おぇさぇくすうく. ′ぇ つすけ きけゅせす 
さぇししつうすにゃぇすぬ さけょうすっかう, っしかう 
きぇかにてせ うかう ておけかぬくうおせ こさう-
たけょうすしは けしすぇゃぇすぬしは ょけきぇ うい-
いぇ おぇさぇくすうくぇ ゃ ょっすしぇょせ うかう 
ておけかっ?

╀けかっっ-きっくっっ こけゃっいかけ さけょう-
すっかはき ょっすしぇょけゃちっゃ: こけ いぇおけくせ 
こさう けぉなはゃかっくうう おぇさぇくすうくぇ ゃ 
ょけておけかぬくけき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけき 
せつさっあょっくうう, おけすけさけっ こけしっとぇ-
っす さっぉひくけお ゃ ゃけいさぇしすっ ょけ しっきう 
かっす, さけょうすっかぬ ゃこさぇゃっ けそけさきうすぬ 
ぉけかぬくうつくにえ かうしす う こけかせつうすぬ 
けこかぇすせ こけ くっきせ いぇ ゃっしぬ こっさうけょ 
おぇさぇくすうくぇ.

╄しかう あっ おぇさぇくすうく けぉなはゃかっく ゃ 
ておけかっ, すけ ぉけかぬくうつくにえ さけょうすっ-
かはき, せゃに, くっ こけかけあっく.

¨ょくぇおけ うきっえすっ ゃ ゃうょせ, つすけ 
きけあくけ ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは こけかっい-
くにき こさぇゃうかけき 〈させょけゃけゅけ おけょっお-
しぇ (しす. 93): けょうく うい さけょうすっかっえ 
ょっすっえ ょけ 14 かっす うきっっす こさぇゃけ くぇ 
せしすぇくけゃかっくうっ くっこけかくけゅけ さぇぉけつっ-
ゅけ ゃさっきっくう. 〈ぇお つすけ ゃに ゃこさぇゃっ 
こけこさけしうすぬ さぇぉけすけょぇすっかは せきっくぬ-
てうすぬ ゃぇき さぇぉけつうえ ょっくぬ くぇ こぇさせ 
つぇしけゃ くぇ こっさうけょ おぇさぇくすうくぇ, 
つすけぉに こけさぇくぬてっ ゃけいゃさぇとぇすぬしは 
お さっぉひくおせ. ╇きっえすっ ゃ ゃうょせ, つすけ 
いぇさこかぇすぇ ゃ ねすけ ゃさっきは ぉせょっす ゃに-
こかぇつうゃぇすぬしは こさけこけさちうけくぇかぬくけ 
けすさぇぉけすぇくくけきせ ゃさっきっくう, すけ っしすぬ 
せきっくぬてうすしは. 

′ぇてっゅけ しにくぇ いぇぉうさぇのす 
ゃ ぇさきうの. ¨く さぇいゃっょひく, さっ-
ぉひくおせ 1,5 ゅけょぇ. ‶け しせょせ っきせ 
くぇいくぇつうかう ぇかうきっくすに – 25% 
くぇ さっぉひくおぇ う 1/2 ╋[¨〈 くぇ 
ぉにゃてせの あっくせ ょけ うしこけかくっ-
くうは すさひた かっす さっぉひくおせ. ′ぇし 
うくすっさっしせっす: おすけ う おぇお ぉせょっす 

ゃにこけかくはすぬ さってっくうっ しせょぇ 
くぇ ゃさっきは しかせあぉに しにくぇ ゃ 
ぇさきうう?

– ]けゅかぇしくけ こけしすぇくけゃかっくうの 
‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ [けししうえしおけえ 《っ-
ょっさぇちうう けす 18.07.1996 わ841 «¨ 
こっさっつくっ ゃうょけゃ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすに 
う うくけゅけ ょけたけょぇ, うい おけすけさにた こさけ-
ういゃけょうすしは せょっさあぇくうっ ぇかうきっくすけゃ 
くぇ くっしけゃっさてっくくけかっすくうた ょっすっえ» 
せょっさあぇくうっ ぇかうきっくすけゃ こさけういゃけ-
ょうすしは し ょっくっあくけゅけ ょけゃけかぬしすゃうは 
(しけょっさあぇくうは) ゃけっくくけしかせあぇとっゅけ, 
っしかう うしこけかくうすっかぬくけっ こさけういゃけょ-
しすゃけ くっ こさうけしすぇくぇゃかうゃぇかけしぬ こけ 
こさけしぬぉっ ょけかあくうおぇ, こさけたけょはとっゅけ 
ゃけっくくせの しかせあぉせ こけ こさういにゃせ ゃ 
╁けけさせあひくくにた しうかぇた [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう ゃ しけけすゃっすしすゃうう しけ しすぇ-
すぬひえ 40 《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ «¨ぉ 
うしこけかくうすっかぬくけき こさけういゃけょしすゃっ».

[ぇいきっさ いぇょけかあっくくけしすう こけ ぇかう-
きっくすぇき けこさっょっかはっすしは ゃ こけしすぇ-
くけゃかっくうう しせょっぉくけゅけ こさうしすぇゃぇ-
うしこけかくうすっかは, うしたけょは うい さぇいきっさぇ 
ぇかうきっくすけゃ, せしすぇくけゃかっくくけゅけ しせ-
ょっぉくにき ぇおすけき. ‶さう くっしけゅかぇしうう し 
さぇいきっさけき いぇょけかあっくくけしすう こけ ぇかう-
きっくすぇき しすけさけくぇ うしこけかくうすっかぬくけゅけ 
こさけういゃけょしすゃぇ ゃこさぇゃっ けぉさぇすうすぬしは 
ゃ しせょ し うしおけき けぉ けこさっょっかっくうう 
(こっさっさぇしつひすっ) さぇいきっさぇ いぇょけかあっく-
くけしすう.

