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] ╉┿╉╇╋╇ ╋｠]╊ぅ╋╇ ╁｠ ╁]〈[╄』┿╄〈╄ 
╃╄′を ′╄╆┿╁╇]╇╋¨]〈╇ [¨]]╇╇?

╄ゃゅっくうえ ‶╇]『¨╁, いぇき. ゅかぇゃに ╀╂¨

╃╊ぅ きっくは ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう しけ-
こさはあひく し こっさっしすさけえおけえ う こっさ-

ゃにき しなっいょけき くぇさけょくにた ょっこせすぇすけゃ: きに 
すけゅょぇ こけかせつうかう こっさゃにえ ゅかけすけお しゃけぉけ-
ょに, ぇ くぇ こけゃっしすおっ ょくは こけはゃうかうしぬ ゃけ-
こさけしに, おけすけさにっ ぉにかう ょけ ねすけゅけ こさけしすけ 
いぇこさっとっくに ゃ けぉとっしすゃっ. ╊のょう しきけゅかう 
くっ こさけしすけ ゃにしおぇいにゃぇすぬ しゃけひ きくっくうっ, 
くけ う ゃにたけょうすぬ し くうき くぇ こかけとぇょう. 〈ぇお 
くぇつうくぇかけしぬ さっそけさきうさけゃぇくうっ しけゃっす-
しおけえ うきこっさうう. ‶かけたけ ねすけ うかう たけさけてけ? 
] けょくけえ しすけさけくに, [けししうは しすぇかぇ しかぇぉっっ 
ねおけくけきうつっしおう, ゃ ゃけっくくけき こかぇくっ. ′け 
ねすけ ぉにか けぉなっおすうゃくにえ こさけちっしし: しすさぇくぇ 
くっ きけゅかぇ しせとっしすゃけゃぇすぬ ぉっい ういきっくっくうえ 
ゃ すけき きうさっ, おけすけさにえ ぉにか ゃけおさせゅ くっひ. 

‶けしかっ さぇいゃぇかぇ ]]][ [けししうは けぉなはゃうかぇ け 
しゃけっえ くっいぇゃうしうきけしすう. 〈けゅょぇ ういきっくうかぇしぬ う 
うょっけかけゅうは かのょっえ: きに こけくはかう, つすけ けす くぇし 
すけあっ きくけゅけっ いぇゃうしうす. ′ぇ ねすけえ ゃけかくっ ゅけょに 
しこせしすは う こさけてかぇ おぇきこぇくうは ゃ いぇとうすせ しせゃっ-
さっくうすっすぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ: すにしはつう ゅけさけあぇく 
しおぇいぇかう «′っす!» こさけっおすせ «╀けかぬてけえ 
╄おぇすっさうくぉせさゅ». 2

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁

Е】┱ ょゃぇ-すさう ゅけょぇ くぇいぇょ は ゃにうしおうゃぇか 
せこけきうくぇくうは け «╃くっ くっいぇゃうしうきけしすう» ゃ 
╇くすっさくっすっ, つすけぉに くぇこうしぇすぬ たけすぬ つすけ-

くうぉせょぬ けぉ ねすけき きぇかけういゃっしすくけき こさぇいょくうおっ. 
′ぇき ょぇのす ょけこけかくうすっかぬくにえ ゃにたけょくけえ, くけ 
こけょぇゃかはのとっっ ぉけかぬてうくしすゃけ さぇゃくけょせてくにた 
ゅさぇあょぇく [けししうう くう いぇ つすけ くっ しきけあっす ゃくはす-
くけ けすゃっすうすぬ くぇ ゃけこさけし «┿ つすけ, しけぉしすゃっくくけ, 
こさぇいょくせっき-すけ?» ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう, こけ 
ぉけかぬてけきせ しつひすせ, はゃかはっすしは こさぇいょくうおけき つうくけゃ-
くうおけゃ, «ゅぇかけつおけえ» ゃ けすつひすっ. ′け すけかぬおけ くっ せ 
くぇし. ╁ けすかうつうっ けす ゃしっえ けしすぇかぬくけえ しすさぇくに ぉっさっ-
いけゃつぇくっ きけゅせす すっこっさぬ しつうすぇすぬ 12 うのくは しゃけうき 
かうつくにき こさぇいょくうおけき. ╁っょぬ ゅけょ くぇいぇょ きに ゃこう-
しぇかう しっぉは ゃ うしすけさうの しすさぇくに, おぇお «きはすっあくにえ 
ゅけさけょ», こけしきっゃてうえ しけこさけすうゃかはすぬしは こさうおぇいせ 
しゃっさたせ, ゅけさけょ, うきっのとうえ しけぉしすゃっくくけっ きくっくうっ, 
しけぉしすゃっくくせの ゅけさょけしすぬ, つせゃしすゃけ しぇきけせゃぇあっ-
くうは. ╋に – ゅけさけょ, おけすけさにえ こけ-くぇしすけはとっきせ, ゃ 
しぇきけき ょっかっ, ぇ くっ くぇ しかけゃぇた ╊ぃ╀╇〈 しゃけの さけ-
ょうくせ. ╂けさけょ, おけすけさにえ こけぉっょうか [けししうの!

〈けゅょぇ, ゅけょ くぇいぇょ, こはすぬ すにしはつ ぉっさっ-
いけゃつぇく しけゃっさてうかう こけょゃうゅ, ゃにえょは くぇ 
きうすうくゅ, けさゅぇくういけゃぇくくにえ くぇてっえ ゅぇいっすけえ. 
╁にてかう ゃけこさっおう こぇくうつっしおう こけおけさくにき 
さぇししせあょっくうはき ぉっさっいけゃつぇく-さぇぉけゃ け すけき, 
つすけ, ょっ, くうおすけ くぇし くっ しこさけしうす, ぉけかぬてうっ 
ゅけしこけょぇ しょっかぇのす, おぇお うき たけつっすしは. ╁にて-
かう ゃきっしすっ し ょっすぬきう, いくぇは, つすけ ゃ ねすけ あっ 
しぇきけっ ゃさっきは ゃ ╋けしおゃっ ゃかぇしすう きっすけょうつくけ 
せすけこうかう ゃ おさけゃう せあっ くっしおけかぬおけ きうすうく-
ゅけゃ ゅけさけあぇく, しけぉうさぇゃてうたしは こけ ゅけさぇいょけ 
きっくっっ いくぇつうすっかぬくにき こけゃけょぇき. ╁にてかう 
ゃけこさっおう かあう けぉかぇしすくにた ]╋╇, けぉゃうくはゃ-
てうた くぇし ゃ すけき, つすけ きに こさけしすけ おせつおぇ 
あぇかおうた ぇおすひさけゃ, おせこかっくくぇは ╀さけいけゃしおうき 
ょかは しけいょぇくうは ゃうょうきけしすう ゅさぇあょぇくしおうた 
こさけすっしすけゃ. ╁にてかう ゃけこさっおう しけぉしすゃっく-
くにき ょさせいぬはき う さけょしすゃっくくうおぇき, おけすけさにっ 
こさういにゃぇかう ゃ すけす つせょっしくにえ しけかくっつくにえ 
ょっくぬ こけさぇぉけすぇすぬ くぇ ょぇつっ うかう せあさぇすぬしは 
ゃけょおけえ … ね-ね こさけしすうすっ, おせかぬすせさくけ けす-
ょけたくせすぬ. ╁にてかう ゃけこさっおう しけぉしすゃっくくにき 
しすさぇたぇき う くっせゃっさっくくけしすう. ╁にてかう, つすけぉに 
いぇとうすうすぬ しゃけの さけょうくせ.

′ぇょっのしぬ, ゃ ぉせょせとっき きに しすぇくっき 
けすきっつぇすぬ ねすけす こさぇいょくうお おぇお-すけ こけ-
けしけぉっくくけきせ. ╋くっ けつっくぬ たけすっかけしぬ ぉに, 
つすけぉに きに しょっかぇかう くぇて ょっくぬ くっいぇゃうしう-
きけしすう う せさけおけき うしすうくくけゅけ こぇすさうけすういきぇ 
ょかは しゃけうた ょっすっえ, う せさけおけき しゃけぉけょに う 
ゅさぇあょぇくしおけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう ょかは しっぉは. 
〈っこっさぬ きけかけょにき ぉっさっいけゃつぇくぇき くっ しすにょ-
くけ こっさっょ ゃっすっさぇくぇきう, ゅさせょぬの いぇとうすうゃ-
てうきう しゃけの しすさぇくせ ゃけ ゃさっきは ╁っかうおけえ ¨す-
っつっしすゃっくくけえ ゃけえくに. ╋に すけあっ いぇとうすうかう 
しゃけの いっきかの.

‶さけかうしすぇゃ こさけてかけゅけょくのの こけょてうゃ-
おせ ╀[, こっさっつうすぇゃ しすぇすぬう, こけしゃはとひくくにっ 
こさけっおすせ «╀けかぬてけえ ╄おぇすっさうくぉせさゅ», は 
こけあぇかっか, つすけ うしすけさうは くぇてっゅけ ゅけさけょぇ 
こさけこぇょひす ぉっししかっょくけ. ╇ けつっくぬ いぇたけすっ-
かけしぬ, つすけぉに ょけおせきっくすに すけえ ╇]〈¨[╇-
』╄]╉¨╈ こけさに ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
かっあぇかう ゃ ぇさたうゃっ おぇあょけえ しっきぬう, こっさっ-
つうすにゃぇかうしぬ う つっさっい ょっしはすぬ かっす, ぇ きけ-
あっす ぉにすぬ, う ういせつぇかうしぬ ゃ ておけかっ (ぇ つすけ, 
しおぇあっすっ, しかうておけき ぇきぉうちうけいくけ?). ′ぇ 
ぉせょせとっえ くっょっかっ きに こかぇくうさせっき しょっかぇすぬ 
しこっちゃにこせしお ╀[, しけょっさあぇとうえ すけかぬおけ 
しすぇすぬう くぇてっえ ゅぇいっすに, きぇすっさうぇかに うく-
そけさきぇちうけくくにた ぇゅっくすしすゃ う そけすけゅさぇ-
そうう. ╋ぇすっさうぇかけゃ きくけゅけ, ゅぇいっすぇ こけかせ-
つうすしは けつっくぬ すけかしすけえ, こけねすけきせ ゃさはょ かう 
こけつすぇ しきけあっす ょけしすぇゃうすぬ しこっちゃにこせしお 
こけょこうしつうおぇき. ]おけさっっ ゃしっゅけ, けく ぉせょっす 
こさけょぇゃぇすぬしは うかう さぇいょぇゃぇすぬしは ぉっしこかぇす-
くけ ゃ さっょぇおちうう. ‶けょさけぉくけしすう しけけぉとうき 
けすょっかぬくけ. ╋けあっす ぉにすぬ, っしかう ぉっさっいけゃ-
つぇくっ けょけぉさはす くぇてせ うくうちうぇすうゃせ, きに ゃに-
こせしすうき う おくうゅせ «╇しすけさうは ぉっさひいけゃしおけゅけ 
ぉせくすぇ», ゃ おけすけさせの ゃけえょせす うくすっさゃぬの 
くっこけしさっょしすゃっくくにた せつぇしすくうおけゃ すった こけ-
ぉっょくにた しけぉにすうえ. ′っ けすおぇあっきしは きに う けす 
こけきけとう こけかうすうつっしおうた こぇさすうえ, けぉとっ-
しすゃっくくにた けぉなっょうくっくうえ う きっちっくぇすけゃ, 
おけすけさにっ さってぇすしは ゃにょっかうすぬ くぇき ょっくっあ-
くにっ しさっょしすゃぇ くぇ ういょぇくうっ おくうゅう.

┿ こけおぇ こけいゃけかぬすっ きくっ こけいょさぇゃうすぬ ゃぇし 
し ╃くひき くっいぇゃうしうきけしすう ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ, こけぉかぇゅけょぇさうすぬ ゃぇし いぇ ょけゃっさうっ お 
くぇてっえ ゅぇいっすっ う こけあっかぇすぬ くぇてっえ さけょうくっ 
こさけちゃっすぇくうは. ] ‶けぉっょけえ!!!

12 ИЮНЯ. ДЕНЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!
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¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
′け, しけぉうさぇは きうすうくゅ 12 うのくは 2010 ゅけょぇ せ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう, っひ うくうちう-

ぇすけさに くっ ぉにかう せゃっさっくに, つすけ けく しけしすけうすしは: おぇあょにえ ょっくぬ 〈V こけおぇいにゃぇかけ 
しのあっすに け さぇいゅけくっ ょっきけくしすさぇちうえ ゃ ╋けしおゃっ. ‶けねすけきせ くぇょけ ぉにかけ ゅけすけゃうすぬしは 
お ゃしすさっつっ かうちけき お かうちせ し ¨╋¨′けき. ′け けぉけてかけしぬ ぉっい おさけゃけこさけかうすうは: ぉっさっ-
いけゃつぇくっ こさうてかう ゃ ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう う ゃ っょうくけき こけさにゃっ こけょこうしぇかうしぬ こけょ 
ょけおせきっくすけき ゃ いぇとうすせ くっいぇゃうしうきけしすう ╀╂¨, こさけすうゃ こさうしけっょうくっくうは お ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅせ. 

〈っこっさぬ きに いくぇっき, つすけ きけあっき ゃかうはすぬ くぇ こけかうすうおせ けぉかぇしすくにた ゃかぇしすっえ. 
′ぇき せょぇかけしぬ せぉっょうすぬ, つすけ けぉなっょうくっくうっ ゅけさけょけゃ こけゃかっつひす いぇ しけぉけえ おけかけし-
しぇかぬくにっ いぇすさぇすに, おけすけさにっ きけゅせす う くっ けこさぇゃょぇすぬしは. ]っえつぇし けすくけてっくうは し けぉ-
かぇしすくけえ ゃかぇしすぬの くけさきぇかういけゃぇかうしぬ, しせとっしすゃせっす ょうぇかけゅ, くっょぇゃくけ きに ゃにてかう 
し こぇおっすけき こさっょかけあっくうえ, おけすけさにっ おぇしぇのすしは ゃぇあくっえてうた しすけさけく あういくっょっは-
すっかぬくけしすう けおさせゅぇ. ぁすけ, ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ, けすおぇつおぇ てぇたすくにた ゃけょ, ゃけ-ゃすけさにた, 
せゃっかうつっくうっ きっしす ゃ ╃¨〉, ゃ-すさっすぬうた, さぇししっかっくうっ ぉぇさぇおけゃ う うた しくけし. ╉さけきっ 
すけゅけ, さっつぬ ゃっょひき け さっおけくしすさせおちうう けつうしすくにた しけけさせあっくうえ, おけすけさにっ せあっ いぇ-
たかひぉにゃぇのすしは,  う さぇしてうさっくうう せかうちに ‶さけっいあっえ. ╉けくっつくけ, たけすっかけしぬ ぉに うきっすぬ 
つっすにさひたこけかけしくせの ょけさけゅせ う すさぇきゃぇえくけっ ょゃうあっくうっ, くけ ょかは ねすけゅけ こさうょひすしは 
しくけしうすぬ 80 ょけきけゃ. ¨ょくぇおけ っしかう ょけぉぇゃうすぬ こさけしすけ けょくせ こけかけしせ, すけ こけょ しくけし 
こけえょひす ゃしっゅけ ょっしはすぬ あうかにた けぉなっおすけゃ. 〉あっ くっ すぇお しすさぇてくけ ょかは ぉのょあっすぇ しすけ-
かうちに, ぇ こさけぉけお しすぇくっす きっくぬてっ. ╇ っしすぬ けとせとっくうっ, つすけ ゃけ ゃしった ねすうた ゃけこさけしぇた 
くぇし こけょょっさあうす けぉかぇしすぬ.

┴┤┫┱┿┩ ┯┬┺┤ ┨┱╃ ┱┩┫┤┦┬┵┬┰┲┵┶┬
ぃさうえ ╊せおぇくうく, させおけゃけょうすっかぬ 

ぇくしぇきぉかは くぇさけょくにた うくしすさせきっく-
すけゃ «[せしうつう»:

– ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう は ゃしすさっつぇの 
し ぉかぇゅけょぇさくけしすぬの お こさけてかけきせ う くぇ-
ょっあょけえ くぇ たけさけてっっ ぉせょせとっっ. ╃かは 
くぇし, かのょっえ おせかぬすせさに う うしおせししすゃぇ, けく 
うきっっす ぉけかぬてけっ いくぇつっくうっ. ╁っょぬ ねすけ 
こさぇいょくうお くけゃけえ [けししうう, ゃ おけすけさけえ 
うしおせししすゃけ こけかせつうかけ ゃけいきけあくけしすぬ 
しせとっしすゃけゃぇすぬ う さぇいゃうゃぇすぬしは くっいぇゃう-
しうきけ けす ゅけしせょぇさしすゃぇ. ′け う ゃ こさけてかけき 
こさうしせすしすゃけゃぇかけ きくけゅけ ゅっくうぇかぬくにた 
ょけしすうあっくうえ う きにしかっえ ゃ おせかぬすせさっ う 
うしおせししすゃっ. ¨くう ょゃうゅぇかう くぇし ゃこっさひょ, 
くっしきけすさは くう くぇ つすけ. ぁすけす こさぇいょくうお – 
こけゃけょ けゅかはくせすぬしは ゃ こさけてかけっ う こっさっ-
けしきにしかうすぬ くぇしすけはとっっ.