╉ぇお こさけすうゃけしすけはすぬ こけしはゅぇ-
すっかぬしすゃぇき くぇ くぇてせ こさうょけきけ-
ゃせの すっささうすけさうの, つすけぉに こさっ-
ょけすゃさぇすうすぬ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
せとっきかはのとっっ うくすっさっしに あうかぬ-
ちけゃ きくけゅけねすぇあくけゅけ ょけきぇ? ╂け-
ゃけさはす, つすけ いっきかの ゃけいかっ くぇてっ-
ゅけ ょけきぇ たけすはす しょぇすぬ ゃ ぇさっくょせ 
こけょ ぇゃすけしすけはくおせ, ぇ ねすけ いくぇつうす 
–  くっす ょっすしおけえ こかけとぇょおっ, こけ-
しすけはくくにっ ゃにたかけこくにっ ゅぇいに う 

てせき? ╋けあくけ かう つすけ-すけ しょっ-
かぇすぬ, おぇお けそけさきうすぬ いっきかの 
くぇき – あうかぬちぇき ょけきぇ, つすけぉに 
きに きけゅかう うしこけかぬいけゃぇすぬ っひ こけ 
しゃけっきせ せしきけすさっくうの? 

¨そけさきかっくうっ こさうょけきけゃけえ いっき-
かう ゃ しけぉしすゃっくくけしすぬ – ゃけこさけし くっ 
けょくけゅけ ょくは. ╁ かせつてっき しかせつぇっ – 
すさひた-つっすにさひた きっしはちっゃ, ぇ ゃ しさっょ-
くっき – こけかせゅけょぇ (ねすけ っしかう っとひ ゃ 
しせょ くっ こけくぇょけぉうすしは けぉさぇとぇすぬしは).

╆ぇ すぇおけっ ゃさっきは きっしすくにっ つう-
くけゃくうおう ゃこけかくっ きけゅせす せしこっすぬ 
しょぇすぬ こけおぇ っとひ そけさきぇかぬくけ きせくう-
ちうこぇかぬくせの いっきかの ゃ ぇさっくょせ こけょ 
ぇゃすけしすけはくおせ, すけさゅけゃせの すけつおせ うかう 
こけょ あうかせの いぇしすさけえおせ. ╁にたけょうす, 
あうかぬちぇき, っょゃぇ いぇおけくつうゃ し けそけさき-
かっくうっき しゃけうた こさぇゃ くぇ こさうょけきけ-
ゃにえ せつぇしすけお, こさうょひすしは ゃしすせこぇすぬ ゃ 
ぉぇすぇかうの こけ けしゃけぉけあょっくうの ょゃけさぇ 
けす くっあっかぇくくにた しけしっょっえ – おけききっさ-
しぇくすけゃ, いぇしすさけえとうおけゃ, ぇ すけ う ぉけ-
さけすぬしは いぇ しくけし くっしおけかぬおうた ねすぇあっえ 
くぇつぇゃてっえ さぇしすう くけゃけしすさけえおう?

′ぇ ゃぇてっえ しすけさけくっ – ゃぇあくにえ 
ょけおせきっくす, こさうくはすにえ ゃ こさけてかけき 
ゅけょせ くぇてうきう ゃにしてうきう しせょっぉくにきう 
うくしすぇくちうはきう: しけゃきっしすくけっ こけしすぇ-
くけゃかっくうっ こかっくせきけゃ ╁っさたけゃくけゅけ う 
╁にしてっゅけ ┿さぉうすさぇあくけゅけ しせょけゃ [《 
けす 29.04.2010 ゅ. N10/22. ╁ こせくおすっ 
67 いぇおさっこかっくけ ちっくくっえてっっ こさぇゃう-
かけ: ょぇあっ っしかう ゃに っとひ くっ せしこっかう 
けそけさきうすぬ こさうょけきけゃせの すっささうすけ-
さうの, すけ うきっっすっ こさぇゃけ くぇ っひ いぇとう-
すせ おぇお ╀〉╃〉】╇╄ ]¨╀]〈╁╄′′╇╉╇. 
┿ うきっくくけ: ゃに ゃこさぇゃっ こけかくけちっくくけ 
ゃかぇょっすぬ う こけかぬいけゃぇすぬしは せつぇしすおけき 
ゃ すけえ きっさっ, ゃ おぇおけえ ねすけ くっけぉたけ-
ょうきけ ょかは くけさきぇかぬくけえ ねおしこかせぇすぇ-
ちうう きくけゅけねすぇあおう ゃ しけけすゃっすしすゃうう 
し ╅うかうとくにき おけょっおしけき. «‶けしかっょ-
くうえ (しす. 36 ╅╉ [《) おぇお さぇい ゅけ-
ゃけさうす け すけき, つすけ くぇ こさうょけきけゃけえ 
すっささうすけさうう きけゅせす さぇしこけかぇゅぇすぬしは 
ねかっきっくすに けいっかっくっくうは, ぉかぇゅけせ-
しすさけえしすゃぇ う うくにっ けぉなっおすに, こさっょ-
くぇいくぇつっくくにっ ょかは けぉしかせあうゃぇくうは 
あうかけゅけ ょけきぇ»…

╉ぇお すけかぬおけ ゃに せいくぇかう け ゅけすけゃは-
とっきしは «こけおせてっくうう» くぇ ゃぇて ょゃけさ, 
こっさゃにき ょっかけき くせあくけ こけょぇすぬ きせ-
くうちうこぇかぬくにき ゃかぇしすはき いぇはゃかっくうっ 
しけ ししにかおけえ くぇ こけしすぇくけゃかっくうっ 
ゃにしてうた しせょっぉくにた うくしすぇくちうえ し 
すさっぉけゃぇくうっき こさっおさぇすうすぬ くっこさぇ-
ゃけきっさくけっ ゃすけさあっくうっ くぇ こさうょけ-
きけゃせの すっささうすけさうの. ╄しかう くっ こけ-
きけあっす – けぉさぇとぇすぬしは ゃ しせょ: いょっしぬ 
せこけきはくせすにえ ょけおせきっくす こさうきっくはっす-
しは ぉっいけゅけゃけさけつくけ, う こけぉっょぇ ぉせょっす 
いぇ ゃぇきう.

«Русский хлеб» требуются:
• уборщица 
• менеджер

• бухгалтер
• кладовщики

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-99-142

Березовский завод машиностроительных конструкций 

«Áåðìàø» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

◊ слесаря-ремонтника по ремонту технологического 
оборудования 4-6 разряда 
оплата при собеседовании
◊ электромонтера с группой допуска до 1000 V 
оплата при собеседовании
◊ инженера-конструктора
знание «Компас» обязательно, оплата при собеседовании
◊ инженера-технолога
оплата при собеседовании
◊ подсобного рабочего
оплата при собеседовании
◊ оператора на листогибочный пресс с ЧПУ
оплата при собеседовании
◊ оператора установки лазерной резки с ЧПУ
оплата при собеседовании
Без вредных привычек. Полный социальный пакет. 

Возможна доставка автотранспортом предприятия.
Место нахождения: п. Монетный, ул. Пушкина, 1а 

(территория ОАО «Монетный трактороремонтный завод»)

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

ИП "Гребенкин Е.В." информирует население о пла-
нируемом размещении мебельного производства по 

адресу: г. Березовский, п. Ленинский, 27В. 

Просим вас направлять свои замечания и 
предложения Киневой О.Б. по телефону 4-35-55.

Р
Е
К
Л

А
М

А

Предприятию требуется

äèçåëèñò 
с опытом работы по сборке и ремонту дизель станции.

Оплата высокая.

(343) 382-75-64, Ëàðèñà Âàñèëüåâíà

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
Токари 4-6 разряда
Слесарь-сборщик металлоконструкций
Слесарь механосборочных работ 4-5 разряда

З/п выплачивается своевременно 2 раза в месяц, соц. пакет. 
Требования и условия работы – при собеседовании.

Обращаться: ООО "Уралэнергочермет – Металл", г. Березовский, 
пос. БЗСК, 20Б. Остановка транспорта "Автотранспортная" 

(или "Березовский привоз").

Телефон отдела кадров (34369) 3-25-85, (343) 228-37-07.



╂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 66185. 〈うさぇあ 2980. ̈ 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.

4 17 ìàÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-35

¨¨¨ "╅うかうとくけ-しっさゃうしくぇは しかせあぉぇ"
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 がゑだづぞごとご
 づんゐだぶござ 

äÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜ½Ü
Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ÑÜ½Üç
¨ぉさぇとぇすぬしは こけ ぇょさっしせ: 

せか. ╊っくうくぇ, 65
4-29-32, 4-84-79

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ. 8-965-51-54-536.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. ゃ ]けゃっすしおけき きおさく.  
]さけつくけ. 8-961-77-30-506.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきっとっくうっ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
22, 100 き2. 8-922-13-30-332.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

ÌÅÍßÞ
• ¨すょっかぬくせの おけきくぇすせ ゃ ょっさっゃ. 
ょけきっ くぇ いっき. せつ-お うかう こさけょぇき. 『. 
450 す.さ. 8-908-63-04-935.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╃けき. 8-912-66-54-164.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ. 
8-912-66-54-164.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., こ. ╉っょさけゃおぇ, 2/5. 
8-912-77-50-296.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
4/2, 4/5. 8-922-10-27-250. 

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
22, 6/9, さっきけくす, 38/17/9. 『. 1850 
す.さ. 8-912-28-79-411.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 
24, 5/5, 44 き2, っゃさけさっきけくす, しっえそ-
ょゃっさぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, すっこかにっ 
こけかに, いゃせおけういけかはちうは. 『. 2050 
す.さ. 〈けさゅ. 8-950-20-95-867.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╉かのつっゃしお. 8-912-66-
54-164.

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ
• [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 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

『かすそせて 
にそしそおけしへせけさそう

せあ おそすと. ╇つか ちあこそせふ.
ゐñ£ ç▲êÜÑÖ▲ê. で¡óÑ¡ó.

8-902-26-75-615

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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».  
8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ

• ╂┿╆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, 4 き, さっそさ. 8-904-17-
04-986.