╁ぇかっくすうくぇ ╂せとうくぇ, こさっょ-
しっょぇすっかぬ ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ 
あっくとうく:

– ╉ぇあょにえ うい くぇし きけあっす くぇえすう 
ゃ ねすけき こさぇいょくうおっ しゃけえ, かうつくにえ 
しきにしか. ╁っょぬ ゃしっ きに けす つっゅけ-くう-
ぉせょぬ いぇゃうしうき: けす ゃさっきっくう, けぉしすけは-
すっかぬしすゃ, きぇすっさうぇかぬくにた せしかけゃうえ う 
す.ょ. ¨す かのぉけえ いぇゃうしうきけしすう つっかけゃっお 
きっつすぇっす ういぉぇゃうすぬしは, つすけぉに あうすぬ, 
さぇいゃうゃぇすぬしは う こけしすせこぇすぬ おぇお っきせ 
たけつっすしは, う ねすけ けつっくぬ たけさけてけ. ′け 
せ しゃけぉけょに くっしおけかぬおけ かうち. ╇くけゅょぇ 
きに, こけかせつうゃ すぇおけっ ぉかぇゅけ, おぇお しゃけ-
ぉけょぇ, くっ いくぇっき, つすけ し くうき ょっかぇすぬ. 
ぁすけ こさけうしたけょうす, ゃ つぇしすくけしすう, おけゅょぇ 
きせあつうくぇ うかう あっくとうくぇ ゃにたけょうす くぇ 
こっくしうの. 』っかけゃっお こけかせつぇっす ゃ しゃけひ 
さぇしこけさはあっくうっ きぇししせ しゃけぉけょくけゅけ 
ゃさっきっくう, くけ すっさはっす おさせゅ けぉとっくうは, 

せゃぇあっくうっ っゅけ おぇお こさけそっししうけくぇかぇ, 
ゃけいきけあくけしすう しぇきけさっぇかういぇちうう. ′ぇて 
]けゃっす しすぇゃうす ちっかぬ こけきけつぬ かのょはき 
しこさぇゃうすぬしは し ねすうき, ゃくけゃぬ くぇえすう 
しっぉは. ‶せしすぬ ゃ ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう 
せ おぇあょけゅけ ぉせょっす しすけかぬおけ しゃけぉけょに, 
しおけかぬおけ っきせ くっけぉたけょうきけ!

╄かっくぇ 〈せきぇくけゃぇ, きぇきぇ ょゃけうた 
ょっすっえ:

– ]さぇいせ ゃけいくうおぇっす ゃけこさけし: くっいぇ-
ゃうしうきけしすぬ けす つっゅけ? ′ぇ くっゅけ くっ くぇ-
たけあせ せょけゃかっすゃけさうすっかぬくけゅけ けすゃっすぇ 
くっ すけかぬおけ は, くけ う きくけゅうっ あうすっかう 
くぇてっえ しすさぇくに.  ぁすけす ょっくぬ, くぇ きけえ 
ゃいゅかはょ, すぇお う くっ しすぇか くぇさけょくにき 
こさぇいょくうおけき. ′っ けとせとぇは いくぇつうきけ-
しすう, かのょう ゃけしこさうくうきぇのす っゅけ こさけしすけ 
おぇお «かうてくうえ» ゃにたけょくけえ. 〈ぇおあっ う は. 
′け くぇ ゅけさけょしおうっ きっさけこさうはすうは, こけ-
しゃはとひくくにっ ねすけきせ ょくの, きに し ょっすぬきう 
したけょうき けぉはいぇすっかぬくけ.

╋ぇさうくぇ ┿さすひきけゃぇ, のさうしす:
– ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう – ねすけ きけ-

かけょけえ こさぇいょくうお, おけすけさにえ けいくぇつぇっす 
しすぇくけゃかっくうっ [けししうう おぇお くけゃけえ しすさぇ-
くに, けしくけゃぇくくけえ くぇ こさうくちうこぇた ょっきけ-
おさぇすうう. ]かけゃけ «ょっきけおさぇすうは» いくぇつうす 
«ゃかぇしすぬ くぇさけょぇ», う こさぇいょくうお, おけすけ-
さにえ っひ しうきゃけかういうさせっす, ょけかあっく ぉにすぬ 
ぉかういけお くぇさけょせ, ょけかあっく けぉなっょうくはすぬ 
くぇし, いぇしすぇゃかはすぬ ゅけさょうすぬしは しゃけっえ 
しすさぇくけえ. ╉ しけあぇかっくうの, こさぇいょくうお 
こけつっきせ-すけ くっ ぉせょうす ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ 
かのょっえ こぇすさうけすうつっしおうた つせゃしすゃ う しすぇ-
くけゃうすしは っとひ けょくうき ぉぇくぇかぬくにき ゃに-
たけょくにき. ぅ, こけあぇかせえ, こさうくぇょかっあせ お 
ねすけきせ こけょぇゃかはのとっきせ ぉけかぬてうくしすゃせ.

‶けょゅけすけゃうかぇ ╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╀╄[╄╆¨╁』┿′╄!
‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋ ╁┿] 

] ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′｠╋ ‶[┿╆╃′╇╉¨╋ – ╃′┱╋ [¨]]╇╇!
╃っくぬ [けししうう ょかは くぇてうた しけけすっつっしすゃっくくうおけゃ, けしけぉっくくけ ょかは すった, ゃ つぬひき 

しっさょちっ ゅけさうす けゅけくぬ こぇすさうけすういきぇ う かのぉけゃぬ お [けょうくっ, ねすけ くっ こさけしすけ おさぇし-
くにえ ょっくぬ おぇかっくょぇさは, ぇ くぇしすけはとっっ すけさあっしすゃけ くぇさけょくけゅけ ょせたぇ.

╋に ゅけさょうきしは くぇてっえ しすさぇくけえ, ゃっさうき ゃ っひ けゅさけきくにっ ゃけいきけあくけしすう う たけ-
すうき ゃうょっすぬ [けししうの しうかぬくにき う こさけちゃっすぇのとうき ゅけしせょぇさしすゃけき. ╃けしすうゅくせすぬ 
ねすけえ ちっかう きけあくけ, すけかぬおけ けぉなっょうくうゃ せしうかうは ゃしった こさけゅさっししうゃくにた けぉとっ-
しすゃっくくにた しうか. 

] こさぇいょくうおけき ゃぇし, いっきかはおう! ╃けぉさにた, しけいうょぇすっかぬくにた ゃぇき ょっか くぇ ぉかぇゅけ 
くぇてっゅけ かのぉうきけゅけ ゅけさけょぇ, ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, ゃしっえ [けししうう! 
‶せしすぬ おぇあょにえ くけゃにえ ょっくぬ ぉせょっす ょかは ゃぇし しつぇしすかうゃにき, さぇょけしすくにき, せおさっ-
こかはっす ゃぇてせ ゃっさせ ゃ しゃっすかけっ いぇゃすさぇ! ╉さっこおけゅけ いょけさけゃぬは う ぉかぇゅけこけかせつうは!

╇.け. ╂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 ╇.╁. ╉ぇさこけゃ
‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

╄.]. ╂けゃけさせたぇ

‶[┿╆╃′╇╉

ТВОЙ ДЕНЬ, НОВОБЕРЁЗОВСКИЙ!
12 ╇ぃ′ぅ あうすっかう ′けゃけぉっさひいけゃしおけゅけ けすきっすはす ╃っくぬ しゃけっゅけ きう-

おさけさぇえけくぇ. 
′けゃけぉっさっいけゃつぇく こけさぇょせっす ぉけかぬてうき おけくちっさすけき くぇ しちっくっ ╃╉ «]けゃさっきっく-

くうお» たけさ «〉さぇかぬしおぇは いけさっくぬおぇ», おけすけさけきせ ゃ ねすけき ゅけょせ うしこけかくはっすしは 40 かっす. 
╁ ねすけす あっ ょっくぬ こかぇくうさせっすしは けすおさにすうっ くけゃけえ ょっすしおけえ こかけとぇょおう けおけかけ かうちっは 
わ3 «┿かぬはくし». ╃かは ょっすっえ こさっょせしきけすさっくぇ おけくちっさすくぇは こさけゅさぇききぇ. ] くけゃけえ 
こかけとぇょおけえ ょかは うゅさ う し ょくひき こけしひかおぇ きぇかにてっえ こけいょさぇゃはす ゃっしひかにっ おかけせくに.

‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
╁けしおさっしっくぬっ, 12 うのくは
¨ぉかぇつくけ, ゃさっきっくぇきう ょけあょぬ, 
ょくひき +12 +14, くけつぬの +7 +9

╁っすっさ しっゃっさくにえ, 2-6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 720 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 13 うのくは
¨ぉかぇつくけ, ゃさっきっくぇきう ょけあょぬ, 

ょくひき  +11 +13, くけつぬの +6+8
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 3-6 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 728 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 14 うのくは

¨ぉかぇつくけ, ょけあょぬ, 
ょくひき +12 +14, くけつぬの +7 +9

╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3-6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

》¨[¨【┿ぅ ′¨╁¨]〈を
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
′ぇ ぉせょせとっえ くっょっかっ くぇおけくっち-すけ くぇつくひす-

しは しくけし ぉぇさぇおぇ くぇ 〈っぇすさぇかぬくけえ, 14: こけしかっ 
こけあぇさぇ けく しすぇか ぉっかぬきけき ゃ ゅかぇいせ ゃしっゅけ ゅけ-
さけょぇ. ′ぇたけょはとぇはしは くぇ ゅけしすっゃけき きぇさてさせ-
すっ う けぉゅけさっゃてぇは ょっさっゃはくくぇは ょゃせたねすぇあおぇ 
こさけういゃけょうす せょさせつぇのとっっ ゃこっつぇすかっくうっ. 
‶けねすけきせ ういゃっしすうっ ょけかあくけ けぉさぇょけゃぇすぬ くっ 
すけかぬおけ こけしすさぇょぇゃてうた – しけぉしすゃっくくうおけゃ 
おゃぇさすうさ, くけ う ゃしった あうすっかっえ ]けゃっすしおけゅけ 
きうおさけさぇえけくぇ. 

[ぇししっかっくうっ ぉぇさぇおけゃ, こっさっしっかっくうっ こけ-
ゅけさっかぬちっゃ – すはあひかにえ おさっしす ょかは ぉのょあっすぇ 
くっぉけかぬてけゅけ ゅけさけょぇ. ‶けねすけきせ ゃけこさけし  さっ-
てぇかしは ょけかゅけ う きせつうすっかぬくけ くっしおけかぬおけ かっす. 
′け ゃしっきせ おけゅょぇ-すけ こさうたけょうす おけくっち. ╉しすぇすう, 
くぇ きっしすっ しくけしぇ くけゃけっ しすさけうすっかぬしすゃけ くっ 
こかぇくうさせっすしは うい-いぇ てぇたすくにた こけょさぇぉけすけお: 
いょっしぬ ぉせょっす さぇいぉうす しおゃっさ, つすけ すけあっ くっこかけ-
たけ, ゃっょぬ きっしす けすょにたぇ せ くぇし くっ すぇお せあ きくけゅけ.

╁しっゅけ こさっょしすけうす かうおゃうょうさけゃぇすぬ 16 ぉぇ-
さぇおけゃ, こさっょけしすぇゃうゃ あうかぬちぇき くけゃにっ おゃぇさ-
すうさに. 〉あっ ういゃっしすっく ぇょさっし ぉせょせとうた くけゃけ-
しっかうえ: せかうちぇ ╅けかけぉけゃぇ, つすけ ゃ 【うかけゃおっ: 
いょっしぬ ぉせょせす ゃけいゃっょっくに っとひ こはすぬ こはすうね-
すぇあっお. ]っゅけょくは ぇょきうくうしすさぇちうは くぇつうくぇっす 
そけさきうさけゃぇくうっ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ こけょ  
しすさけうすっかぬしすゃけ. ╃っくぬゅう くぇ ょけきぇ けあうょぇのすしは 
うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ こけ こさけゅさぇききっ 
かうおゃうょぇちうう ゃっすたけゅけ あうかぬは.

╃¨╊¨╈ 
╀┿[┿╉╇!

¨‶[╄]]¨╁╉╇

┻┶┲┥┿ «┦┲┯┱┤» ┱┩ ┳┴┩┦┴┤┶┬┯┤┵╀ ┦ ┺┷┱┤┰┬ 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
¨¨¨ «]ゃっさょかけゃしおぇは すっこかけしくぇぉあぇのとぇは おけき-

こぇくうは» しけけぉとぇっす, つすけ ぉっさっいけゃつぇくぇき こさうょひすしは 
こっさっあうすぬ けつっさっょくせの ゃけかくせ けこさっししけゃけお. 14 う 15 
うのくは し 00:00 ょけ 06:00 つぇしけゃ こさっょしすけはす ゅうょさぇゃ-
かうつっしおうっ うしこにすぇくうは こけょぇのとうた すさせぉけこさけゃけょけゃ 
きぇゅうしすさぇかぬくにた う さぇいゃけょはとうた すっこかけゃにた しっすっえ し 
こけゃにてっくくにき ょぇゃかっくうっき こけ けぉさぇすくにき すさせぉけこさけ-
ゃけょぇき. 

‶さっおさぇとっくうは ゅけさはつっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは くっ ぉせょっす, けょ-
くぇおけ ょけ くぇつぇかぇ けこさっししけゃけお すっきこっさぇすせさぇ ゅけさはつっえ ゃけょに 

くっしおけかぬおけ こけくういうすしは. ╁かぇょっかぬちぇき しおかぇょしおうた う こけょゃぇかぬ-
くにた こけきっとっくうえ し きぇすっさうぇかぬくにきう ちっくくけしすはきう しかっょせっす 
こさうくはすぬ きっさに, こさっょけすゃさぇとぇのとうっ うた いぇすけこかっくうっ こさう 
ゃけいきけあくにた さぇいさにゃぇた すっこかけすさぇしし, あっかぇすっかぬくけ すぇおあっ くぇ 
ゃさっきは けこさっししけゃけお けさゅぇくういけゃぇすぬ ょっあせさしすゃけ.

╁ しかせつぇっ けぉくぇさせあっくうは せすっつっお くっけぉたけょうきけ いゃけ-
くうすぬ こけ すっかっそけくぇき 331-22-18, 353-72-90. 

‶け ゃしっき ゃけこさけしぇき, おぇしぇのとうきしは けすしせすしすゃうは ゅけさはつっゅけ 
ゃけょけしくぇぉあっくうは, しかっょせっす けぉさぇとぇすぬしは ゃ ゃぇてせ けぉしかせあう-
ゃぇのとせの けさゅぇくういぇちうの.

]〈╇》╇ぅ
′╇╉〈¨ ′╄ ‶¨]〈[┿╃┿╊, 

′¨ ╀〉╃〉】╇╈ 〉[¨╅┿╈ ‶¨╃‶¨[』╄′
╇ゅけさぬ ╁╊┿╃╇╋╇[¨╁, そけすけ ╄かっくに ╅〉╉¨╁¨╈
〈ぇおけゅけ ゃけしぬきけゅけ うのくは あうすっかう ╀っ-

さひいけゃしおけゅけ くっ あょぇかう. ]うくけこすうおう くぇ-
おぇくせくっ しおさけきくけ こさっょせこさっょうかう け ゃけい-
きけあくにた ゅさけいぇた, くけ くぇ ょっかっ ゃ つっすにさっ 
つぇしぇ ょくは させたくせか かうゃっくぬ, いぇしゃっさおぇかう 
きけかくうう, ぇ こけ ゅけさけょせ う, っしすっしすゃっくくけ, 
こけ かのぉうきにき こけしぇょおぇき けゅけさけょくうおけゃ 
てさぇこくっかぬの せょぇさうか ゅさぇょ. ‶けしすさぇょぇ-
かう こかけょけゃにっ ょっさっゃぬは う ゃしっ おせかぬすせさ-
くにっ さぇしすっくうは, ゃにしぇあっくくにっ ぉっさっいけゃ-
つぇくぇきう ゃ けすおさにすにえ ゅさせくす.

╁ けしくけゃくけき, ゅさぇょうくに ぉにかう きっかおうっ 
う おぇお すけかぬおけ こぇょぇかう ゃ すさぇゃせ, しさぇいせ すぇ-
はかう. ′け くっおけすけさにっ ょけしすうゅぇかう 10 きき う 
しけたさぇくうかうしぬ ょけ せすさぇ しかっょせのとっゅけ ょくは. 

¨こにすくにっ しぇょけゃけょに, おすけ おぇお 
きけゅ, せおさにゃぇかう こけょ かうゃくっき こけ-

さけしかぬ, くけ ぉけかぬてうくしすゃけ ゅけさけょ-
しおうた いっきかっょっかぬちっゃ くっ しきけゅかけ 
ょけぉさぇすぬしは ょけ ゅさはょけお. ╀けかっっ すけゅけ, 
つぇしすぬ こけしっゃけゃ, さぇしこけかけあっくくぇは 
くぇ しおかけくぇた う ゃいゅけさぬはた ╀╂¨, ぉにかぇ 
こけつすう くぇつうしすけ しきにすぇ しうかぬくにきう 
こけすけおぇきう ゃけょに. 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

]かっょせのとうえ くけきっさ ╀[ ゃにえょっす ゃ つっすゃっさゅ, 16 うのくは.

В МОНЕТНОМ И КЕДРОВКЕ 

МНОГО КРАЖ
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ 
╁ おけくちっ きぇは せさけあっくっち ╀ぇておうさうう 》ぇえさせかかうく せおさぇか 

ぉっくいけこうかせ うい ゅぇさぇあぇ かっしけいぇゃけょぇ ゃ こけしひかおっ ╋けくっすくけき 
(╆ぇこぇょくぇは こさけきいけくぇ, 16). ╁け ゃさっきは こさけうしてっしすゃうは こけ-
きっとっくうっ ぉにかけ けすおさにすけ, う すぇき くうおけゅけ くっ ぉにかけ. ╁いはゃ 
ぉっくいけこうかせ, ゃけさうておぇ こけこにすぇかしは しおさにすぬしは, くけ しけすさせょ-
くうおう こさっょこさうはすうは っゅけ いぇょっさあぇかう. ╁けいぉせあょっくけ せゅけ-
かけゃくけっ ょっかけ こけ つぇしすう 1 しすぇすぬう 158 〉╉ [《, 》ぇえさせかかうくせ 
«しゃっすうす» しさけお ょけ ょゃせた かっす かうてっくうは しゃけぉけょに. 
***

╁ くぇつぇかっ うのくは ゃ ょっすしおけえ こけかうおかうくうおっ こけしひかおぇ 
╋けくっすくけゅけ こけたうすうかう あっくしおせの しせきけつおせ, ゃ おけすけ-
さけえ かっあぇかう 550 させぉかっえ う ょけおせきっくすに. ╋けかけょぇは 
きぇきぇ いぇてかぇ し さっぉひくおけき くぇ こさうひき お ゃさぇつせ, ぇ しせき-
おせ いぇぉにかぇ ゃ おけさうょけさっ. ╉けゅょぇ しこけたゃぇすうかぇしぬ, っひ 
せあっ くっ ぉにかけ.  

′ぇ しかっょせのとうえ ょっくぬ せおさぇかう おけすけきおせ うい こけきっとっ-
くうは «しおけさけえ» こけきけとう こけかうおかうくうおう わ2. ′ぇ ねすけす さぇい 
ょけぉにつっえ こけたうすうすっかは けおぇいぇかうしぬ こさけょせおすに – ぉぇすけく 
おけかぉぇしに, たかっぉ, つぇえ, しきっすぇくぇ, おけくそっすに, しぇたぇさ, けぉとぇは 
しすけうきけしすぬ おけすけさにた しけしすぇゃかはかぇ こけさはょおぇ すにしはつう させ-
ぉかっえ. 〉つぇしすおけゃにえ ぅおけゃつっくおけ う けこっさせこけかくけきけつっくくにえ 
╄そさっくおうく こさけゃっかう けこっさぇすうゃくけ-さけいにしおくにっ きっさけこさう-

はすうは う せしすぇくけゃうかう, つすけ «けたけすうかぇしぬ» いぇ つせあうき ょけ-
ぉさけき 52-かっすくはは [ぇょぇっゃぇ. 
***

╇い おけかかっおすうゃくけゅけ しぇょぇ «′っゃぇ» ゃ ╉っょさけゃおっ くっうい-
ゃっしすくにっ し つっすにさひた ょぇつくにた せつぇしすおけゃ こけたうすうかう きくけあっ-
しすゃけ たけいはえしすゃっくくにた こさっょきっすけゃ: ぇかのきうくうっゃせの ゃぇくくせ, 
つせゅせくくにえ おけさけぉ う す.ょ. 〉つぇしすおけゃにっ こさっょこけかぇゅぇのす, つすけ 
おさぇあぇ しけゃっさてっくぇ ゅさせここけえ かうち, おけすけさにっ こさうったぇかう ゃ 
しぇょ くけつぬの くぇ ぇゃすけきけぉうかっ, つすけぉに しけぉさぇすぬ きっすぇかかけかけき.

НОЧЬЮ ПЕШЕХОДЫ НЕ ВИДНЫ…
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
′ぇ ぇゃすけょけさけゅっ ╄おぇすっさうくぉせさゅ–[っあ–┿かぇこぇっゃしお くっ-

ういゃっしすくにえ ゃけょうすっかぬ くけつぬの ょっゃはすけゅけ うのくは くぇ しっ-
さっぉさうしすけえ うくけきぇさおっ しぉうか くっういゃっしすくけゅけ こってったけょぇ. 
‶ってったけょ ぉにか ょけしすぇゃかっく ゃ ╀っさひいけゃしおせの 『╂╀ ゃ しけしすけ-
はくうう おけきに. 

╁けょうすっかっき ]せぉぇさせ 《けさっしすっさ けおぇいぇかしは こっくしうけくっさ 
1938 ゅけょぇ さけあょっくうは, おけすけさにえ くぇこさぇゃかはかしは ゃ しぇょ. ‶け 
しかけゃぇき ょっょせておう, こってったけょ ゃくっいぇこくけ けぉさぇいけゃぇかしは くぇ 
こさけっいあっえ つぇしすう, う こさっしすぇさっかにえ ゃけょうすっかぬ くっ せしこっか 
しけさうっくすうさけゃぇすぬしは. ╀さけしうゃ こけしすさぇょぇゃてっゅけ きけかけょけゅけ 
つっかけゃっおぇ くぇ ょけさけゅっ, ゃうくけゃくうお ╃〈‶ こけったぇか ゃ けぉかぇしす-
くけっ ╂┿╇, つすけぉに しけけぉとうすぬ け しかせつうゃてっきしは. 

‶け うすけゅぇき こさけゃっょひくくけゅけ さぇししかっょけゃぇくうは こっくしうけくっ-
さぇ こさういくぇかう ゃうくけゃくにき ゃ すけき, つすけ けく しおさにかしは し きっしすぇ 
╃〈‶ う かうてうかう こさぇゃ くぇ けょうく ゅけょ.
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╊ぃ╃╇ ょけかあくに つせゃしすゃけゃぇすぬ, つすけ けす こぇさすうう っしすぬ すけかお, ょけかあ-

くに こけくうきぇすぬ, つすけ しけ しゃけうきう こさけぉかっきぇきう きけゅせす けぉさぇすうすぬ-
しは ゃ きっしすくにっ けすょっかっくうは こぇさすうう, う くぇえょせす すぇき けすおかうお. ┿ ょかは 
ねすけゅけ «╄ょうくけえ [けししうう» くっけぉたけょうきけ しすぇすぬ ぉけかっっ «いせぉぇしすけえ» う 
しすさけゅけ しこさぇてうゃぇすぬ し ゃかぇしすっえ, っしかう けくう こさうくうきぇのす くっけぉょせきぇく-
くにっ さってっくうは, – すぇおせの いぇょぇつせ こっさっょ しゃっさょかけゃしおうきう っょうくけさけし-
しぇきう こけしすぇゃうか ゅせぉっさくぇすけさ けぉかぇしすう, つかっく ゅっくっさぇかぬくけゅけ しけゃっすぇ 
こぇさすうう «╄ょうくぇは [けししうは» ┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく.

‶っくしうけくっさ うい ′うあくっゅけ 〈ぇゅうかぇ 
╁ぇかっさうえ ぅおせてっゃ こけきけゅ ゅせぉっさくぇすけさせ 
こさけおけくすさけかうさけゃぇすぬ きっしすくせの ゃかぇしすぬ. 

《けすけ ]すぇくうしかぇゃぇ ]ぇゃうくぇ

╄ゃゅっくうえ ╂けゃけさせたぇ, しっおさっすぇさぬ ぉっさひいけゃしおけゅけ けすょっかっくうは «╄ょう-
くけえ [けししうう»:

– ╉けくっつくけ, ]さっょくうえ 〉さぇか, ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ, おさぇえ こさけきにてかっくくにえ, 
くけ きっくは こけさぇょけゃぇかけ, つすけ せ させおけゃけょしすゃぇ けぉかぇしすう う こぇさすうう «╄ょうくぇは [けし-
しうは» っしすぬ こけくうきぇくうっ, つすけ う ぉっい しっかぬしおけゅけ たけいはえしすゃぇ, ぉっい しっかぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおぇは けぉかぇしすぬ しせとっしすゃけゃぇすぬ くっ きけあっす. ╁ たけょっ ょうしおせししうう ゅせぉっさくぇすけさ 
けすゃっすうか くぇ ゃけこさけしに, おけすけさにっ ゃけかくせのす ゃしった あうすっかっえ しひか う きぇかにた ゅけさけ-
ょけゃ: しすさけうすっかぬしすゃけ ょけさけゅ う あうかぬは, ゃけいさけあょっくうっ ぇゅさぇさくけゅけ こさけういゃけょ-
しすゃぇ くぇ しけゃさっきっくくけえ, こさけきにてかっくくけえ けしくけゃっ, せかせつてっくうっ きっょうちうくしおけゅけ 
けぉしかせあうゃぇくうは. ′ぇょっのしぬ, つすけ すっ ゃけこさけしに, おけすけさにっ けぉしせあょぇかうしぬ くぇ おけく-
そっさっくちうう, かはゅせす ゃ けしくけゃせ «′ぇさけょくけえ こさけゅさぇききに», し おけすけさけえ «╄ょうくぇは 
[けししうは» う ¨ぉとっさけししうえしおうえ くぇさけょくにえ そさけくす こけえょせす くぇ ゃにぉけさに.

╁ こはすくうちせ, 3 うのくは, ゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ こさけてかぇ XXII けすつひすくけ-ゃに-
ぉけさくぇは おけくそっさっくちうは しゃっさょかけゃ-
しおけゅけ さっゅうけくぇかぬくけゅけ けすょっかっくうは 
こぇさすうう «╄ょうくぇは [けししうは». ╁こっさ-
ゃにっ きっさけこさうはすうっ ぉにかけ こさけゃっょっくけ 
ゃ くっけぉにつくけき そけさきぇすっ – くっ こさけしすけ 
きくけあっしすゃけ ょけおかぇょけゃ う くっしおけかぬおけ 
ゃにしすせこかっくうえ こけ くうき, ぇ くぇしすけはとぇは 
ょうしおせししうは.

– [ぇししつうすにゃぇっき, つすけ ょうしおせし-
しうは こけいゃけかうす けぉしせょうすぬ くぇてう 
うすけゅう ゃ ぉけかっっ てうさけおけえ ぇせょう-
すけさうう, せしかにてぇすぬ う ゃくっしすう くけ-
ゃにっ こさっょかけあっくうは う うょっう ゃ 
こさけゅさぇききくにっ ょけおせきっくすに さぇい-
ゃうすうは ]さっょくっゅけ 〉さぇかぇ, – けす-
おさにゃぇは おけくそっさっくちうの, いぇはゃうかぇ 
かうょっさ しゃっさょかけゃしおうた っょうくけさけし-
しけゃ, こさっょしっょぇすっかぬ ¨ぉかぇしすくけえ 
╃せきに ╄かっくぇ 』っつせくけゃぇ.

′ぇつぇかけ ょうしおせししうう こけかけあうか 
┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく, ゃにしすせこうゃ し 
すっいうしぇきう け しけちうぇかぬくけ-ねおけくけきう-
つっしおけき さぇいゃうすうう けぉかぇしすう う けつっさ-
すうゃ いぇょぇつう, おけすけさにっ しすけはす こっさっょ 
こぇさすうっえ. ‶けしかっょくうた, お しかけゃせ, ゅせ-
ぉっさくぇすけさ ゃにょっかうか こはすぬ. ╂かぇゃくぇは 
– せきっすぬ さぇぉけすぇすぬ し くぇしっかっくうっき, 
しかにてぇすぬ すっ くせあょに, おけすけさにっ っしすぬ 
せ かのょっえ.

– ╉ぇあょけっ きっしすくけっ けすょっかっくうっ 
こぇさすうう ょけかあくけ たけさけてけ いくぇすぬ 
こさけぉかっきに しゃけうた いっきかはおけゃ う こさっょ-
こさうくうきぇすぬ さっぇかぬくにっ きっさに こけ うた 
さってっくうの. ╂ょっ-すけ くせあっく きけしす, ゅょっ-

すけ くけゃぇは ょけさけゅぇ, ゅょっ-すけ けぉけさせょけ-
ゃぇくうっ ゃ ぉけかぬくうちせ. ┿ ゅょっ-すけ くせあくけ 
こけきけつぬ こけあうかけきせ つっかけゃっおせ こけ-
しすぇゃうすぬ いぇぉけさ, こけつうくうすぬ おけかけくおせ. 
╁しっ ねすう ゃけこさけしに ょけかあくに さってぇすぬ-
しは. ╁ぇあくけ けょくけ: かのょう こけしすけはくくけ 
ょけかあくに ゃうょっすぬ さぇぉけすせ くぇてっえ 
こぇさすうう, っしかう たけすうすっ, おけくおさっすくにえ 
すけかお けす くっひ.

¨く こさういゃぇか っょうくけさけししけゃ くっ 
ぉけはすぬしは いぇとうとぇすぬ うくすっさっしに かの-
ょっえ, ょぇあっ っしかう ょかは ねすけゅけ こさう-
ょひすしは ゃしすせこうすぬ ゃ おけくそさけくすぇちうの 
し きせくうちうこぇかぬくにきう ゃかぇしすはきう, おけ-
すけさにっ こさうくうきぇのす くっけぉょせきぇくくにっ 
さってっくうは.

‶けしにか ╋うてぇさうくぇ こけょょっさあぇかぇ 
╄かっくぇ 』っつせくけゃぇ:

– [せおけゃけょうすっかう きっしすくにた けす-
ょっかっくうえ ょけかあくに しすさけうすぬ しゃけの 
さぇぉけすせ ゃ すっしくけき おけくすぇおすっ し 
きっしすくにきう ゃかぇしすはきう, こさっょこさう-
はすうはきう. ぁすぇ さぇぉけすぇ ょけかあくぇ いぇ-
おかのつぇすぬしは くっ すけかぬおけ ゃ さっぇかう-
いぇちうう しけゃきっしすくにた こさけっおすけゃ, くけ 
う ゃ あひしすおけき おけくすさけかっ いぇ うた うし-
こけかくっくうっき.

‶け しかけゃぇき かうょっさぇ しゃっさょかけゃ-
しおうた っょうくけさけししけゃ, くっ ゃしっ させおけ-
ゃけょうすっかう きっしすくにた けすょっかっくうえ 
さぇぉけすぇのす ゃ ねすけき くぇこさぇゃかっくうう 
ねそそっおすうゃくけ, ぇ こけすけきせ ゃ たけょっ けす-
つひすくけ-ゃにぉけさくけえ おぇきこぇくうう ぉにかけ 
いぇきっくっくけ させおけゃけょしすゃけ こさぇおすうつっ-
しおう ゃ すさっすう きっしすくにた けすょっかっくうえ 
こぇさすうう.

〈っき, おすけ 
こさうてひか くぇ 
うた きっしすけ, 

ぇ すぇおあっ すっき, おすけ けしすぇかしは, ゅせぉっさ-
くぇすけさ こけしけゃっすけゃぇか ゃしこけきくうすぬ け 
すぇおけき きったぇくういきっ, おぇお くぇさけょくにえ 
おけくすさけかぬ. ┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく 
さぇししおぇいぇか, おぇお ゃけ ゃさっきは くっょぇゃ-
くっえ こけっいょおう ゃ ′うあくうえ 〈ぇゅうか っゅけ 
けしすぇくけゃうか こっくしうけくっさ ╁ぇかっさうえ 
ぅおせてっゃ, おけすけさにえ こけあぇかけゃぇかしは, 
つすけ こけさせつっくうっ ゅせぉっさくぇすけさぇ け 
さっきけくすっ ょけさけゅう, おけすけさぇは ゃっょひす ゃ 
しぇょに, ゅょっ ぉけかっっ 3000 すぇゅうかぬつぇく 
しけょっさあぇす せつぇしすおう,  しけゃしっき くっ 
ゃにこけかくはっすしは. ‶さう さぇいぉうさぇすっかぬ-
しすゃっ くぇ きっしすっ ゃにはしくうかけしぬ, つすけ 
ょっくぬゅう くぇ さっきけくす うい けぉかぇしすくけゅけ 
ぉのょあっすぇ – 20 きうかかうけくけゃ させぉかっえ 
– ゃにょっかっくに, くけ さっきけくす すぇお う くっ 
くぇつぇかしは.

– ╁けす すぇおけえ しすさけゅうえ くぇさけょくにえ 
おけくすさけかぬ – ねすけ 100-こさけちっくすくぇは 
ゅぇさぇくすうは すけゅけ, つすけ ねすう ょっくぬゅう ぉせ-
ょせす こけすさぇつっくに し せきけき, う しこさけし いぇ 
くうた ぉせょっす しぇきにえ しすさけゅうえ – けぉとっ-
しすゃっくくにえ, – けすきっすうか ゅせぉっさくぇすけさ.

]さっょう こさけぉかっき, おけすけさにっ すぇお-
あっ けぉしせょうかう っょうくけさけししに くぇ 
おけくそっさっくちうう, – いぇとうすぇ しすぇさ-

てっゅけ こけおけかっくうは, くったゃぇすおぇ きっしす 
ゃ ょっすしおうた しぇょぇた, さけしす ちっく くぇ 
こさけょせおすに, さっきけくす う しすさけうすっかぬ-
しすゃけ ょけさけゅ ゃ しっかぬしおけえ きっしすくけしすう 
う きぇかにた ゅけさけょぇた う きくけゅけっ ょさせ-
ゅけっ. 〈ぇお, ゃ つぇしすくけしすう, ┿かっおしぇくょさ 
╋うてぇさうく こけさせつうか ょっこせすぇすぇき-
っょうくけさけししぇき, ぇ すぇおあっ きうくうしすさせ 
そうくぇくしけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
╉けくしすぇくすうくせ ╉けかすけくのおせ こさう うい-
きっくっくうう ぉのょあっすぇ くぇ ねすけす ゅけょ 
こさっょせしきけすさっすぬ ょけこけかくうすっかぬくせの 
こけきけとぬ ょかは ゃしった しゃっさょかけゃしおうた 
こっくしうけくっさけゃ.

╃うしおせししうは くぇ けすつひすくけ-ゃにぉけさ-
くけえ おけくそっさっくちうう こけかせつうかぇしぬ 
しけょっさあぇすっかぬくけえ う うくすっさっしくけえ. ╁ 
おせかせぇさぇた きくけゅうっ ゅけゃけさうかう け すけき, 
つすけ うょっは, こさっょかけあっくくぇは かうょっ-
さけき «╄ょうくけえ [けししうう» ╁かぇょうきう-
さけき ‶せすうくにき け しけいょぇくうう ¨ぉとっ-
さけししうえしおけゅけ くぇさけょくけゅけ そさけくすぇ, 
こけきけあっす こぇさすうう くぇかぇょうすぬ こけうし-
すうくっ くぇさけょくにえ おけくすさけかぬ. ┿ ゃけい-
きけあくけしすぬ ゃにぉさぇすぬしは けす こぇさすうう 
かのょはき, くっ しけしすけはとうき ゃ «╄ょうくけえ 
[けししうう», こけきけあっす こさうゃかっつぬ ぇお-
すうゃくにた う こさけゅさっししうゃくけ きにしかは-
とうた かのょっえ お しけいょぇくうの «′ぇさけょ-
くけえ こさけゅさぇききに» さぇいゃうすうは [けししうう 
ゃ ちっかけき う ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
ゃ つぇしすくけしすう.

]‶¨[〈╇╁′¨╄ ¨[╇╄′〈╇[¨╁┿′╇╄
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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»
′ぇ しすぇさすっ かっすぇ ゃ ′うあくっき 〈ぇゅうかっ こさけてかう しけさっゃくけゃぇくうは ゃすけさけゅけ う 

すさっすぬっゅけ ねすぇこけゃ おせぉおぇ けぉかぇしすう 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. ¨おけ-
かけ すさひたしけす せつぇしすくうおけゃ う ぉけかっかぬとうおけゃ うい ゃけしぬきう ゅけさけょけゃ しけぉさぇかうしぬ ゃ 
あうゃけこうしくけき きっしすっつおっ – せ こけょくけあうは ╊うしぬっえ ゅけさに, くぇ おさせすにた しおかけくぇた 
おけすけさけえ くぇ しっきう ょうしすぇくちうはた う さぇいゃっさくせかぇしぬ せゃかっおぇすっかぬくぇは ぉけさぬぉぇ ゃ 
しこさうくすっ.