[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

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

〉しかせゅう
• ╀っしこかぇすくけ ゃにゃっいっき う ゃに-
くっしっき ゃぇて しすぇさにえ たけかけょうかぬくうお, 
しす. きぇてうくせ, こかうすに, ゃぇくくに, すさせぉに 
う す.ょ. 8 (343) 361-15-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか こけょ かのぉけっ こけおさに-
すうっ, しぇくすった. さぇぉけすに. 8-908-90-68-758.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀さうゅぇょぇ おぇきっくとうおけゃ. 8-908-
91-24-033.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょけこさけゃけょ. 8-953-60-12-509.
[╄╉╊┿╋┿

• 《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, しゃぇさくぇは, 
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. 4-24-
24, (343) 213-213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っすおぇ-さぇぉうちぇ ゃ こけかうきっさっ, 
しすけかぉうおう. 4-24-24, (343) 213-
213-4, 217-81-61.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, けこうか 
(ぉっしこかぇすくけ). 202-02-12.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか: ぉさせし, しさせぉに: 
3た2,7; 3た3; 4た3; 5た3, 5た6. 8-953-38-
94-611.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╅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.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい. 8-953-03-90-534.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. 8-902-87-99-662.
[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-
420, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
8-912-69-99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ (すのおう, させかけくに) ょってっゃけ. 
]さけつくけ. 8-908-63-71-262.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っつぬ ょかは ぉぇくう (くっさあ.), ぉ/せ. 
8-912-60-07-999.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇゃっしくせの しっくけおけしうかおせ. 
8-922-10-35-721.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊っし. ]うくうえ, しうすけゃにえ. 8-902-
87-99-662.

[╄╉╊┿╋┿

• ╄ゃさけこけょょけくに. 4-24-24, 213-
213-4, 8-912-60-88-251.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

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

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

• ¨¨¨ «》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.

• ┿′ «╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿′ «╋ぇさす» すさっぉせのすしは さうねかすけ-
さに. 4-29-02.

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.

• ╁けょうすっかぬ ゃ すぇおしう し か/ぇ. ]すぇあ 
くっ きっくっっ 5 かっす. 8-961-77-19-688.

• ╁けょうすっかぬ し ╂┿╆っかぬの (すっくす, 
ぉせょおぇ). 8-950-54-75-059.

• 〈さっぉせのすしは さぇいくけさぇぉけつうっ. 
8-902-40-93-907.

• ¨そうし-おけくしせかぬすぇくす. 8-965-
53-31-612.

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

• ╋っくっょあっさ けすょっかぇ こさけょぇあ. 
8-912-22-99-975.

• [ぇいくけさぇぉけつうっ, きせあ., さ-く 
¨ゃけとくけっ けすょっかっくうっ, あうかぬっ. 
8-922-60-65-999.

• ╁けょうすっかぬ おぇす. "]", くぇ はこけくっち, 
けこにす さぇぉけすに. 8-922-60-65-999.

• ╉けきこぇくうは こさうゅかぇてぇっす お 
しけすさせょくうつっしすゃせ. ¨ぉせつっくうっ, しけ-
ゃきっとっくうっ. 8-963-03-33-512.

┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

┷『[【╇′ ゃ‶『‶╄╆╄』〉》╄.
┤『】╄[ぉ』′》〉╆╄〈′╉
8-922-11-87-787

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁ぇおぇくしうう

• 2-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, せか. 
╉けきしけきけかぬしおぇは, 4, 1/2, おうさこ. 
8-912-24-91-012.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, 2-ねすぇあ., ゃ ちっくすさっ, こけかくけ-
しすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく, 70 き2, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 3000 す.さ., 
ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + 
ょけこかぇすぇ. 8-909-01-70-466.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃っさっゃ. ょけき, ょ. ╉けくけゃぇかけゃけ, 
いぇ ‶っさゃけせさぇかぬしおけき, 50 き2, 11 しけす., 
ぉぇくは, しぇさぇえ, しおゃぇあうくぇ. ‶さけょぇき うかう 
こけきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおうえ. 8-912-28-43-289.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╊せぉはくけえ, 13 しけす., ゅぇ-
さぇあ, ぉぇくは. 8-912-24-00-929.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, お/し わ94, 6 しけす., ょけさけゅぇ, 
ねか-ゃけ, 44 おゃぇさすぇか. 8-922-22-38-628.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っょけしすさけっくくにえ ょけき, こ. ]ぇさぇ-
こせかおぇ, 14 しけすけお, しおゃぇあうくぇ. ╇かう きっ-
くはの くぇ 1-おけきく. おゃ. 8-963-03-86-317.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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. (343) 201-63-22.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, こ. 
]すぇくけゃぇは. 『. 300 す.さ. 8-902-40-91-388.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つぇしすけお, 17 しけす., こ. ╊せぉはくけえ, ょけき, 
ぉぇくは. 8-922-60-08-040. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, 27,3 き2, ]けしくけゃにえ ぉけさ, 
しけぉしすゃっくくうお. 8-912-67-77-782.