╀っさひいけゃしおうえ こさっょしすぇゃかはかう さっぉはすぇ うい ょっすしおけ-こけょさけしすおけゃけ-
ゅけ ちっくすさぇ «╋っさうょうぇく», う こさっょしすぇゃかはかう せしこってくけ. 〈ぇお, ゃ しぇきけえ 
きかぇょてっえ ゃけいさぇしすくけえ ゅさせここっ きぇかぬつうおけゃ こっさゃせの ょっしはすおせ しこさうくすぇ 
し ゃけしっきぬの おけくすさけかぬくにきう こせくおすぇきう いぇきおくせか ╇ゃぇく 〈せきぇくけゃ, せつぇ-
とうえしは ¨〉 わ2. ]さっょう のくけてっえ 15-16 かっす [せそぇす ╃っきうさけゃ (¨〉 わ1) 
いぇゃけっゃぇか ぉさけくいせ くぇ ょうしすぇくちうう 1,6 おき し 16 おけくすさけかぬくにきう こせくおすぇ-
きう. ┿くょさっの ]っかはくうくせ (¨〉 わ2) くぇ こっさゃにた しゃけうた しけさっゃくけゃぇくうはた 
せょぇかけしぬ いぇくはすぬ しっょぬきけっ きっしすけ しさっょう 13-14-かっすくうた しゃっさしすくうおけゃ 
くぇ おうかけきっすさけゃけえ ょうしすぇくちうう し 12 ╉‶. ╂うきくぇいうしす ╉けくしすぇくすうく ]っかう-
ゃひさしすけゃ くぇ ねすけえ あっ ょうしすぇくちうう ゃいはか しっさっぉさけ. ′ぇおけくっち, こけぉっょうすっ-
かっき くぇ しこさうくすっさしおけえ ょうしすぇくちうう ゃ ょゃぇ おうかけきっすさぇ し 22 おけくすさけかぬ-
くにきう こせくおすぇきう しさっょう のくけてっえ 17-18 かっす しすぇか ┿くぇすけかうえ ╉ぇかょうく, 
しすせょっくす 〉さ《〉.

′ぇ しかっょせのとうえ ょっくぬ ゃ ゅけさくけ-すぇひあくけえ きっしすくけしすう, くぇ しおかけくぇた ゅけさに 
╂けかにえ ╉ぇきっくぬ, こさけたけょうかう つっきこうけくぇす う こっさゃっくしすゃけ けぉかぇしすう くぇ おかぇししう-
つっしおうた ょうしすぇくちうはた ゃ いぇょぇくくけき くぇこさぇゃかっくうう. ¨さゅぇくういぇすけさに こけょゅけすけ-
ゃうかう すさせょくっえてうっ ょうしすぇくちうう, こけねすけきせ くっせょうゃうすっかぬくけ, つすけ けおぇいぇかけしぬ 
きくけゅけ しくはすにた う しけてっょてうた し くうた. ╀っさっいけゃつぇく しうは せつぇしすぬ きうくけゃぇかぇ. 
〉つぇとうっしは ¨〉 わ2 ゃけしぬきうかっすくうえ ]すっこぇく ╄きっかぬはくけゃ, ┿くょさっえ ]っかはくうく, 
ぇ すぇおあっ [せそぇす ╃っきうさけゃ  ゃけてかう ゃ ょっしはすおせ かせつてうた. ╉けくしすぇくすうく ]っかう-
ゃっさしすけゃ ゃくけゃぬ しすぇか ゃすけさにき くぇ ょうしすぇくちうう 2,5 おき し しっきぬの ╉‶ しさっょう 
のくけてっえ 13-14 かっす.

┿╉〈〉┿╊を′¨

┰┷┵┲┴ ┥┷┨┩┶ ┦┲┫┦┴┤┽┖┱ ┦┯┤┨┩┯╀┺┤┰
╇ゅけさぬ ╁╊┿╃╇╋╇[¨╁

ぁ╃〉┿[╃ 〈けこけさうとっゃ: «せあっしすけつぇっき しうしすっきせ しぉけさぇ けこかぇすに いぇ 
ゃにゃけい う せすうかういぇちうの すゃひさょにた ぉにすけゃにた けすたけょけゃ».

╀けかっっ 110 おけくすっえくっさけゃ ょかは 
ゃさっきっくくけゅけ たさぇくっくうは う しぉけさぇ 
けすたけょけゃ さぇいきっしすうか ょかは あうすっかっえ 
つぇしすくけゅけ しっおすけさぇ くぇ すっささうすけさうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ うしこけかくうすっかぬくにえ 
ょうさっおすけさ けょくけえ うい せこさぇゃかはのとうた 
おけきこぇくうえ ぁょせぇさょ 〈けこけさうとっゃ. 
‶さっょこさうくうきぇすっかぬ ゃかけあうか しけぉ-
しすゃっくくにっ しさっょしすゃぇ くぇ ゃけししすぇくけゃ-
かっくうっ う せしすぇくけゃおせ こかけとぇょけお, ゃ 
ういゅけすけゃかっくうっ う けぉしかせあうゃぇくうっ ひき-
おけしすっえ ょかは しぉけさぇ 〈╀¨ う さぇししつうすに-
ゃぇっす こけかせつうすぬ けすょぇつせ けす ょぇくくけえ 
ょっはすっかぬくけしすう. 

′け, こけ きくっくうの しこっちうぇかうしすけゃ, 
すけかぬおけ 70 こさけちっくすけゃ ゅけさけあぇく, 
こけかぬいせのとうたしは おけくすっえくっさぇきう 
つぇしすくけえ けさゅぇくういぇちうう, けこかぇつう-
ゃぇのす せしかせゅう. ¨しすぇかぬくにっ こさっょこけ-
つうすぇのす «こうさぇすしすゃけゃぇすぬ» – ぉっし-
こかぇすくけ しゃぇかうゃぇのす すせょぇ すゃひさょにっ 
けすたけょに あういくっょっはすっかぬくけしすう う 
しすさけうすっかぬくにえ きせしけさ.

『っくぇ ゃけこさけしぇ ょかは あうかぬちぇ, うし-
こけかぬいせのとっゅけ おけくすっえくっさ けさゅぇ-
くういぇちうう, – 28 させぉかっえ 40 おけこっっお. 
╉ぇいぇかけしぬ ぉに, ゃこけかくっ こさうっきかっきぇは 
ょかは ゃしった しけちうぇかぬくにた おぇすっゅけさうえ 
ぉっさっいけゃつぇく. ′け ゃくけゃぬ させししおけっ 
ぇゃけしぬ すけさあっしすゃせっす ゃ しけいくぇくうう 
ぉけかっっ すさっすう そぇおすうつっしおうた こけすさっ-
ぉうすっかっえ せしかせゅう. ‶け ょぇくくにき けさ-
ゅぇくういぇちうう, しっゅけょくは こさっゃにてっくうっ 
くけさきぇすうゃけゃ こけ ゃにゃけいせ きせしけさぇ 
ょけしすうゅぇっす 50 こさけちっくすけゃ. ╆くぇつうす, 
ぉっしおけくすさけかぬくけっ しおかぇょうさけゃぇくうっ 
〈╀¨ くっ すけかぬおけ くっ せきっくぬてぇっすしは, 
くけ う さぇしすひす.

╁ うのくっ こさっょこさうくうきぇすっかぬ さっ-
てうか こけえすう くぇ ぉっしこさっちっょっくすくにっ 
ょっえしすゃうは ょかは くけさきぇかういぇちうう けぉ-
しすぇくけゃおう. ╁ しっさっょうくっ きっしはちぇ 
いかけしすくにっ くっこかぇすっかぬとうおう, ゃすうたせの 

ゃこうたうゃぇのとうっ しゃけう けすたけょに けさゅぇ-
くういぇちうう, こけかせつぇす «こけょぇさけお» こけょ 
ょゃっさう しゃけっゅけ ょけきぇ ゃ ゃうょっ こけかせ-
ゅけょけゃけゅけ けぉなひきぇ «くけさきぇすうゃくけゅけ» 
きせしけさぇ.

– ╋に ゃけいぬきひき くぇ しっぉは ぉっしこかぇす-
くせの ょけしすぇゃおせ 〈╀¨ ょけ ょけきぇ, う くっ 
そぇおす つすけ ぇおおせさぇすくけ ゃにゃぇかうき たけ-
いはうくせ すけ, いぇ つすけ けく こさっょこけつひか 

くっ こかぇすうすぬ, – こけょつひさおうゃぇっす ぁょせ-
ぇさょ 〈けこけさうとっゃ. –  』せあけゅけ くぇき 
くっ くぇょけ. ╉さけきっ すけゅけ, こさうゃかっつひき 
しさっょしすゃぇ きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう 
– ゅぇいっすつうおけゃ う すっかっゃういうけくとうおけゃ, 
つすけぉに ゃしっ せゃうょっかう かのょっえ, あっかぇ-
のとうた しおさけうすぬ くぇ ぉにすけゃにた せしかせ-
ゅぇた.

〈けこけさうとっゃ しつうすぇっす, つすけ ぉけかぬ-
てうくしすゃけ ぉっさっいけゃつぇく, こけおぇ さぇい-
ょせきにゃぇのとうっ くぇょ ゃけこさけしけき 
«こかぇすうすぬ うかう くっす», こさうょひす お こさぇ-
ゃうかぬくけきせ ゃにゃけょせ, くぇぉかのょぇは, おぇお 
くっいぇょぇつかうゃにえ ぉにすけゃけえ «こうさぇす» 
こけかせつぇっす しゃっあうっ ねきけちうう ゃきっしすっ し 
くっしおけかぬおうきう おせぉぇきう けすたけょけゃ. 

‶さっょせしきけすさっゃ ゃけいきけあくけしすぬ けす-
ゃっすくにた ょっえしすゃうえ しけ しすけさけくに けゅけさ-
つひくくにた しけぉしすゃっくくうおけゃ ゃけいゃさぇ-
とひくくにた 〈╀¨, こさっょこさうくうきぇすっかぬ 
ゃにゃっか くぇ ゅけさけょしおうっ う こけしっかおけゃにっ 
きぇさてさせすに くっしおけかぬおけ ぇゃすけねおうこぇ-
あっえ, おけすけさにっ そうおしうさせのす しかせつぇう 
«こうさぇすしすゃぇ», ぇ のさうしすに けさゅぇくういぇ-
ちうう こさけゃっさはのす うた ょけしすけゃっさくけしすぬ, 
こけょゅけすぇゃかうゃぇのす こうしぬきっくくにっ こさっ-
すっくいうう う けすこさぇゃかはのす こけ ぇょさっしぇき 

し すさっぉけゃぇくうっき けこかぇすうすぬ せしかせゅせ う 
いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさに.

– ╄しかう ゅけさけあぇくっ, こけえきぇくくにっ 
くぇきう いぇ させおせ, ぉせょせす せこけさしすゃけゃぇすぬ, 
– こけょつひさおうゃぇっす ぁょせぇさょ 〈けこけさう-
とっゃ, – すけ つっさっい 14 しせすけお ぉせょっき 
うきっすぬ こけかくけっ こさぇゃけ ゃっさくせすぬ つせ-
あけっ ょけぉさけ. ╀けかっっ すけゅけ, きに ゃこけか-
くっ ゅけすけゃに お ゃけいきけあくにき しせょっぉくにき 
さぇいぉうさぇすっかぬしすゃぇき. ╂かぇゃくけっ, つすけ 
ょけかあくに こけくはすぬ ゃしっ あうすっかう: いぇ 
けおぇいぇくくにっ せしかせゅう くぇょけ こかぇすうすぬ. 
〈けゅょぇ ゃ かっしぇた くっ ぉせょっす しゃぇかけお, う 
ゅけさけょ しすぇくっす つうしすにき.

′ぇ そけすけ: «いぇそうおしうさけゃぇくくにっ 
くぇさせてうすっかう».
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¨すゃっすに くぇ しおぇくゃけさょ ゃ しかっょせのとっき くけきっさっ

]〉╀╀¨〈′╇╈ 』┿]
– ┿ おけゅょぇ ゃに こけくはかう, つすけ 

ゃに ╀けゅ?
– ′せ, は きけかうかしは う ゃょさせゅ こけ-

くはか, つすけ ゅけゃけさの しぇき し しけぉけえ!
– ′うつっゅけ は くっ すけかしすぇは! ╋くっ 

]ぇてぇ ゅけゃけさうす, つすけ せ きっくは 
うょっぇかぬくぇは そうゅせさぇ.

– ¨かは, けく きぇすっきぇすうお, ょかは くっゅけ 
うょっぇかぬくぇは そうゅせさぇ — てぇさ.

╀けゅ さってうか くぇゃっしすう こけさは-
ょけお ゃ さけししうえしおけえ きっょうちうくっ. 
]こせしすうかしは くぇ いっきかの ゃさぇつけき 

ゃ こけかうおかうくうおせ. ╁けいかっ おぇぉうくっすぇ 
しすけうす ぉけかぬてぇは けつっさっょぬ. ╁ おぇぉう-
くっす いぇっいあぇっす うくゃぇかうょ くぇ おさっしかっ. 
╀けゅ ゃけいかけあうか くぇ くっゅけ させおう う ゅけ-
ゃけさうす: 

– ╁しすぇくぬ う うょう! 
¨く ゃしすぇひす う ゃにたけょうす. ¨つっさっょぬ ゃ 

おけさうょけさっ うくすっさっしせっすしは: 
– ′せ おぇお くけゃにえ? 
– ╃ぇ おぇお う ゃしっ. ╃ぇあっ ょぇゃかっくうっ 

くっ こけきっさうか.
╅うかおけきしっさゃうし こさっょせこさっあ-

ょぇっす — ょかは すった, おすけ, くぇょっはしぬ 
くぇ おけくっち しゃっすぇ, くっ けこかぇすうか 

おゃうすぇくちうう, 1 うのくは くぇしすせこうす おけ-
くっち ゅぇいぇ, ゃけょに う ねかっおすさうつっしすゃぇ.

– ╉けゅょぇ あっくぇ ぉっさひす そぇきう-
かうの きせあぇ?

– ╁ ょっくぬ しゃぇょぬぉに.
– ┿ おけゅょぇ きせあ ぉっさひす そぇきうかうの 

あっくに?
– ╁ ょっくぬ ぉぇくおさけすしすゃぇ.

‶しうたけかけゅう せすゃっさあょぇのす, つすけ 
ょかは たけさけてっゅけ くぇしすさけっくうは くせあ-

くけ っあっょくっゃくけ けぉくうきぇすぬ ゃけしっきぬ つっ-
かけゃっお. ′せ うかう ょぇすぬ けょくけきせ ゃ きけさょせ.

╁けょうすっかぬ きぇさてさせすおう ゃけし-
しすぇか うい きひさすゃにた こけしかっ すけゅけ, 
おぇお さぇぉけすくうお きけさゅぇ ゅさけきおけ 

たかけこくせか ょゃっさぬの.

– ╇くすっさっしくけ, ぇ けす おけきぇ-
さけゃ きけあくけ ]‶╇╃けき いぇさぇい-

うすぬしは? 
– 〈っぉっ つすけ, あっくとうく きぇかけ?

ぃ╀╇╊╄╇

┶┤┯┤┱┶ ┲┵┶┤┖┶┵╃ ┰┲┯┲┨┿┰
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁, そけすけ ぇゃすけさぇ

╁ ╉¨′『╄ きぇは きせいっえくにっ さぇぉけすくうおう, あうゃけこうしちに, たせょけあくうおう-
さっしすぇゃさぇすけさに ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ しけぉさぇかうしぬ ゃ ぉにゃてっき ╃╉ うきっ-

くう 《. ╃いっさあうくしおけゅけ, ぇ くにくっ いょぇくうう ]ゃっさょかけゃしおけゅけ けぉかぇしすくけゅけ 
おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは くぇ けすおさにすうっ ゃにしすぇゃおう おぇさすうく う こさっょきっすけゃ 
さっしすぇゃさぇちうう しゃけっゅけ しすぇさてっゅけ おけかかっゅう – ぉっさっいけゃつぇくうくぇ ╁うおすけさぇ 
〈けこけさおけゃぇ. ╁にしすぇゃおぇ ぉにかぇ こさうせさけつっくぇ お 70-かっすうの きぇしすっさぇ. 

[ぇょけしすくけ けとせとぇすぬ ゅけさょけしすぬ いぇ くぇて ゅけさけょ, ゃ おけすけさけき ゃにさけしかう すぇおうっ 
けょぇさひくくにっ かのょう, おぇお ╁うおすけさ ′うおけかぇっゃうつ! ]おけかぬおけ こさけくうおくけゃっくくにた, こさう-
いくぇすっかぬくにた しかけゃ お のぉうかはさせ こさけいゃせつぇかけ ゃ ねすけす ょっくぬ ゃ こさけいっ う しすうたぇた! ╁けし-
たうとっくうっ っゅけ たせょけあっしすゃっくくけきせ う つっかけゃっつっしおけきせ  すぇかぇくすせ ゃにさぇいうかう いぇ-
きっしすうすっかぬ きうくうしすさぇ こけ おせかぬすせさっ う すせさういきせ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ¨かっゅ  
╂せぉおうく, ゅっくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ けぉかぇしすくけゅけ おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは ′ぇすぇかぬは 
╁っすさけゃぇ, いぇゃっょせのとぇは さっしすぇゃさぇちうけくくけえ きぇしすっさしおけえ ╋ぇさうくぇ 〈さけこうくぇ,  おけか-
かっゅう, ぇ すぇおあっ ょさせゅ のぉうかはさぇ う すけあっ くぇて いっきかはお – つかっく ]けのいぇ たせょけあくうおけゃ 
[けししうう ╁ぇかっさうえ ╀ぇぉうく, あうゃせとうえ くにくっ ゃ ╋けしおゃっ.

╋くけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ いくぇのす ╁うおすけさぇ 〈けこけさおけゃぇ し きけかけょにた かっす, おけゅょぇ けく 
さぇぉけすぇか たせょけあくうおけき-けそけさきうすっかっき くぇ ╀╆]╉. ¨く う しっえつぇし あうゃひす ゃ ′けゃけ-
ぉっさひいけゃしおけき  こけしひかおっ. ╁ 1979 ゅけょせ けく ゃけいゅかぇゃうか さっしすぇゃさぇちうけくくせの きぇしすっさ-
しおせの けぉかぇしすくけゅけ おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは,  おけすけさせの しけいょぇか こけつすう し くせかは.  
‶け すさせょくけえ ょけさけゅっ すゃけさつっしすゃぇ さはょけき し くうき きくけゅうっ ょっしはすうかっすうは うょひす っとひ 
けょうく いぇきっつぇすっかぬくにえ ぉっさひいけゃしおうえ きぇしすっさ ╁かぇょうきうさ ╅せおけゃ, おけすけさけゅけ くぇて 
のぉうかはさ こさうゃひか ゃ きうさ うしおせししすゃぇ. ]っゅけょくは きけあくけ ゅけゃけさうすぬ けぉ けこさっょっかひく-
くけえ «すけこけさおけゃしおけえ»  ておけかっ さっしすぇゃさぇちうけくくけゅけ きぇしすっさしすゃぇ, おけすけさせの こさけて-
かう きくけゅうっ きけかけょにっ おけかかっゅう のぉうかはさぇ. ‶かっつけき お こかっつせ し きぇしすっさけき すさせょうすしは 
ゃ きぇしすっさしおけえ っゅけ しすぇさてうえ しにく ╁かぇょうしかぇゃ, けおけくつうゃてうえ ゃ 90-た ゅけょぇた  こさけ-
てかけゅけ ゃっおぇ ]ゃっさょかけゃしおけっ たせょけあっしすゃっくくけっ せつうかうとっ うきっくう 【ぇょさぇ. ╇, おけ-
くっつくけ,  しっきっえくにえ せのす, おさっこおうえ すにか う くぇょひあくせの けこけさせ ゃ あういくう たせょけあくうおぇ 
けぉっしこっつうゃぇっす いぇぉけすかうゃぇは あっくぇ ¨かぬゅa ‶っすさけゃくぇ. ╇ けぉ ねすけき すけあっ ゅけゃけさうかう 
くぇ のぉうかっえくけき すけさあっしすゃっ.

′ぇ ゃにしすぇゃおっ ぉにかぇ こさっょしすぇゃかっくぇ かうてぬ きぇかぇは すけかうおぇ さぇぉけす くぇてっゅけ ぇゃすけ-
さぇ. ╇ ゃ すけす ゃっつっさ こけょせきぇかけしぬ: ぇ こけつっきせ ぉに ゅけさけょしおけきせ せこさぇゃかっくうの おせかぬ-
すせさに くっ けさゅぇくういけゃぇすぬ,  おぇお ゅけゃけさうすしは, こけ きっしすせ あうすっかぬしすゃぇ ゅっさけは ぉけかっっ 
こさっょしすぇゃうすっかぬくせの ねおしこけいうちうの っゅけ さぇぉけす. ┿ すけ おぇお-すけ しすさぇくくけ こけかせつぇっすしは: 
ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ きぇしすっさぇ いくぇのす う ちっくはす, ぇ くぇ きぇかけえ さけょうくっ… くっす こさけさけおぇ 
ゃ しゃけひき ¨すっつっしすゃっ?

′ぇ そけすけ: (しかっゃぇ くぇこさぇゃけ) ╁. 〈けこけさおけゃ, ′. ╁っすさけゃぇ, ¨. ╂せぉおうく くぇ けすおさに-
すうう ゃにしすぇゃおう.

┿╉『╇ぅ

〈╁¨[』╄]〈╁¨ – ╁ ‶¨╃┿[¨╉
┿くょさっえ 》┿[｠╀╇′, うしこけかくうすっかぬくにえ ょうさっおすけさ 
ゅけさけょしおけゅけ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけゅけ そけくょぇ «╀かぇゅけ»
╁ くぇつぇかっ うのくは ゅけさけょしおけえ ぉかぇ-

ゅけすゃけさうすっかぬくにえ そけくょ «╀かぇゅけ» う 
『っくすさ ょっすしおけゅけ すゃけさつっしすゃぇ (『╃〈) 
こさけゃっかう しけゃきっしすくせの ぇおちうの – ょっくぬ 
きぇしすっさ-おかぇししけゃ ょかは ゃけしこうすぇくくうおけゃ 
╀っさひいけゃしおけゅけ ょっすしおけゅけ ょけきぇ ゃ こけ-
しひかおっ ╋けくっすくけき う ╀っさひいけゃしおけえ ておけ-
かに-うくすっさくぇすぇ ゃ こけしひかおっ ╊けしうくけき.

[っぉはすぇき ょけ ょゃっくぇょちぇすう かっす ぉにかけ 
こさっょかけあっくけ こはすぬ きぇしすっさ-おかぇししけゃ: 
ういゅけすけゃかっくうっ しせゃっくうさけゃ, ょっおけさ, 
ぉうしっさけこかっすっくうっ, ういけぉさぇいうすっかぬくけっ 
うしおせししすゃけ, ぉぇすうお. ╀けかっっ しすぇさてうた 
『っくすさ ょっすしおけゅけ すゃけさつっしすゃぇ こけさぇょけ-
ゃぇか せさけおぇきう たけさっけゅさぇそうう, ぇおすひさ-

しおけゅけ きぇしすっさしすゃぇ う おぇきくっさっいくけゅけ 
うしおせししすゃぇ.

¨おけかけ こけかせすけさぇ つぇしけゃ こはすぬょっしはす 
さっぉはすうてっお うい こけしひかおけゃ ╋けくっすくけゅけ 
う ╊けしうくけゅけ すゃけさうかう ゃ しゃけひ せょけゃけかぬ-
しすゃうっ. ¨ょくけえ うい ちっかっえ けさゅぇくういぇすけ-
さけゃ ぉにかけ くぇせつうすぬ うた いぇ おけさけすおうえ 
こさけきっあせすけお ゃさっきっくう しきぇしすっさうすぬ 
しゃけう しけぉしすゃっくくにっ こけょっかおう, う ねすぇ 
ちっかぬ ぉにかぇ ょけしすうゅくせすぇ. ‶けしかっ つぇっ-
こうすうは ょけゃけかぬくにっ ょっすう し さぇぉけすぇきう 
しけぉしすゃっくくけゅけ ういゅけすけゃかっくうは さぇいなっ-
たぇかうしぬ こけ せつさっあょっくうはき し くぇょっあょけえ 
くぇ こけゃすけさっくうっ すぇおうた すゃけさつっしおうた 
ゃにっいょけゃ.

┥┷┨┷┽┩┩ ┼┤┹┰┤┶ – ┦ ┰┲┱┩┶┱┲┰
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ ぉかうち-すせさくうさっ こけ てぇたきぇすぇき しさっょう 

ておけかぬくうおけゃ, おけすけさにえ しけしすけはかしは ゃ ]¨╉ «╊うょっさ», くっ ぉにかけ さぇゃ-
くにた ょっすはき うい こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ – けくう いぇくはかう ゃっしぬ こぬっょっしすぇか 
こけつひすぇ. 

‶っさゃけっ  う ゃすけさけっ きっしすぇ いぇくはかう しけけすゃっすしすゃっくくけ ′うおうすぇ ╉ぇいぇ-
くうく う ╃ぇくうか 』っおけさっくおけ うい ておけかに わ32, すさっすぬうき しすぇか ╃きうすさうえ 
╇ゃぇくけゃ うい ╀っさひいけゃしおけえ しこっちうぇかういうさけゃぇくくけえ おけささっおちうけくくけえ 
ておけかに-うくすっさくぇすぇ (こけし. ╋けくっすくにえ). ╁しっ さっぉはすぇ ゃ ねすけき ゅけょせ いぇ-
おけくつうかう すさっすうえ おかぇしし. ′. ╉ぇいぇくうく う ╃. 』っおけさっくおけ せあっ うきっのす 
こけ こはすくぇょちぇすぬ きっょぇかっえ さぇいかうつくけゅけ ょけしすけうくしすゃぇ, いぇゃけひゃぇくくにた 
くぇ てぇたきぇすくにた すせさくうさぇた. ╁しっ けくう いぇくうきぇのすしは てぇたきぇすぇきう せ こっ-
ょぇゅけゅぇ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ]ゃっすかぇくに ╋うたぇえかけゃくに 
‶けかはおけゃけえ.

]‶¨[〈
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デヅギガデドケダ デ ゼゾダヴダケギジダケダザ ゴデドダヅゴギザ
カ┍┑ ┒┅┄ ─┍┊┄┄ 15 ┊┄┑ ┌〞┆〞┃ ┌〞┗┇┋┇ ┒┖┄┌┚┋┇ ─┚┊〞 ━┍┐-

┐┍┆┃〞┌〞 ┃┏┄━┌┞┞ ┏┄┕┄┎┑┒┏〞 "┐┏┄┃┐┑━〞 ┍┑ ━┐┞┉┍┈ └━┍┏┇ 
┎┏┄┃┌〞┆┌〞┖┄┌┌┍│┍", ┌┄┍┃┌┍┉┏〞┑┌┍ ┒┎┍┋┇┌〞━┗┄│┍┐┞ ━ ┎┒-
┑┄━┚└ ┆〞┋┄┑┉〞└ ┎┄┏━┍┎┏┍└┍┃┕┄━, ┍┐━〞┇━〞━┗┇└ ┆┄┋┊┇ ヅ┇-
─┇┏┇. デ┚┐┞┖┄┊┄┑┌┞┞ ├┌┄┏│┇┞ デ┇─┄┑〞, ━┚┏━〞━┗〞┞┐┞ ━┋┄┐┑┄ 
┐ ┋┇│┏〞┕┇┄┈ ┌〞┏┍┃┍━ ┌〞 ┎┏┍┐┑┍┏┚ ヮ┒┏┞┑┇┇ ┇ ヮ〞┈┉〞┊〞 ┇ 
┐┍┄┃┇┌┇━┗〞┞┐┞ ┐ ┎┄┏━┍┆┃〞┌┌┍┈ ┖┇┐┑┍┑┍┈ ┑〞┄┅┌┚└ ┃〞┏┍━, 
━┍┎┊┍┑┇┊〞┐┛ ━ ┒┅┄ ┐┑〞━┗┇┈ ┊┄│┄┌┃〞┏┌┚┋ ─〞┊┛┆〞┋ «ヅ┇-
─┇┏┐┉┇┈». ヅ┄│┍┃┌┞ ━┐┄ ─┍┊┛┗┄ ┊┝┃┄┈ ━┍┆━┏〞┘〞┝┑┐┞ ┉ ┐┑〞-
┏┚┋, ┎┏┍━┄┏┄┌┌┚┋ ━┏┄┋┄┌┄┋ ┐┏┄┃┐┑━〞┋. ダ┍┋┇┋┍ ┃┏┄━┌┇└ 
┑┇─┄┑┐┉┍-─┒┏┞┑┐┉┇└ ┏┄┕┄┎┑┍━ ┉┊┝┖┄━┚┋┇ ┓〞┉┑┍┏〞┋┇ ━┚-
┐┍┉┍┈ ├┓┓┄┉┑┇━┌┍┐┑┇ ─〞┊┛┆〞┋〞 ┞━┊┞┝┑┐┞ ┇┐┎┍┊┛┆┍━〞┌┇┄ 
┖┇┐┑┄┈┗┇└ ┋〞┐┄┊ ┇ 100% ┌〞┑┒┏〞┊┛┌┚└ "┅┇━┚└" ├┉┐┑┏〞┉┑┍━ 
─〞┈┉〞┊┛┐┉┍┈ ┇ ┐┇─┇┏┐┉┍┈ ┉┊〞┃┍━┍┈.

グヴゾヂゾカボガ ゲグ ヅガヂヴビヱ ヅゲヮゲヂゲ 
カ┐┄┋ ┞┐┌┍, ┖┑┍ ヅ┇─┇┏┛ – ├┑┍ ┖┒┑┛ ┊┇ ┌┄ ┎┍┐┊┄┃┌┞┞ ┉┊〞┃┍━〞┞ 

┎┏┇┏┍┃┌┚└ ─┍│〞┑┐┑━ ┌〞┗┄┈ ヂ┍┃┇┌┚. ゼ┄ ┐┊┒┖〞┈┌┍ ━┄┃┛, │┍━┍-
┏┞ «┐┇─┇┏┐┉┍┄ ┆┃┍┏┍━┛┄», ┋┚ ┎┍┃┏〞┆┒┋┄━〞┄┋ ┆┃┍┏┍━┛┄ ┉┏┄┎-
┉┍┄, ┎┍┃〞┏┄┌┌┍┄ ┖┄┊┍━┄┉┒ ┐〞┋┍┈ ┎┏┇┏┍┃┍┈. ゼ┍ ┌┄┒┅┄┊┇ ┌〞-
┐┑┍┞┘┄┄, ┇┃┒┘┄┄ ┇┆┌┒┑┏┇ ┆┃┍┏┍━┛┄ ┎┏┇┐┒┘┄ ┑┍┊┛┉┍ ┅┇┑┄┊┞┋ 
┑〞┈│┇? ザ ┐┖〞┐┑┛┝, ┐┎┍┐┍─ ─┚┑┛ ┎┍-┐┇─┇┏┐┉┇ ┉┏┄┎┉┇┋, ─┍┃┏┚┋, 
┑┏┒┃┍┐┎┍┐┍─┌┚┋ ┄┐┑┛ ┒ ┉〞┅┃┍│┍. ゾ┉〞┆┚━〞┄┑┐┞, ━ ヅ┇─┇┏┇, ─┍-
│〞┑┍┈ ┌┄ ┑┍┊┛┉┍ ┐━┍┄┈ ┓┊┍┏┍┈ ┇ ┓〞┒┌┍┈, ┌┍ ┇ ┐━┄┑┊┚┋┇ │┍┊┍-
━〞┋┇, ┒┅┄ ─┍┊┄┄ 15 ┊┄┑ ┏〞─┍┑〞┝┑ ┌〞┒┖┌┍-┇┐┐┊┄┃┍━〞┑┄┊┛┐┉┇┄ 
┇┌┐┑┇┑┒┑┚, ━┐┞ ┃┄┞┑┄┊┛┌┍┐┑┛ ┉┍┑┍┏┚└ ┌〞┎┏〞━┊┄┌〞 ┌〞 ┍┃┌┍ – 
┇┐┎┍┊┛┆┒┞ ━┍┆┋┍┅┌┍┐┑┇ ┏┍┐┐┇┈┐┉┍┈ ┎┏┇┏┍┃┚, ┎┍┋┍┖┛ ┊┝┃┞┋ 
┐┍└┏〞┌┞┑┛ ┇ ┎┍┎┏〞━┊┞┑┛ ┐〞┋┍┄ ┃┏〞│┍┕┄┌┌┍┄, ┖┑┍ ┒ ┌┇└ ┄┐┑┛ 
– ┆┃┍┏┍━┛┄. ヂ〞─┍┑〞 ┎┍ ━┍┐┐┑〞┌┍━┊┄┌┇┝ ┃┏┄━┌┇└ ─┒┏┞┑┐┉┇└ ┏┄-
┕┄┎┑┒┏ ┎┏┇━┄┊〞 ┉ ┐┍┆┃〞┌┇┝ ヮ〞┊┛┆〞┋〞 «ヅ┇─┇┏┐┉┍│┍» - ┒┃┇━┇-
┑┄┊┛┌〞┞ ━┄┘┛, ┍┌〞 ┃┄┈┐┑━┇┑┄┊┛┌┍ ┃〞┏┇┑ ┅┇┆┌┛ ─┄┆ ─┍┊┇.

カ┐┄ ┉┍┋┎┍┌┄┌┑┚ ヮ〞┊┛┆〞┋〞 «ヅ┇─┇┏┐┉┍│┍» ┌〞┑┒┏〞┊┛┌┚┄, ┇ 
┉〞┅┃┚┈ ┍┑┃┄┊┛┌┍ ━┆┞┑┚┈ ┉┍┋┎┍┌┄┌┑ ┞━┊┞┄┑┐┞ ┒┌┇┉〞┊┛┌┚┋. ゲ┆ 
┖┄│┍ ┅┄ ┐┍┐┑┍┇┑ ┐┇─┇┏┐┉┍┄ ┐┏┄┃┐┑━┍, ┉┍┑┍┏┍┄ ━ ┌〞┏┍┃┄ ┎┏┍-
┆━〞┊┇ ┎┏┍┐┑┍ - «┕┄┊┇┑┄┊┛»? ポ┑┍ ┋┄┃ ┐┇─┇┏┐┉┇┈, ├┉┐┑┏〞┉┑ ┎┏┍-
┎┍┊┇┐〞, ━┍┐┉ ┎┖┄┊┇┌┚┈, ─〞┏┐┒┖┇┈ ┅┇┏, ┋┒┋┇┟, ┋〞┐┊〞: ┉┄┃┏┍-
━┍┄, ┏〞┐┑┍┏┍┎┗┇ ┎┞┑┌┇┐┑┍┈ ┇ ┍─┊┄┎┇└┍━┍┄. ヱ┌〞┊┍│┍━ ヮ〞┊┛┆〞┋┒ 
«ヅ┇─┇┏┐┉┍┋┒» ┌┄┑ ┇ ┆〞┋┄┌┇┑┛ ┄│┍ ┉┍┋┎┍┌┄┌┑┚ ┇┊┇ ┇┆┋┄┌┇┑┛ 
┏┄┕┄┎┑┒┏┒, ─┄┆ ┐┌┇┅┄┌┇┞ ├┓┓┄┉┑┇━┌┍┐┑┇, ┌┄┊┛┆┞! ダ┍┊┄┆┌┍┄ 
┃┄┈┐┑━┇┄ ─〞┊┛┆〞┋〞 ┏〞┆┌┍┍─┏〞┆┌┍ ┇ ┌┄ ┍│┏〞┌┇┖┇━〞┄┑┐┞ ┑┍┊┛┉┍ 
┌〞┏┒┅┌┚┋ ┎┏┇┋┄┌┄┌┇┄┋.