[╄╉╊┿╋┿

〉すっさう

‶さけょせおすに こうすぇくうは

• 〉すっさはくくにえ ぇすすっしすぇす け しさっょ-
くっき (こけかくけき) けぉとっき けぉさぇいけ-
ゃぇくうう ╀ わ4001277, ゃにょぇくくにえ 
21.06.2006 ゅ. ╋¨〉 ]¨【 わ9 くぇ  うきは 
╉けしすにかっゃぇ ┿さすっきぇ ╂さうゅけさぬっゃうつぇ, 
しつうすぇすぬ くっょっえしすゃうすっかぬくにき.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]っきっくくけえ おぇさすけそっかぬ. 8-950-
63-85-396.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 》けくょぇ こぇさすくっさ, 2001 ゅ.ゃ., 
せくうゃっさしぇか. 8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす
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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.
• しさけつくけ 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, "ぉさっあ." 
うかう "たさせと.". 〈っか. 8-902-87-44-311.
• 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. 『. 700 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. 『. 1750 
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. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 25, "ぉさっあ.", 
42/27/6, 3/5, つ/こ. 『. 1900 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 5, ぉさっゃっくつ., 
40/22/8, 1/2, ゃけょけくぇゅさっゃ. 『. 1100 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.

• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9/3, きし, 
40/25/7, 5/5, こぇくっかぬ, つこ. 『. 1600 す.さ.  
〈っか. 8-908-90-30-722.
• 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.
• 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. 『. 1900 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. 『. 2750 
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. 『. 3380 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.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 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. ╀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
• こけかょけきぇ, せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, ちっくすさ. 
けすけこかっくうっ, 3 おけきくぇすに, おせたくは, ゃけょぇ, 
6 しけす., くけゃ. ぉぇくは. ̈ ぉきっく うかう こさけょぇき. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• 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, 2 ねすぇあぇ, しおゃぇあうくぇ, 
ぉぇくは, すっこかうちぇ こけかうおぇさぉけく., しうゅ-
くぇか., 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, 50 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. 〈けさゅ.
• 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. 『. 2000 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 〈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. 『. 2800 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. 
『. 2300 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. 『. 3800 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.

]′╇╋〉
• 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
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉せいくっつくぇは, 
84, ちっくすさ, 7/9, こぇくっかぬ, おけきくぇすぇ 12 
き2, ゃ しっおちうう 6 おけきくぇす, ょゃぇ し/せ, ょせ-
てっゃぇは. 『. 770 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╃ぇくうかけゃしおぇは, 
2, おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., S – 18,9 き2. 
『. 750 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.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
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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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
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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
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〈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. 
『. 5500 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

• しぇょ ゃ お/し わ56, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 
6 しけす. ゃ しけぉしす., かっすくうえ ょけきうお, 30 き2, 
しおゃぇあうくぇ, かっすく. ゃけょけこさけゃけょ, ゃに-
たけょ お ゃけょっ, せ かっしぇ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• こ. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ34, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 『. 670 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• しぇょ ゃ お/し "′うゃぇ", 4,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-ゃけ. 『. 450 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき. 『. 300 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき. 『. 150 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
╂ぇさぇあう
• 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.

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.

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. ╂ぇゅぇさうくぇ, 3, 2/5, こぇくっかぬ, 
31/18/6, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく, さっ-
きけくす. 『. 1500 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 11, 7/9, こぇ-
くっかぬ, 35,5/15,4/9,5, し/せ しけゃきっと., こ/
かけょあうは. 『. 1800 す.さ.
• こ. ╊けしうくおぇ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 1/4, 
おうさこうつ, 32,8/18,5/6, し/せ さぇいょっかぬ-
くにえ, ぉ/ぉ. 『. 670 す.さ.
• せか. 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. 『. 1750 す.さ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 8, 1/9, おうさこうつ, 
37,6/14,8/9,8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, こ/かけょ-
あうは, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ. 『. 1450 す.さ
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 2/9, こぇくっかぬ, 
42/24,4/8, し/せ しけゃきっと., かけょあうは. 『. 
2000 す.さ.
• せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 3, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 42,6/26/6,7, 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. 『. 1830 す.さ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 8, 4/5, おうさこうつ, 
40/26/6, おけきくぇすに ういけかうさ., ぉぇかおけく. 
『. 1800 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 24, 5/5, こぇくっかぬ, 
43,5/25,5/6, おけきくぇすに ういけかうさ. くぇ 
さぇいくにっ しすけさけくに, し/せ さぇいょっか., ぉぇか-
おけく いぇしすっおかっく, しすっおかけこぇおっすに, こけか し 
こけょけゅさっゃけき. 『. 2050 す.さ.
• 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. 【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, 7, 1/9, おうさこうつ, 
77,3/47,4/14, し/せ さぇいょっか., しすっおかけこぇ-
おっすに, かけょあうは, さっきけくす. 『. 3200 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. ╇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.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 2/9, こぇくっかぬ, 
78/53/9, し/せ さぇいょっか., おけきくぇすに ういけ-
かうさ., かけょあうは. 『. 3200 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. 『. 1860 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.
• 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. 『. 3950 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
• せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, いっき. せつ-お, 10 
しけすけお, ゅぇい, ゃけょぇ さはょけき. 『. 1500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, ]′〈 "╀っさっいおぇ" 
わ81, ょゃぇ いっき. せつ-おぇ, S – 21 しけす., ょけ-
きうお, ぉっしっょおぇ, ぉぇくは. 『. 550 す.さ.
• ]‶¨ わ126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• お/し わ110 "【ぇたすぇ ぃあくぇは", こ. 【う-
かけゃおぇ, 10 しけすけお, ねかっおすさうつっしすゃけ. 『. 
400 す.さ.
• ]‶¨ "』っさっきてぇくおぇ", しぇょ. せつ-お 
11,14 しけす. 『. 550 す.さ.
• 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 "╋っょうお", さ-く 〈ぁ『, せつ-お 6 
しけすけお, ょけき 2-ねすぇあくにえ 6た6. 『. 600 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. 『. 300 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.

[╄╉╊┿╋┿

]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" 

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

8-912-24-599-89

2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに ゃ しすさけは-
とっきしは ょけきっ こけ せか. ]こけさすうゃくぇは, 8, 

くぇ 4, 5, 6, 7, 9-た ねすぇあぇた.

[ぇししきけすさうき ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ.

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. 『. 1870 す.さ., 
つ.こ. ]さけつくけ! 〈っか. 8-963-04-10-718.



╉〉‶╊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.

╉〉‶╊ぃ

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすぇ ゃ きぇかけしっきっえおっ しっおちうけくくけ-
ゅけ すうこぇ, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]すせょっく-
つっしおぇは, 82, おうさこ., 7/9, ぉぇかおけく 6 き, 
12,7 き2, し/せ くぇ ょゃっ おけきくぇすに, ゃぇくくぇは, 
しけしす. たけさ., いぇきっくっくぇ ねか. こさけゃけょおぇ, 
しすけはおう, かうそす, ょけきけそけく. 『. 900 す.さ.
• おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ]すさけう-
すっかっえ, 10, おうさこ., 3/5, 21,6/16,3 き2, 
ぉぇかおけく. 『. 850 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, 7, せ/こ, 5/5, おうさこ., 
34/18/7, しけしす. たけさ., ぉぇかおけく いぇしすっ-
おかっく, ておぇそ-おせこっ, ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 
『. 1620 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. 『. 1520 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 
2-おけきく. おゃ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 18, おうさこ., 5/5, 
45/32/6, しすっおかけこぇおっすに, しけしす. たけさ., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1900 す.さ.
• 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. 
〈けさゅ.
• 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. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, こぇくっかぬ, 5/5, 
43/28/7, おけきく. ういけかうさ. くぇ けょくせ しすけ-
さけくせ, しけしす. たけさ. 『. 1900 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 5┿, 
おうさこうつ, 45/30/6, すうすぇく. ′っょけさけゅけ. 
╁けいきけあくぇ こさけょぇあぇ こけ うこけすっおっ うかう 
しっさすうそうおぇすせ.
• 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. 『. 750 す.さ. ╁けい-
きけあくぇ うこけすっおぇ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 3, 41/26/6, 4/4, おけきく. 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 1700 す.さ. ╇かう きっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 26, おうさこうつ, 3/5, 
57/37/6. 『. 2350 す.さ.
• 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. 『. 2500 
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
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. [っゃけかのちうけくくぇは, 
70,5 き2, ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, ちけおけかぬ-
くにえ ねすぇあ – あうかけえ, ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. 
おぇくぇかういぇちうは, 2 しぇくせいかぇ, 7,5 しけす. 
いっきかう. 『. 1700 す.さ.
• 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. ╀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. 『. 750 す.さ.
• せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ]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.

╁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.

]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.
• せか. ┿くせつうくぇ, 7, 4/4, S – 42,5 き2. 『. 
1680 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. 『. 
2100 す.さ.
• 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
• ちっくすさ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあ., 
150 き2, こ/ぉかけお, ゃけょぇ う おぇくぇかうい. ちっく-
すさぇかぬくぇは, ゅぇい, ねか-ゃけ, せつ-お 6 しけす. 『. 
4500 す.さ.
• 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. 『. 5700 す.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. ╆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. ╇かう きっくはの くぇ 
おけきくぇすせ し ゃぇてっえ ょけこかぇすけえ.
]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. ╇かう きっ-
くはの くぇ おけきくぇすせ し ゃぇてっえ ょけこかぇすけえ.
╂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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠ ′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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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. ╇しぇおけゃぇ, 22, 4/5, せ/こ, おうさこ., 
32/18/7, しけしす. くけさき., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1650 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 10┿, 1/5, おうさこ., 
せ/こ, くけゃにえ ょけき, けすか. さっきけくす, 
42/22/9,5. 〈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. 『. 1600 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, せ/こ, 
50 き2. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 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.

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.

╃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.

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

こけ せかうちっ. 『. 1800 す.さ.
〈っか. 8-912-26-70-758.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, さ-く ]っさっぉさはくぇは 
さっつおぇ, くっょけしすさけえ, 350 き2, 

うい すゃうく/ぉかけおけゃ, 2 ねす., おけききせくう-
おぇちうう こけ せかうちっ, 12 しけすけお. 

『. 2500 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, 
おけきくぇすに, いっきっかぬくにっ せつぇしすおう. 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12┿, 60/39,3/7,5, 1/5, 
おうさこ., かけょあうは. 『. 2350 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
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• せか. ]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
• くっょけしすさけえ, ゅ. ]にしっさすぬ, せか. ╉っょさけ-
ゃぇは, ょっさっゃ. 2-ねす., 12 しけす. 『. 1650 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• 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
• お/し わ110, こ. 【うかけゃおぇ, さ-く こ/か "╆ぇさ-
くうちぇ", 8 しけす. 『. 350 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• お/し "』うしすにっ こさせょに", 11 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっくくけしすう. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• 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.
• 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. 『. 1600 す.さ. 〈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.
• 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.

• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, 1/2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1700 す.さ.

╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすおう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 18000 す.さ.
• せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇくせいかぇ, すっこかにっ 
こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, ゅぇさぇあ 
くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっおすさけしすぇく-
ちうは. 『. 11000 す.さ.
]ぇょに
• お/し わ26, 3 しけすおう + 6 しけすけお こけょ 
おぇさすけておせ, ょけき 2-ねす., 60 き2, おさせゅかはお, 
ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, さはょけき かっし, ゃけょけ-
っき, 2 すっこかうちに こ/おぇさぉけく. 『. 1200 す.さ.
• おけか. しぇょ "‶ぇくけさぇきぇ", S – 60 き2, 2 
ねすぇあぇ, おうさこうつ + ょっさっゃけ, ねか-ゃけ, ゃけ-
ょけこさけゃけょ, かっすくはは ぉっしっょおぇ, ゃっさぇくょぇ, 
ぉぇくは, 5 しけすけお ゃ しけぉしすゃっく., けおけかけ 
こさせょぇ. 『. 1300 す.さ.
〉つぇしすおう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, せか. ╀ぇあけゃぇ, ょけき ょっ-
さっゃ., 13 き2, おけききせくうおぇちうう こけ せかうちっ, 
6 しけす. 『. 1500 す.さ.
• こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, 
7 しけす. いっき. ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, しすぇ-
さにえ ょけき. 『. 1800 す.さ.
• 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, さ-く ]っさっぉさはくぇは さっつおぇ, 8 
しけす. いっきかう. 『. 550 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. 『. 2500 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, 30 しけす. いっきかう. ╇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, さ-く ┿ゃすけしすぇくちうう, 25 
き2, けゃけと. はきぇ しせたぇは, ねか-ゃけ. 『. 130 す.さ.
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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.



• 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.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 30,3 き2, 
ちけおけかぬくにえ ねすぇあ, 2 いぇかぇ, しぇく. せいっか, 
しうゅくぇかういぇちうは, ゃ こけょぇさけお – すけさゅけゃけっ 
けぉけさせょけゃぇくうっ. 『. 1200 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

]╃┿╋
• 2-おけきく. おゃ., ′╀‶.
╋╄′ぅぃ
• 3-おけきく. おゃ. くぇ 2-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと."
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ′╀‶ うかう こ. ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., "ぉさっあ.", ゃ たけさ. しけしす., ょけ 
5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ.
• 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 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 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 4/5, おうさこ., 
21/11,5/5, しぇく. せいっか しけゃきっと. 『. 1300 す.さ.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 5/5, 33/17/9, 
6 き ぉぇかおけく. 『. 1600 す.さ.
• 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. ┿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. 〈けかぉせたうくぇ, 5┿, 43/28/6, 1/4, 
おうさこ. ょけき, つ/こ. 『. 1670 す.さ.
• ′╀‶, 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. 〈けかぉせたうくぇ, 1, "たさせと.", 58/43/6, 
1/4, おうさこうつくにえ ょけき, しけしす. たけさ., つ/こ. 
『. 1850 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. 
『. 2550 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, 2/3, おうさこうつ, しこっち. こさけっおす, 66 き2, 
ぉぇかおけく, せょぇつくぇは こかぇくうさけゃおぇ, っしすぬ いぇ-
おさにすにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 『. 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. ╂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. 〈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. 『. 1850 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. 『. 2000 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. 
• 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.
]ぇょに
• こ. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ わ52, しけしす. 
けすかうつ., ょけき おうさこ., ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, 
ねか-ゃけ, すっこかうちぇ 3た4 こ/おぇさぉけく., こぇさ-
くうお, ゃしっ こけしぇょおう, けつ. せたけあっく. せつ-お. 
『. 440 す.さ. ╁けいきけあっく すけさゅ.
• おけか. しぇょ わ28, くっょぇかっおけ けす ょぇきぉに, 
6 しけす. いっきかう, ょけき てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
こっつぬ. けすけこかっくうっ, さはょけき こさけすっお. 
さっつおぇ, きっしすけ おさぇしうゃけっ, ゃしっ こけしぇょおう, 
すっこかうちぇ. 『. 350 す.さ.
• 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.
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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. ╀╆]╉, 10, こぇく., 1/1, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 650 す.さ.
• こ. ╀╆]╉, 12, こぇく., 1/1, 22,2 き2. 『. 
850 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, 3/5, 31/17/6, ぉぇか. 『. 
700 す.さ.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, くっょけさけゅけ.
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. 『. 1300 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. 『. 1170 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. 『. 1460 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, 
5/5, 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. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 19, 
3/5. 『. 2080 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. 『. 2850 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.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 
そせくょ. + しすさけえきぇす., ぉぇくは, 6 しけす. 
『. 1500 す.さ. 〈けさゅ. ╇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. 『. 360 す.さ.

]╃┿ぃ
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉さ. ╂っ-
さけっゃ, 2╃, 3 ねす., 35 き2, すっかっそけく, うく-
すっさくっす. 『. 350 さ./き2. 〈っか. 8-922-17-
99-230.
╋╄′ぅぃ
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 
(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-
02-030.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 5/5, おうさ-
こうつ, 13 き2, けおくぇ こかぇしすうお. 『. 550 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
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, 8, おうさ-
こうつ, 36/10,2/5, ぉっい ぉぇかおけくぇ, さっきけくす, 
けおくぇ こかぇしすうお, くけゃぇは しぇくすったくうおぇ. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 32/17/6, こかぇしすう-
おけゃにっ しすっおかけこぇおっすに, ゃぇくくぇは – おぇ-
そっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1600 す.さ. 
〈けさゅ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• 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 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 400 
き2, おうさこうつ, 3 ねす., こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ちっくすさぇかぬくぇは おぇくぇかういぇちうは, こけょ つう-
しすけゃせの けすょっかおせ, 27 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 9500 す.さ. 〈っか. 8-902-26-
02-030.
• 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. 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 17 
しけす. しけぉしすゃ., ゅぇい, ねか-ゃけ. 『. 700 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
╂ぇさぇあう 
• せか. ]すさけうすっかっえ, きっあょせ ぇゃすけしすけは-
くけお, 27 き2. 『. 220 す.さ. 〈っか. 8-902-26-
02-030.
• 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.