ダ┏┇ ┉〞┉┇└ ┅┄ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞└ ┎┏┇┋┄┌┞┝┑ ─〞┊┛┆〞┋ «ヅ┇─┇┏-
┐┉┇┈»? カ ┌〞┉┍┎┊┄┌┌┍┈ ┎┏〞┉┑┇┉┄ ┄┐┑┛ ━┐┄: ┍┑ ┎┏┍┐┑┒┃┚ ┇ ┃┍ 
┇┌┐┒┊┛┑〞. カ┍┑ ┊┇┗┛ ┌┄─┍┊┛┗〞┞ ┖〞┐┑┛ ┑〞┉┇└ ─┍┊┄┆┌┄┈:

ゎ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞ ┐┄┏┃┄┖┌┍-┐┍┐┒┃┇┐┑┍┈ ┐┇┐┑┄┋┚: │┇┎┄┏┑┍┌┇┞, 
┐┑┄┌┍┉〞┏┃┇┞, ━┄│┄┑┍┐┍┐┒┃┇┐┑〞┞ ┃┇┐┑┍┌┇┞, ┐┄┏┃┄┖┌┚┈ ┎┏┇-
┐┑┒┎, ┎┍┐┑┇┌┐┒┊┛┑┌┍┄ ┐┍┐┑┍┞┌┇┄, ━〞┏┇┉┍┆┌┍┄ ┏〞┐┗┇┏┄┌┇┄ 
━┄┌, ┍┑┟┉ ┌┍│;
ゎ ┎┍┏〞┅┄┌┇┞ ┍┎┍┏┌┍-┃━┇│〞┑┄┊┛┌┍│┍ 〞┎┎〞┏〞┑〞: ┍┐┑┄┍-
└┍┌┃┏┍┆, ┏〞┃┇┉┒┊┇┑, ─┍┊┄┆┌┇ ┐┒┐┑〞━┍━, 〞┏┑┏┇┑, 〞┏┑┏┍┆, 
┋┇┍┆┇┑, ━┚━┇└┇;
ゎ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞ ┅┄┊┒┃┍┖┌┍-┉┇┗┄┖┌┍│┍ ┑┏〞┉┑〞: │〞┐┑┏┇┑┚, 
┉┍┊┇┑┚, ┞┆━┄┌┌〞┞ ─┍┊┄┆┌┛, ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞ ┃━┄┌〞┃┕〞┑┇┎┄┏┐┑-
┌┍┈ ┉┇┗┉┇, ┎┄┖┄┌┇, ┅┄┊┖┌┍│┍ ┎┒┆┚┏┞;
ゎ ┌┄━┏┍┊┍│┇┖┄┐┉┇┄, ┌┄┏━┌┍-┎┐┇└┇┖┄┐┉┇┄ ┏〞┐┐┑┏┍┈┐┑━〞: 
─┍┊┄━┚┄ ┐┇┌┃┏┍┋┚, ┒┑┍┋┊┞┄┋┍┐┑┛, │┍┊┍━┌┚┄ ─┍┊┇, ┐┑┏┄┐-
┐┍━┚┄ ┐┍┐┑┍┞┌┇┞, ┌┄━┏┍┆┚, ┌〞┏┒┗┄┌┇┞ ┐┌〞, └┏┍┌┇┖┄┐┉〞┞ 
┒┐┑〞┊┍┐┑┛;
ゎ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞ ┋┍┖┄━┚┃┄┊┇┑┄┊┛┌┍┈ ┇ ┎┍┊┍━┍┈ ┐┇┐┑┄┋: 
┋┍┖┄- ┇ ┅┄┊┖┄┉〞┋┄┌┌〞┞ ─┍┊┄┆┌┛, ┇┋┎┍┑┄┌┕┇┞, ┓┏┇│┇┃-
┌┍┐┑┛, ┎┏┍┐┑〞┑┇┑, 〞┃┄┌┍┋〞 ┎┏┄┃┐┑〞┑┄┊┛┌┍┈ ┅┄┊┄┆┚, ━┍┐┎〞-
┊┄┌┇┄ ┅┄┌┐┉┇└ ┎┍┊┍━┚└ ┍┏│〞┌┍━, ┌〞┏┒┗┄┌┇┄ ┕┇┉┊〞;
ゎ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞ ジゾヂ-┍┏│〞┌┍━: 〞┌│┇┌〞, └┏┍┌┇┖┄┐┉┇┈ ─┏┍┌-
└┇┑, ┌〞┐┋┍┏┉, ┉〞┗┄┊┛, ─┏┍┌└┇〞┊┛┌〞┞ 〞┐┑┋〞, ┑┒│┍┒└┍┐┑┛, 
〞┊┊┄┏│┇┞;
ゎ ┌〞┏┒┗┄┌┇┄ ┆┏┄┌┇┞ ┇ ─┍┊┄┆┌┇ │┊〞┆: │┊〞┒┉┍┋〞, ┉〞┑〞┏〞┉┑〞 ┇ ┃┏.;
ゎ ┎┏┇┋┄┌┞┝┑ ┎┏┇ ┐〞└〞┏┌┍┋ ┃┇〞─┄┑┄ ┇ ┍┌┉┍┊┍│┇┇.

╇‶ 』っおきっくっゃぇ ╁.┿., ¨╂[′╇‶ 310594413400019, のさ. ぇょさっし: ‶っさきしおうえ おさぇえ, ¨しうくしおうえ さ-く, ゅ. ¨しぇ, せか. ╊っくうくぇ, 47, おゃ. 1. ]ゃうょっすっかぬしすゃけ け ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう わ 77.99.23.3.〉.4671.6.08 けす 5.06.2008 ゅ. ╀┿╃. ′っ はゃかはっすしは かっおぇさしすゃけき. [っおかぇきぇ.

ゲズガ｠デヅ〝 ダヂゾデゲカゾダゾザヱグヱゼゲ〝.
ダガヂガヴ ダヂゲズガゼガゼゲガズ ダヂゾザゾゼヅドジボデゲヂドゴデガヅボ ヅ カヂヱピゾズ.

┒┎┋├┊┎ 17 ┈┞┍┟, ┑ 16 ┄┎ 17 ┗─┑┎│,
┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉,

ガジ "デ┎│┐┅┌┅┍┍┈┊", ┓┋. デ┌┈┐┍┎│─, 1.
ビ┄┌〞 ─〞┊┛┆〞┋〞 «ヅ┇─┇┏┐┉┇┈» – 550 ┏┒─.
ダ┄┌┐┇┍┌┄┏〞┋ ┇ ┇┌━〞┊┇┃〞┋ ┐┉┇┃┉〞 9%!

ヂ┄┉┍┋┄┌┃┒┄┋┚┈ (┎┏┍─┌┚┈) ┉┒┏┐ – 1 ┋┄┐┞┕ (2 ┗┑.)
ダ┏┇ └┏┍┌┇┖┄┐┉┇└ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞└ ┌┄ ┋┄┌┄┄ 2-└ ┉┒┏┐┍━ – (4 ┗┑.)

ヴ┊┞ ┌〞┏┒┅┌┍│┍ ┎┏┇┋┄┌┄┌┇┞ + 1 ┗┑. ┌〞 ┋┄┐┞┕.
ダ┏┇ └┏┍┌┇┖┄┐┉┇└ ┆〞─┍┊┄━〞┌┇┞└ ┌┄ ┋┄┌┄┄ 2-└ ┉┒┏┐┍━ – (4 ┗┑.)

ジ ┍─┌ ┏┐┈┕┎┄┈┒ ┎┗┅┍├ ┌┍┎┃┎ ┏┈┑┅┌, 
│ ┊┎┒┎┐┛┕ ┋┞┄┈ ┈┇ ┐─┇┍┛┕ ┃┎┐┎┄┎│ 
┄┅┋┟┒┑┟ ┑ ┍─┌┈ ┑│┎┈┌┈ ┏┐┎━┋┅┌─┌┈ 
┑┎ ┇┄┎┐┎│├┅┌ ┈ ┏┐┎┑┟┒ ┏┎┌┎┗├ ┈┌. 

ケ┎┒ ┋┈┘├ ┍┅┊┎┒┎┐┛┅ ┈┇ ┍┈┕:
 〞 ┄─│┍┎ ┑┅┐┄┅┗┍┈┊, ┈ ┍┅ ┏┐┅┄┑┒─│┋┟┞ 
┑│┎┅┉ ┆┈┇┍┈ ━┅┇ ┋┅┊─┐┑┒│, ┏┎┑┒┎┟┍┍┎ ┏├┞ 
┒─━┋┅┒┊┈ ┈ ┑┒─│┋┞ ┓┊┎┋┛! ゾ┅ ┌┎┃┓ ┑┏─┒├ ┍─ 
┋┅│┎┌ ━┎┊┓. 

〞┑┍┅┖┎│ ゴ.ヴ., ┃. ヮ┐┕─┍┃┅┋├┑┊
 バ ┌┎┅┃┎ ┑┛┍─ ┏┓┋┅│┎┅ ┐─┍┅┍┈┅ │ ┃┎┋┎│┓. 
ヂ┎┑┋┅┄┑┒│┈┅ ┐─┍┅┍┈┟ - ┍─┐┓┘┅┍┈┅ ┊┎┐┛ 
┃┎┋┎│┍┎┃┎ ┌┎┇┃─, ┍─┐┓┘┅┍─ ┐┅┗├, ┄│┈┆┅┍┈┟. 
グ─┋┓┅┒┑┟ ┍─ ┑┈┋├┍┓┞ ┃┎┋┎│┍┓┞ ━┎┋├ ┈ ┘┓┌ │ 
┓┘─┕, ┓ ┍┅┃┎ ┐─┑┑┒┐┎┉┑┒│┎ ┍┅┐│┍┎┉ ┑┈┑┒┅-
┌┛, ┍─┐┓┘┅┍┈┅ ┊┎┎┐┄┈┍─┖┈┈ ┄│┈┆┅┍┈┉ ┈ ┐┅┗┈ .

ヴ┎┋┎│┊┎ ギ.ゴ., ┃. デ┒─│┐┎┏┎┋├
 ゼ┍┎┃┎ ┋┅┒ ┟ ┑┒┐─┄─┞ ─┄┅┍┎┌┎┉ ┈ ┏┐┎┑┒─-
┒┈┒┎┌, ┈ ┊─┊ ┑┋┅┄┑┒│┈┅ - ┗┓│┑┒│┓┞ ┑┅━┟ ┍┅-
┊┎┌└┎┐┒┍┎ – ┏┎┑┒┎┟┍┍┎ ━┅┃─┞ ┈┙┓ ┒┓─┋┅┒ 
┏┎ ┍┓┆┄┅, ┍┅ ┑┏┋┞ ┏┎ ┍┎┗─┌. 

プ┅┑┒┎┏─┋┎│ ジ.ゾ., ┃. バ└─
 ヂ┎┑┒┎┟┍┍┎ ━┎┋┈┒ ┃┎┋┎│─, ┄─│┋┅┍┈┅. ゼ┓┗─-
┅┒ ┟┇│─ ┆┅┋┓┄┊─. 

カ┎┐┙┅│ ダ.ゾ., ┃. ヅ┎┑┒┎│-┍─-ガ┎┍┓
 ケ ┒┅┗┅┍┈┅ ┃┎┄─ ┟ ┒┅┐┏┋┞ ┑┈┋├┍┅┉┘┓┞ 
━┎┋├ (┎┍┊┎┋┎┃┈┟) ┈ ┒┐─┗┓ ┄┅┍├┃┈ ┍─ ┋┅┊─┐-
┑┒│─.

ゾ┎│┈┊┎│─ ズ.ヮ., ┃.ヂ┅┐┌├
 ゼ┛ ┕┎┒┈┌ ┕┎┒├ ┍┅┌┍┎┃┎ ┏┎┄┋┅┗┈┒├ ┍─┘┓ 
━─━┓┘┊┓, ┊┎┒┎┐┎┉ ┍┛┍┗┅ ━┓┄┅┒ 75 ┋┅┒! ダ┍─ 
┏┎┑┋┅ ┏┅┐┅┍┅┑┅┍┍┎┃┎ ┈┍┑┓┋├┒─ ┄┎┋┃┎┅ │┐┅┌┟ 
┋┅┆┈┒, ┍┅ ┌┎┆┅┒ ┃┎┋┎│┛ ┏┐┈┏┎┄┍┟┒├ ┎┒ 
┏┎┄┓┘┊┈, ━┅┇ ┏┎┑┒┎┐┎┍┍┅┉ ┏┎┌┎┙┈ │┑┒─┒├ 
┍┅ ┌┎┆┅┒. ダ┗┅┍├ ┑┈┋├┍┎ ━┎┋┈┒ ┃┎┋┎│─, ┈ ┍┅┒  
┍┈┊─┊┈┕ ┑┈┋. 

ブ┅┐┍┎│ ガ.〝., ┃. ケ┎┋┆┑┊┈┉
 バ ┌┅┍┟ ┏┎┒┅┐┟ ┑┋┓┕─ (┏┎ ┎┖┅┍┊─┌ ┌┅┄┈-
┊┎│) ┍─ 70%.

ゼ┈┐┎┍┎│ ガ.ゾ., ┃. カ┎┐┎│┈┗┈
 ゼ┛ ┑ ┌┓┆┅┌ ┈┍│─┋┈┄┛ ┍─ ┏┅┍┑┈┈. ケ ┒┅┗┅-
┍┈┅ ┏┎┑┋┅┄┍┈┕ 15 ┋┅┒ ┟ ┃┈┏┅┐┒┎┍┈┊ ┑ ┄─│┋┅-
┍┈┅┌ 240/120, ┏┎┑┒┎┟┍┍┛┅ ┃┎┋┎│┍┛┅ ━┎┋┈, 
┄┎┕┎┄┟┙┈┅ ┄┎ ┐│┎┒┛ ┈ ┌┎┇┃┎│┛┕ ┍─┐┓┘┅┍┈┉. 
バ ┌┓┆─ ┏┎┑┒┎┟┍┍┛┅ ━┎┋┈ ┃┎┋┅┍┅┉ ┎━┅┈┕ ┍┎┃, 
┒┐┎┌━┎└┋┅━┈┒. バ ┄┎┗┅┐┈  ━┐┎┍┕┈─┋├┍─┟ 
─┑┒┌─ ┈ ┐┅┃┓┋┟┐┍┎ ┏┎│┒┎┐┟┞┙┈┅┑┟ ┏┐┈┑┒┓-
┏┛ ┓┄┓┘├┟.

カ┎━┛┋┅│─ ダ.ゾ., ┃. ゾ┅│┈┍┍┎┌┛┑┑┊
 ヂ┎┑┋┅ ┒┐─│┌┛ ┍─ ┐─━┎┒┅ ┑┋┓┗┈┋┑┟ ┓ 
┌┅┍┟ ─┐┒┐┎┇ ┊┎┋┅┍┍┎┃┎ ┑┓┑┒─│─. カ┎┞┑├, ┗┒┎ 
┒┅┏┅┐├ ┒─┊ │┑┞ ┆┈┇┍├ ━┓┄┓ – ┕┐┎┌┎┉, ┇┋┎┉ ┈ 
┑ ┏┎┑┒┎┟┍┍┛┌┈ ━┎┋┟┌┈. 

〝┐┗┈┘┈┍ ヮ.ヮ,. ┃. カ┅┋┃┎┐┎┄
 〞 │┑┞ ┆┈┇┍├ ┐─━┎┒─┋ │ ┊┎┋┕┎┇┅ ┍─ ┒┐─┊-

┒┎┐┅. ゴ ┏┎┝┒┎┌┓ ┓ ┌┅┍┟ ━┎┋┈┒ │┑┅. ヂ├┞ 
┒─━┋┅┒┊┈, ┍┎ ┐┅┇┓┋├┒─┒─ ┍┅┒. カ┅┑┏┎┊┎┟┒ 
┏┓┏┊┎│─┟ ┃┐┛┆─, ┃┎┋┎│┍┛┅ ━┎┋┈. バ┕┓┄┘┈┋┎┑├ 
┇┐┅┍┈┅, ┑┎│┑┅┌ ┈┇┌┓┗┈┋ ┕┎┍┄┐┎┇. 

ゾ─┇─┐┅┍┊┎ ゴ.ヂ., ヅ┎┑┑┎┘├
 ゼ┅┍┟ ━┅┑┏┎┊┎┈┒ ┃┅┌┎┐┐┎┉  ┏┎┑┋┅ ┐┎┆┄┅-
┍┈┟ ┐┅━┅┍┊─, ┎┊┎┋┎ 12 ┋┅┒. グ┈┒├ ┍┅ ┌┎┃┓ 
━┅┇ ┑│┅┗┅┉. ダ┍ ┍┅ ┊┐┎│┈┒, ┍┎ ┅┑┒├ ┇┓┄ ┈ 
┑┈┋├┍─┟ ━┎┋├.

ゲ┎┒┎│─ ケ.ヂ., ┃. ジ┓┄┛┌┊─┐
 バ ┌┅┍┟ ┃┋─┓┊┎┌─, ┟ │┈┆┓ ┒┎┋├┊┎ ┗┅┐┍┛┅ 
┑┈┋┓┝┒┛. ジ┐┎┌┅ ┝┒┎┃┎ ┌┅┍┟ ┄─│┍┎ ━┅┑┏┎-
┊┎┈┒ ┆┅┋┓┄┎┊ (┃─┑┒┐┎┄┓┎┄┅┍┈┒), ┒─┊┆┅ 
┏┅┗┅┍├ (3 ┃┎┄─ ┊┈┑┒─), ┏┎┑┒┎┟┍┍─┟ ┓┒┐┅┍┍┟┟ 
┈┇┆┎┃─.

ゾ┈┊┈┒┈┍─ ダ.ゼ., ┃. ジ┈┐┎│
 〞 ━┎┋┅┞ ┑─┕─┐┍┛┌ ┄┈─━┅┒┎┌, ┌┍┅ 69 
┋┅┒, ┓┐┎│┅┍├ ┑─┕─┐─ ━┛┋ 9,2. バ ┆┅┍┛ ┓┇┋┎│┎┉  
┇┎━ (┙┈┒┎│┈┄┍┎┉ ┆┅┋┅┇┛).

デ┋┅┏┈┕┈┍ ゴ.ケ., ┃. デ─┍┊┒-ヂ┅┒┅┐━┓┐┃
 ゼ┍┅ 61 ┃┎┄. バ ┌┅┍┟ ┑┋┓┗┈┋┎┑├ ━┎┋├┘┎┅ 
┃┎┐┅ ┈ ┎┒┐─┇┈┋┎┑├ ┝┒┎ ┍─ ┌┎┅┌ ┇┄┎┐┎│├┅, 
┄┈─┃┍┎┇ - ─┒┅┐┎┑┊┋┅┐┎┇ ┖┅┐┅━┐─┋├┍┛┕ ┑┎┑┓-
┄┎│ ┃┎┋┎│┍┎┃┎ ┌┎┇┃─. バ┏┎┒┐┅━┋┟┞ ┋┅┊─┐┑┒│─ 
┎┒ ┑┊┋┅┐┎┇─, ┏├┞ ┃┎┐┌┎┍─┋├┍┛┅ ┏┐┅┏─┐─┒┛, 
┌┓┗─┞┒ ┃┎┋┎│┍┛┅ ━┎┋┈.

ジ─┘┈┍─ ヮ.デ., ┃. ジ┐─┑┍┎┄─┐
 ダ┗┅┍├ ━┎┋┈┒ ┏┎┄┆┅┋┓┄┎┗┍─┟ ┆┅┋┅┇─, ┏┅-
┗┅┍├, ┑┅┐┄┖┅. ケ ┌─┐┒┅ ┓┏─┋─, ┑┋┎┌─┋─ ┐┅━┐┎.

カ┎┐┎┄┈┍─ ゾ.ゾ., ┃. カ┅┋┃┎┐┎┄
 バ ┌┅┍┟ ┊─┌┍┈ │ ┏┎┗┊─┕, ┄─┍┍┛┉ ┄┈─┃┍┎┇ 
┑┒┎┈┒ ┓ ┌┅┍┟ 12(!) ┋┅┒. ゾ┓, ─ │┎-│┒┎┐┛┕, 
━┅┑┏┎┊┎┟┒ ┃┋─┇─, ┟ ┗┈┒─┞ │ ┎┗┊─┕ +4.

ゾ─┇─┐┎│ ヅ.ゴ., ┃. デ─┐─┒┎│
 ゾ─┄┎┅┋┈ ┏┎┑┒┎┟┍┍┛┅  ┃┎┋┎│┍┛┅ ━┎┋┈.

ガ├┟┊┎┍┎│─ ギ.ゴ., ┃. ケ┎┋┆┑┊┈┉

ゴ ┌┛ │┑┅┌ ┈┌ ┎┒│┅┗─┅┌: 
«ゲ┄┎┐┎│├┅ ┄┎┑┒┈┆┈┌┎, ┈ ┊─┆┄┛┉ ┈┌┅┅┒ 
┏┐─│┎ ┍─ ┇┄┎┐┎│├┅!»
カ─┋├┇─┌ «デ┈━┈┐┑┊┈┉» - ┑┐┅┄┑┒│┎, ┎ ┊┎┒┎-
┐┎┌ ┑┋─┃─┋┈┑├ ┋┅┃┅┍┄┛, ┊┎┒┎┐┛┉ ┄─┠┒ 
┏─┖┈┅┍┒─┌ ┝┍┅┐┃┈┞ ┆┈┇┍┈. ジ┑┒─┒┈, 
━─┋├┇─┌ ┌┎┆┅┒ ┍┅ ┒┎┋├┊┎ ┈┇━─│┈┒├, ┍┎ 
┈ ┓━┅┐┅┗├ ┎┒ ┌┍┎┃┈┕ ━┎┋┅┇┍┅┉. ド─┊, ┎┍ 
┑┍┈┌─┅┒ ┑┒┐┅┑┑┛, ┏┎│┛┘─┅┒ ┈┌┌┓┍┈-
┒┅┒, ┐─━┎┒┎┑┏┎┑┎━┍┎┑┒├, “┈┇┃┎┍┟┅┒” 
━┅┑┑┎┍┍┈┖┓. ヂ┎┝┒┎┌┓ ┅┃┎ ┐┅┊┎┌┅┍┄┓┞┒ ┈ 
┇┄┎┐┎│┛┌ ┋┞┄┟┌.

々※●◎°″＆° ┽ ★○☆￥°¢° 仝°＊〒£°＠° 《“％′％○●＆％＃》┸ 
° ◎°＆¢＄ ＆☆§●◇＊〒◎°■％↑ ★☆ ＄℃☆ ★○％＠＄§＄§％← ●☆●◎☆％◎●↑┺
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╁っすおかうくうおぇ «[┿′┿[┿» (╀╋╃╉). 
╁しっ ゃうょに せしかせゅ. 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶けさけしはすぇ, ゅせしう. 8-904-98-73-636.

[╄╉╊┿╋┿

‶つっかに, しっきぬう-けすゃけょおう. 4-29-

13, 8-922-16-82-218.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

╉けきくぇすせ ゃ おけすすっょあっ. 8-922-13-16-048.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇしぇき. 
8-961-76-64-031.

[╄╉╊┿╋┿

〈けさゅけゃけ-けそうしくけっ こけきっとっくうっ, 
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", せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

¨そうし, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 450 さ./き2. 
8-904-98-75-030, 8-922-20-14-335.

[╄╉╊┿╋┿

‶さけういゃ.-しおかぇょしおうっ こけきっとっ-
くうは: すっこかけっ, 450 き2, + おさぇく-ぉぇかおぇ 
160 き2, 140 き2. 8-902-87-04-530.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
╉ゃぇさすうさせ. 8-902-50-03-550.

[╄╉╊┿╋┿

[せししおぇは しっきぬは しくうきっす ょけき, 
おゃぇさすうさせ. 8-965-54-50-277.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
╃けき ゃ ょけかゅけゃさっきっくくせの さぇししさけつ-
おせ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに. 8-908-
90-20-939.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
1-おけきく. おゃ., せか. ╀させしくうちにくぇ, 2. 『. 
1650 す.さ. 8-912-29-64-607.

[╄╉╊┿╋┿

1-おけきく. おゃ., さ-く ぃゅけ-╆ぇこぇょくにえ ゅ. 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 5/5, 28 き2. 『. 1900 
す.さ. うかう きっくはの くぇ 3-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ し ょけこかぇすけえ. 8-906-81-
39-565.

[╄╉╊┿╋┿

1-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 
6, 30,6/18/6, 4/4, おうさこうつ, ぉぇかおけく いぇ-
しすっおかっく, くけゃぇは しぇくすったくうおぇ, おけしきっ-
すうつっしおうえ さっきけくす. 『. 1450 す.さ. 〈けさゅ. 
]けぉしすゃっくくうお. 8-912-24-93-173.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., 3/5, せか. 【うかけゃしおぇは, 18. 
8-912-27-86-681.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, 5/9, 
45/29/6, おけきくぇすに ういけかうさ., ぉぇかおけく, 
ぉっい さっきけくすぇ. 『. 1700 す.さ. ]さけつくけ! 
8-908-90-31-708.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., せか. ┿くせつうくぇ, 7. 『. 1660 
す.さ. 8-908-90-46-116.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿お. 
【ゃぇさちぇ, 12, 4/10, 48 き2. 『. 2900 す.さ. 
8-912-23-55-597.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., 1/5, おうさこ., "たさせと.", 
おけきくぇすに ういけかうさ., 40,6/25,6/6, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 52. 『. 1550 す.さ. 
8-922-17-86-518.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., せか. ╉けしにた, 8, 1/5. 『. 
1900 す.さ. 8-902-87-63-199.

[╄╉╊┿╋┿

3-おけきく. おゃ., せか. ]すさけうすっかっえ, 6, 2 
ねすぇあ, 70 き2, しけゃさっきっくくぇは けすょっかおぇ, 
きっぉっかぬ, ょういぇえく, ょせて. おぇぉうくぇ し こぇさけ-
ゅっくっさぇすけさけき, しすっおかけこぇおっすに. ]さけつくけ. 
『. 2700 す.さ., そけすけ っしすぬ くぇ しぇえすっ E 1. 
8-912-28-56-018, ╊のょきうかぇ.

[╄╉╊┿╋┿

╃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. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-81-406.
[╄╉╊┿╋┿

]ぇょけゃにえ せつ-お, こ. 【うかけゃおぇ, 8-922-
02-64-934.

[╄╉╊┿╋┿

]ぇょ, さ-く 【うかけゃおぇ, 4 しけす., 2-ねす. ょけき, 
ぉぇくは, ねか-ゃけ, かっすく. ゃけょけこさけゃけょ, 2 すっ-
こかうちに. 『. 600 す.さ. 8-912-65-98-107.

[╄╉╊┿╋┿

[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. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

[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.

[╄╉╊┿╋┿

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. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

]させぉに: 3た2,7; 3た3; 4た3; 5た3; 6た6. 
╃さけゃぇ. 8-953-38-94-611.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
》けくょぇ ‶ぇさすくっさ, せくうゃっさしぇか, 
2001 ゅ.ゃ. うかう ╃ねせ ╋ぇすうい, 2007 
ゅ.ゃ. 8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

╋うちせぉうしう こぇょあっさけ ょあせくうけさ, 
1997 ゅ.ゃ. ]さけつくけ. 8-912-66-59-978.

[╄╉╊┿╋┿

′うししぇく こぇすさけか, 2006 ゅ.ゃ., すせさ-
ぉけょういっかぬ, 3 か, 160 か/し, しけしす. けすか., 
こさけぉっゅ 125 すにし./おき, おけあ. しぇかけく, 
ゃっぉぇしすけ すせさぉけすぇえきっさ, くぇゃうゅぇすけさ, 
DVD, MP3. 『. 1100 す.さ. 8-912-23-
55-597, 8-922-22-14-668.

[╄╉╊┿╋┿

╁┿╆-2107, くぇ たけょせ, くぇ いぇこつぇしすう, 
10 す.さ. 8-965-53-16-423.

[╄╉╊┿╋┿

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
┿ゃすけておけかぇ "[けししう" こさけういゃけ-
ょうす くぇぉけさ こけ こけょゅけすけゃおっ ゃけょうすっ-
かっえ おぇす. "╁", しすけうきけしすぬ けぉせつっくうは 
19 す.さ., ゃ せょけぉくけっ ょかは ゃぇし ゃさっきは. 
[ぇししさけつおぇ. 〉か. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, 
4┿. 269-33-33, 8-950-65-69-913.

[╄╉╊┿╋┿

ÀÐÅÍÄÓÞ
╂┿╆っかぬ ういけすっさき, ゃ ぇさっくょせ し こさぇ-
ゃけき ゃにおせこぇ. ′っ しすぇさてっ 2006 ゅ.ゃ. 
8-908-90-96-207.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
¨╉┿. 8-922-16-43-329.

[╄╉╊┿╋┿

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, ゅけさぉにかぬ, ぉっさっいぇ. ╃ってっゃけ. 
8-912-22-63-145.

[╄╉╊┿╋┿

╃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. ‶うかけきぇすっさうぇか, ゃぇ-
ゅけくおぇ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

]させぉに ょけきけゃ, ぉぇくぬ, ょぇつくにた 
ょけきうおけゃ かのぉにた さぇいきっさけゃ. ╉けき-
こかっおすぇちうは う きけくすぇあ こけょ おかのつ. 
8-912-69-07-181.

[╄╉╊┿╋┿

¨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, いっきかは, とっぉっくぬ, けすしっゃ, 
ょさけゃぇ おけかけすにっ, ゃにゃけい きせしけさぇ. 
8-950-64-56-883.

[╄╉╊┿╋┿

‶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.

[╄╉╊┿╋┿

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, ╁¨-
[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. ╇いゅけすけゃかっくうっ う 
きけくすぇあ. 8-904-38-95-420, 8-952-72-
83-868.

[╄╉╊┿╋┿

╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. ╇い-
ゅけすけゃかっくうっ う きけくすぇあ. 8-912-69-
99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を-
╉╇, ╊╄]〈′╇『｠. ╇いゅけすけゃかっ-
くうっ う きけくすぇあ. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

╉けかぬちぇ, おさにておう おけかけょちっゃ, 
ょくうとっ, かのお. ╃けしすぇゃおぇ. 8-909-
00-92-305.

[╄╉╊┿╋┿

╄きおけしすう, 1 き3 ゃ きっすぇかかうつ. けぉさっ-
てっすおっ (っゃさけおせぉ). 『. 6 す.さ. – てす. 
8-904-38-32-525.

[╄╉╊┿╋┿

2-た せさけゃく. しぇきけおぇす "╀ぇさぉう" 
(╉けさっは) う ゃっかけしうこっょ (ぅこけくうは), 
ょかは ょっゃ. 3-8 かっす, ぉ/せ. 8-922-16-
63-123.

[╄╉╊┿╋┿

╉けきこぬのすっさくにえ しすけか, 2-た せさ., せい-
おうえ. 8-922-16-63-123.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-11, 
′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

╊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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-909-00-92-305.
[╄╉╊┿╋┿

┿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». ╆っき. 
さぇぉけすに. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお JSB. 
8-909-00-92-305.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう′っょゃうあうきけしすぬ

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

〈さぇくしこけさす[ぇいくけっ

Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåë. 8-800-3001-076 (ñ äîìàøíåãî)

]おぇかぇ, とっぉっくぬ, けすしっゃ けす こさけ-
ういゃけょうすっかは. 8-950-19-30-210, 
8-922-20-59-385.

[╄╉╊┿╋┿

〈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.

[╄╉╊┿╋┿

¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに, ょういぇえく, 
こかうすおぇ, ねかっおすさうおぇ, しぇくすったくうおぇ. 
8-902-87-74-780. ╃きうすさうえ.

[╄╉╊┿╋┿

╇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.

[╄╉╊┿╋┿

╀さうゅぇょぇ おぇきっくとうおけゃ, こかう-
すけつくうおけゃ, てすせおぇすせさけゃ, しゃぇさ-
とうおけゃ, ねかっおすさうおけゃ, しぇくすった-
くうおけゃ う ょさせゅうた しこっちうぇかうしすけゃ 

あょせす さぇぉけすせ. ]ょっかぇっき おさけゃかの かの-
ぉけえ しかけあくけしすう. ╋に ゃぇき こけしすさけうき 
ょけき こけょ おかのつ. 8-912-23-55-597, 
8-922-22-14-608.

[╄╉╊┿╋┿

‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.
[╄╉╊┿╋┿

[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.

[╄╉╊┿╋┿

¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに (おゃぇさすう-
さに, おけすすっょあう, ょけきぇ こけょ おかのつ). 
[せししおうっ. 8-922-29-79-625.

[╄╉╊┿╋┿

╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-73-72-014.
[╄╉╊┿╋┿

¨すょっかおぇ おゃぇさすうさ, おけすすっょあっえ, 
ねかっおすさうおぇ, しぇくすったくうおぇ, こさけっお-
すうさけゃぇくうっ. 8-902-25-43-377.

[╄╉╊┿╋┿

〉しかせゅう

╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ, 4 き, さっそさ. 8-904-17-04-986.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-ぉせょおぇ. 8-961-77-40-587.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-そっさきっさ, 3 き, ゅけさけょ-きっあゅけ-
さけょ. 8-904-17-60-658.

[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-そっさきっさ, 3 き. 8-902-87-16-314.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-904-38-88-183.

[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう

【おけかぇ さぇいゃうすうは けす 3 かっす. 
8-950-65-65-476.

[╄╉╊┿╋┿

╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.
[╄╉╊┿╋┿

╄しかう ゃぇき くっ し おっき けしすぇゃうすぬ 
さっぉっくおぇ けす 1 ょけ 8 かっす, いゃけくう-
すっ. 〉しかけゃうは ょかは ぉっいけこぇしくけしすう, 
けすょにたぇ う さぇいゃうすうは うきっのすしは. 
8-922-16-63-123.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

]うぉうさしおけっ いょけさけゃぬっ, さけいくうちぇ, 
けこす, おけくしせかぬすぇちうう, ぉういくっし. 8-912-
28-56-094, biora999@gmail.com.

[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

┴╉]〉〈』 ‒〉[〉╈′[ぉ〈′‶〉╆
〈╄ ╈〉]【. ┷『』╄〈〉╆‶╄ 》╉╋′〈ぇ

┥╉╋ ╆ぇ‒〉╈〈ぇ‒. ┵‶′╈‶′
8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

どñß　 Ü¢ Öñö, í ½▲ Öñ çñëó½. ゑ ÑÜüñ Ü Öíï ö▲ ÖíçïñÇÑí. 
ご ßÜ¿á ïçÜ0 Üö öÜú äÜöñëó Öñ £í¿ñôóöá Öí½ Öó¡ÜÇÑí.

ÐÀÇÍÎÅ 
‶[¨╃┿╋

╃うゃぇく, 2 おさっしかぇ, ぉにゃてうっ ゃ 
せこけすさっぉかっくうう, くっょけさけゅけ, しぇきけ-
ゃにゃけい, すっか. 4-44-38.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

〉しすさけえしすゃけ きけつっこさうっきくけっ ょかは 
きせあつうく «〉[¨『╄╊», こさうきっくはっすしは 
こさう かのぉにた そけさきぇた くっょっさあぇくうは 
きけつう, うきこけさす, ょってっゃけ. 8-902-25-
89-788.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

┿╊¨ぁ 4-た かっす, ょかは かっつっくうは. 
8-902-25-54-454.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

]ぇあっくちに: ゅけかせぉけえ っかう, おかっくぇ, 
かうこに, しかうゃに う ょさ. 3-18-07, 8-904-98-
65-291.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

2 こぇさに あっく. いうきくうた しぇこけゅ くぇ 
すぇくおっすおっ, しけしす. けすか., 38-39 さ., 1000 
させぉ. けぉっ こぇさに. 8-919-37-63-292.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

╊っつっぉくけっ さぇしすっくうっ «╆けかけすけえ せし» 
かのぉけゅけ さぇいきっさぇ. ╃ってっゃけ. 8-950-19-
63-686, 4-87-26.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

[ってっすおせ くぇ かけょあうの, ぉ/せ, 1,5 た 6 き, H 
– 1500 きき, L – 6100 きき, ょっおけさぇすうゃくぇは, 
15 す.さ. 8-912-66-99-909.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

』┿]〈′｠╄ ╀╄]‶╊┿〈′｠╄ ¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ
╉くうゅう おかぇししうおぇ 7, 8, 9, 10 おか., 
おけゃっさ 2,7た4,8 き – ╋けくゅけかうは, 3た2 き 
– 〈せさちうは, しすさけえきぇすっさうぇかに – かぇゅう, 
ょゃっさう, しすっおかけ. 8-952-13-54-180.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

‶けこせゅぇう: おけさっかかに – 2500 させぉ., 
さけいっかかぇ こうくぇくす – 7000 させぉ. 
(おさぇしくぇは 6000 させぉ.), ゃけかくうしすにっ – 
700 させぉ., こっゃつうっ こけこせゅぇう (こぇさぇ) 
– 7000 させぉ. 8-961-57-33-355.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

]っくけ ゃ すのおぇた, させかけくぇた. ]さけつくけ. 
╃ってっゃけ. 8-908-63-71-262.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
]′╇╋〉

]ゃけえ ょけき うかう しぇょけゃにえ せつぇしすけお 
くぇ ょかうす.しさけお. 8-905-80-20-881.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÄÅÒÑÊÎÅ
‶[¨╃┿╋

╉けかはしおぇ いうきぇ-かっすけ (かのかぬおぇ う 
こさけゅせかおぇ), ちゃっす いっかっくにえ, おけかっしぇ 
さっいうくぇ, しけしすけはくうっ たけさけてっっ. 『. 5 
す.さ. 8-922-15-64-690.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

がñöó, çÖÜ¡ó

4 ó0Ö　 óïäÜ¿Öó¿ï　 ÇÜÑ, ¡í¡ Öñö ï Öí½ó 
¿0ßó½Üú ½í½▲ ó ßíßÜü¡ó 

éë¡ÜçÜú 
ù¿óó ゎëóÇÜëáñçÖ▲.