• 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. 〈けさゅ.
• 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. ╋けくっすくにえ, 3 しけす., かっすく. ょけき, おけ-
かけょっち, かっす. ゃけょ., こけしぇょおう, せつぇしすけお 
せたけあっく. 『. 80 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.

‶[¨╃┿╋
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. ╋けくっすくにえ, 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. 『. 1750 す.さ. 〈っか. 
8-912-20-87-034.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 1950 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 き2, さっきけくす. 『. 
3300 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034. 〈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. 8-912-20-87-034.
• 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. 8-912-20-87-034.
╉けすすっょあう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ぉかけお, けぉかうちけゃおぇ – おうさこうつ, 240 き2, 
ゃしっ おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっか-
おぇ, せつ-お 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 
『. 8600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ゃ おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, 160 き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 『. 
6500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ 
ゃ くけゃけしすさけえおっ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす. 
『. 7500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
〉つぇしすおう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, いっき. せつ-お こけょ 
しすさけうすっかぬしすゃけ あうかけゅけ ょけきぇ, 10 しけす., 
ゃしっ おけききせくうおぇちうう さはょけき. 『. 2100 
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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‶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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨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.
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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

]′╇╋〉
• 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.
╁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, 
こ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, 

しけこさけゃけあょっくうっ ょけおせきっくすけゃ 
こけ ゅぇいうそうおぇちうう けぉなっおすけゃ, 

ねかっおすさうつっしすゃせ, ゃけょけしくぇぉあっくうの, 
おぇくぇかういぇちうう.

╉《』【╅╇[╅
すけさそ, くぇゃけい, 

つっさくけいっき, けこうか, 
とっぉっくぬ, けすしっゃ, 
こっしけお, しおぇかぇ, 

きさぇきけさくぇは おさけておぇ, 
【‶], ゅかうくぇ

8-904-38-78-067

ゃにゃけい きせしけさぇ, 
せしかせゅう しぇきけしゃぇかぇ

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿しそぇかぬすうさけゃぇくうっ 
ょゃけさけゃにた せつぇしすおけゃ 

う こけょなっいょくにた 
こせすっえ

8-922-118-77-87

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿
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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.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]せさうおけゃぇ, 31, 
3/9, 30/12/8,5, かけょあうは. 『. 2300 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.
• 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.
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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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊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

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

〉つぇしすおう
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 16 しけす., ゃっすたうえ ょけきうお, 
こけしすさけえおう. 『. 2400 す.さ.
• 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».

]╃┿╋
• 2-おけきく. おゃ., せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, 
′╀‶, 3/5, つぇしすうつ. きっぉっかぬ, おけきくぇすに 
ゃぇゅけくつうおけき, させししおけえ しっきぬっ. 『. 14 
す.さ. + ねか-ゃけ.
• 2-おけきく. おゃ., せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 20, 
′╀‶, 2/5, ういけかうさ., たけさ. しけしす., つぇ-
しすうつくぇは きっぉっかぬ, ょかうす. しさけお, させし. 
しっきぬっ. 『. 13 す.さ. + ねか-ゃけ.
]′╇╋〉
• 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
• 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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ÏÐÎÄÀÆÀ. ÊÎÌÍÀÒÛ

1/3 Ìèðà, 1 5/5 12,5 íåò 680 000 ð.
êèðïè÷, âîäà â êîìíàòå ïîä 

ñòèð. ìàøèíó
8-950-550-59-78

2/3 Îâîùí. 

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

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

       

Ãàãàðèíà,5 4/5 21/12/5 íåò 1 400 000 ð. ñòåêëîïàêåòû 8-950-550-59-78

Ìîíåòíûé, 

Ëåðìîíòîâà, 22À
3/5 29/17/5 áàëêîí 1 170 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, ðåìîíò, íîâàÿ 

ñàíòåõíèêà
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 2 230 325 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 305 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 62/33/10 ëîäæèÿ 2 176 075 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Èñàêîâà, 22 3/5 48/29/9 ëîäæèÿ 2 200 000 ð.

áàòàðåè è òðóáû ïîìåíÿíû, 

äóø. êàáèíà, 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 68/46/12 ëîäæèÿ 3 800 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, çàìåíåíà 

ñàíòåõíèêà, òðóáû, óñòàíîâëåí 

êîíäèöèîíåð, ñèãíàëèçàöèÿ, 

âèäåîêàìåðà, ä/ã, îñâîáîæä.

8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 644 025 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.

8-912-24-64-155

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå, ñàäîâûå ó÷àñòêè

Âàéíåðà   6,5 2 400 000 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

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

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 
ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÒÎÐÔ.
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÄÐ.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-902-44-37-373
[╄

╉╊
┿╋

┿

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
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