ぢëÜïó½ çïäÜ½Öóöá ó äÜ½　ÖÜöá.
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╁ぇおぇくしうう
╁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.

[ぇいくけさぇぉけつうっ. 8-902-87-99-331.

╉かぇょけゃとうお (きせあ.), い/こ 20 す.さ. 
8-912-23-34-526.

]すけさけあ. 8-912-22-63-145.

╁けしこうすぇすっかぬ ゃ きうくう-しぇょうお. 
8-922-15-09-135.

[ぇぉけつうっ くぇ おかぇょぉうとっ. 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.

[╄╉╊┿╋┿

╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

′ぇぉけさとうおう くぇ ぇこすっつくにえ しおかぇょ, 
き/あ, 20-40 かっす, ぉっい ゃ/こ, くけつくにっ 
しきっくに, こはすうょくっゃおぇ し 20-00, けこかぇ-
すぇ しょっかぬくぇは けす 20000 させぉ. ╃けしすぇゃ-
おぇ, さぇえけく 〉╆‶], せか. ╉けかぬちっゃぇは, 13 
(けしす. ╋. ╂けさぬおけゅけ). 215-89-16.

¨¨¨ "》ぇさけく" すさっぉせのすしは: ゃけょう-
すっかぬ, しすけさけあ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

‶けきけとくうお ゃけしこうすぇすっかは, しぇく. 
おくうあおぇ. 8-902-27-45-093.

′ぇ ょっさっゃけけぉさ. こさ-ゃけ しすけかはさに, あっ-
かぇすっかぬくけ し けこにすけき. 8-912-24-32-980.

¨たさぇくくうおう くぇ ぇゃすけしすけはくおせ. 8-908-
63-04-935 (し 9-00 ょけ 18-00).

 

[ぇしこうかけゃとうお くぇ そけさきぇすくけ-さぇし-
おさけっつくにえ しすぇくけお. 8-919-37-53-820.

╁けょうすっかう おぇす. "╄". 8-904-54-93-348.

[ぇぉけつうっ くぇ しぉけさおせ しっえそ-ょゃっさっえ う 
きけくすぇあくうおう くぇ せしすぇくけゃおせ ょゃっさっえ. 
8 (343) 213-94-62.

╁けょうすっかぬ し か/ぇ ゃ ゅさせいけゃけえ ぇゃすけしっさ-
ゃうし. (343) 344-18-18.

╁けょうすっかぬ ぇゃすけこけゅさせいつうおぇ, せょけ-
しすけゃっさっくうっ, い/こ けす 15 す.さ. 8-905-80-
79-294.

〈けおぇさぬ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 8-908-
92-62-475.

‶かうすけつくうおう, けすょっかけつくうおう, 
てすせおぇすせさに-きぇかはさに. 8-902-

25-43-377.

╇とっき ういゅけすけゃうすっかっえ つせ-
つっか せすけお ょかは けたけすに (すった-
くけかけゅうは ういゅけすけゃかっくうは っしすぬ). 
8-950-19-81-018.

‶さけょぇゃっち ゃ けすょっか ぇせょうけ, ゃう-
ょっけ. 8-950-63-15-641.

]すけかはさ-しすぇくけつくうお ゃ ちった きはゅおけえ 
きっぉっかう. 8-912-24-77-646.

〈さっぉせのすしは ゃけょうすっかう し か/ぇ, おぇす. 
"╁", "]", "╄", くぇ さぇぉけすせ ゃ しゃけぉけょ-
くけっ ゃさっきは しせすけお. 8-953-38-88-829.

╂╉ "《かぇゅきぇく" 
‶[╇╂╊┿【┿╄〈 
′┿ [┿╀¨〈〉:

ズ こさけょぇゃちけゃ-おぇししうさけゃ
ズ ゅさせいつうおぇ 
(くぇ ちっくすさぇかぬくにえ しおかぇょ)

こさっょけしすぇゃかはっすしは 
けぉとっあうすうっ

8-912-24-83-669
[╄╉╊┿╋┿

┶》╉╅【╉』『ょ
ゃ[╉‶』》′‶
ズ ゅさせここぇ ょけこせしおぇ くっ くうあっ 4
ズ いくぇくうっ しうしすっき ゃけょけしくぇぉ-

あっくうは う ゃけょけけすゃっょっくうは, 
すっこかけしくぇぉあっくうは

ズ くぇかうつうっ かっゅおけゃけゅけ 
ぇゃすけきけぉうかは
ズ ぉっい ゃさっょくにた こさうゃにつっお

8-912-61-08-015

8-905-80-17-481

ケ┏┒┆┍━┍┋┒ 〞━┑┍┐┄┏━┇┐┒ ┄━┏┍┎┄┈┐┉┇└ ┋〞┏┍┉ 
〞/┋ ┌〞 ┎┍┐┑┍┞┌┌┒┝ ┏〞─┍┑┒ ┑┏┄─┒┝┑┐┞:
ズ ぇゃすけしかっしぇさぬ 
ズ きけすけさうしす 
ズ ぇゅさっゅぇすつうお

ズ こくっゃきぇすうお
ズ しゃぇさとうお
ズ すけおぇさぬ

ズ きっくっょあっさ けすょっかぇ いぇこつぇしすっえ

┒┅┋. 344-18-18 [╄
╉╊

┿╋
┿

╆┿¨ "〉╉ "╂けさ]ゃっす"
〈さっぉせっすしは くぇ 

こけしすけはくくせの さぇぉけすせ
ほしかさてちけさ つ し/あ 

く/た たちけ つそいかつかおそうあせけけ
4-51-28

[╄╉╊┿╋┿

Òðåáóþòñÿ:
ýëåêòðèê
øëèôîâùèê ïî äåðåâó 
(æåíùèíà)

óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 
(æåíùèíà)

ãðóç÷èê â öåõ 
(îò 17 ëåò)

ñáîðùèê ìÿãêîé ìåáåëè

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

4-91-93 

Во вновь открываемый 
магазин 

самообслуживания 
требуются 

продавцы-кассиры 

4-84-85, 
8-912-24-83-669

‶ ┿ ╋ ぅ 〈 ′ ╇ ╉ ╇
けゅさぇょおう, ゃっくおう, おけさいうくに, ちゃっすに う ょさせゅけっ

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 3
(しけ しすけさけくに たさぇきぇ)

すっか. 8-922-22-11-056
[╄╉╊┿╋┿

┨ ┲ ┵ ┶ ┤ ┦ ┮ ┤
┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, 
┧┯┬┱┤, ┨┴┩┵┦┤, ┶┲┴┸, ┱┤┦┲┫, 
┷┧┲┯╀, ┤┵┸┤┯╀┶, ┲┳┬┯, ┼┳┵.

┵ ┤ ┰ ┲ ┵ ┦ ┤ ┯ ┿  ┨ ┲  2 0  ┶
┶ ┩ ┴ ┰ ┲ ┥ ┷ ┨ ┮ ┬  4 - 1 0  ┶

8-902-25-73-049

[╄
╉╊

┿╋
┿

┦ ┿ ┦ ┲ ┫  ┰ ┷ ┵ ┲ ┴ ┤

╇いゅけすけゃうき う せしすぇくけゃうき
╉¨╁┿′｠╄ ╇╆╃╄╊╇ぅ:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ かっしすくうちに, こっさうかぇ 
{ いぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848
www.berblizko.ru

[╄
╉╊

┿╋
┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, 
┵┮┤┯┤, 

┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┨┴┲┦┤

8-902-87-07-883
[╄╉╊┿╋┿

ÎÎÎ “Õàðîí”
ゑñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï ëóöÜí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ:

• とÜÖïÜ¿áöíîóó  äÜ  ÜëÇíÖó£íîóó  äÜêÜëÜÖ
• ゑñïá  ¡Ü½ä¿ñ¡ï  Üï¿ÜÇ,  ÖñÜßêÜÑó½▲ê  Ñ¿　  äÜÇëñßñÖó　
• ぢñëñçÜ£¡í  äÜ¡ÜúÖ▲ê  -  ゐぎでぢずんどぞだ.  とづばゎずだでばどだぶぞだ
• ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ äí½　öÖó¡Üç

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел. 4-28-86, 8-922-15-12-760[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

╆┿¨ "〉╉ "╂けさ]ゃっす"
〈さっぉせっすしは くぇ 

こけしすけはくくせの さぇぉけすせ
うそおけてかしへ 

Öí とんぜんげ-ïí½Üïçí¿ 
く/た たちけ つそいかつかおそうあせけけ

4-51-28
[╄╉╊┿╋┿

╃かは さぇぉけすに くぇ くけゃけき さにぉけこっさっさぇぉぇすにゃぇのとっき いぇゃけょっ 
ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ すさっぉせっすしは 

おかぇょけゃとうお. 
╃けしすけえくぇは いぇさこかぇすぇ (さぇいきっさ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう), しけちこぇおっす. 

〈さっぉけゃぇくうは お おぇくょうょぇすせ: 
けこにす さぇぉけすに, おゃぇかうそうちうさけゃぇくくけしすぬ, けすしせすしすゃうっ ゃさっょくにた こさうゃにつっお. 

╉けくすぇおすに: 4-58-48, 8-902-87-04-526.

╇╆╁╄】╄′╇╄ ¨ ‶[¨╁╄╃╄′╇╇ ]¨╀[┿′╇ぅ ¨ ]¨╂╊┿]¨╁┿′╇╇ 
╋╄]〈¨‶¨╊¨╅╄′╇ぅ ╂[┿′╇『｠ ╆╄╋╄╊を′¨╂¨ 〉』┿]〈╉┿

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ "¨┿╆╇]", 623701, ]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, 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109, oazisber@yandex.ru, すっか. 8 (34369) 4-56-29, ¨╂[′ 
1026600667840

ゃ けすくけてっくうう 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 くけきっさけき 66:35:0219008:97,
さぇしこけかけあっくくけゅけ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, おけかかっおすうゃくにえ しぇょ わ79 "╀っさっいおぇ", せつぇしすけお わ100 

ゃにこけかくはのすしは おぇょぇしすさけゃにっ さぇぉけすに 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.
╆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 ‶けこけゃ ╁ぇかっさうえ ぃさぬっゃうつ, こさけあうゃぇのとうえ こけ 

ぇょさっしせ: ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╃けくぉぇししおぇは, 4/414, すっかっそけく 8-902-25-67-737.
]けぉさぇくうっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにた かうち こけ こけゃけょせ 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 ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 

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, けそうし 109,  11 うのかは 2011 ゅ. ゃ 11 つぇしけゃ 30 
きうくせす.

] 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 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, けそうし 109.

╁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 け こさけゃっょっくうう 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 いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 11 うのくは 2011 ゅ. こけ 11 
うのかは 2011 ゅ. 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, けそうし 109.

]きっあくにっ いっきっかぬくにっ せつぇしすおう, し こさぇゃけけぉかぇょぇすっかはきう おけすけさにた すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ 
きっしすけこけかけあっくうっ ゅさぇくうちに: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, おけかかっおうゃくにえ しぇょ わ 79 "╀っさっいおぇ", せつぇしすけお 
わ101, おぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ: 66:35:0219008:98, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, おけかかっおすうゃくにえ しぇょ 
わ79 "╀っさっいおぇ", こさっょしっょぇすっかぬ しぇょぇ, ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨.

‶さう こさけゃっょっくうう 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 こさう しっぉっ くっけぉたけょうきけ うきっすぬ 
ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはのとうえ かうつくけしすぬ, ぇ すぇおあっ ょけおせきっくすに け こさぇゃぇた くぇ いっきっかぬくにえ せつぇしすけお.

[╄╉╊┿╋┿

╃けかあくうお – けすおさにすけっ ぇおちうけくっさくけっ けぉとっしすゃけ ╀っさっいけゃしおうえ けこにす-
くにえ いぇゃけょ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» (¨╂[′ 1026600667565, ╇′′ 6604001569, 
ぇょさっし: 623700, ]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, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけ-
くぇ, 16; こさういくぇくけ ぉぇくおさけすけき さってっくうっき ┿さぉうすさぇあくけゅけ しせょぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう けす 19.02.10 ゅ. こけ ょっかせ わ ┿60-21554/09-]11).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ – おけくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけち-
ゃっすきっす» ╉けつおぇさひゃ ╇かぬは ┿くょさっっゃうつ (╇′′ 665401259597, こけつすけゃにえ ぇょさっし: 
620000, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, こけつすぇきす, ぇ/は 685; すっか.: (343) 389-82-35, 343-02-
42; ay_kia@mail.ru), はゃかはのとうえしは つかっくけき ′‶ «¨┿〉 «┿ゃぇくゅぇさょ» (105062, ゅ. 
╋けしおゃぇ, せか. ╋ぇおぇさっくおけ, ょ. 5, しすさ. 1, けそ. 3).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ういゃっとぇっす け こさけゃっょっくうう 25.07.11 ゅけょぇ ゃ 9 つぇし. 
00 きうく. (ゃさっきは きけしおけゃしおけっ) けすおさにすにた すけさゅけゃ (こけ かけすせ わ 4) う こけゃすけさ-
くにた けすおさにすにた すけさゅけゃ (こけ かけすぇき わ 1, 2, 3) ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ し けすおさにすけえ 
そけさきけえ こさっょしすぇゃかっくうは こさっょかけあっくうえ け ちっくっ ゃ ねかっおすさけくくけえ そけさきっ (ょぇかっっ 
– すけさゅう).

‶さっょきっす すけさゅけゃ: うきせとっしすゃけ ょけかあくうおぇ, ゃにしすぇゃかはっきけっ くぇ すけさゅう ゃ しけ-
しすぇゃっ しかっょせのとうた かけすけゃ (ょぇかっっ すぇおあっ – ╇きせとっしすゃけ):

¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå
Íà÷àëüíàÿ öåíà               

ñ ÍÄÑ, ðóá.

1
Âåêñåëü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ» 

(íà ñóììó 300 000 ðóá.)
99 817,20

2
Âåêñåëü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ» 

(íà ñóììó 500 000 ðóá.)
166 362,30

3
Âåêñåëü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ» 

(íà ñóììó 500 000 ðóá.)
166 362,30

4

Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïëîùàäü 75 039 ì2; 

ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,

ã. Áåðåçîâñêèé, Çàïàäíàÿ Ïðîìçîíà, 16; êàä. íîìåð 

66:35:01 03 002:0033; ñðîê àðåíäû – äî 23.12.2053 ãîäà

607 496

【ぇゅ ぇせおちうけくぇ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ – 5% けす くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう 
かけすぇ.

[ぇいきっさ いぇょぇすおぇ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ – 20% けす くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけ-
ょぇあう かけすぇ.

╆ぇょぇすけお ょけかあっく ぉにすぬ こっさっつうしかっく くぇ けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇすおっ う 
こけしすせこうすぬ くぇ さ/し ょけかあくうおぇ わ 40702810100060001800 ゃ ╀ぇくお «′╄╈╁┿» 
¨¨¨, お/し わ 30101810800000000774, ╀╇╉ 046515774 くっ こけいょくっっ きけきっくすぇ 
けおけくつぇくうは しさけおぇ こさうっきぇ いぇはゃけお.

‶さうっき いぇはゃけお けしせとっしすゃかはっすしは し 00 つぇし. 00 きうく. (ゃさっきは きけしおけゃ-
しおけっ) 14.06.11 ゅ. こけ 24 つぇし. 00 きうく. (ゃさっきは きけしおけゃしおけっ) 18.07.11 
ゅ. くぇ ねかっおすさけくくけえ すけさゅけゃけえ こかけとぇょおっ ¨┿¨ «『っくすさ さぇいゃうすうは ねおけくけきうおう» 
(ょぇかっっ – けこっさぇすけさ ねかっおすさけくくけえ こかけとぇょおう), さぇいきっとっくくけえ ゃ しっすう «╇くすっさ-
くっす» こけ ぇょさっしせ: http://www.b2b-center.ru (ょぇかっっ – ねかっおすさけくくぇは こかけとぇょおぇ) 
ゃ しけけすゃっすしすゃうう し [っゅかぇきっくすけき こさけゃっょっくうは けすおさにすにた すけさゅけゃ ゃ ねかっおすさけくくけえ 
そけさきっ こさう こさけょぇあっ うきせとっしすゃぇ (こさっょこさうはすうは) ょけかあくうおけゃ ゃ たけょっ こさけちっ-
ょせさ, こさうきっくはっきにた ゃ ょっかっ け ぉぇくおさけすしすゃっ (ょぇかっっ – [っゅかぇきっくす).

╃かは せつぇしすうは ゃ すけさゅぇた くっけぉたけょうきけ こさけえすう こさけちっょせさせ さっゅうしすさぇちうう くぇ 
ねかっおすさけくくけえ こかけとぇょおっ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し さぇいょっかけき II ‶さうかけあっくうは わ 1 
お ‶さうおぇいせ ╋うくねおけくけきさぇいゃうすうは [けししうう けす 15.02.2010 ゅけょぇ わ 54 う [っゅかぇ-
きっくすけき, ぇ すぇおあっ こさっょしすぇゃうすぬ いぇはゃおせ けこっさぇすけさせ ねかっおすさけくくけえ こかけとぇょおう ゃ 
ねかっおすさけくくけえ そけさきっ し こさうかけあっくうっき ょけおせきっくすけゃ こけ こっさっつくの ゃ しけけすゃっす-
しすゃうう し こ. 11 しす. 110 《╆ «¨ くっしけしすけはすっかぬくけしすう (ぉぇくおさけすしすゃっ)» わ 127-《╆ 
けす 26.10.02 ゅ. う こ. 4.3 さぇいょっかぇ IV ‶さうかけあっくうは わ 1 お ‶さうおぇいせ ╋うくねおけくけき-
さぇいゃうすうは [けししうう けす 15.02.2010 ゅけょぇ わ 54. 

[っゅうしすさぇちうは こけしすせこうゃてうた いぇはゃけお 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 ‶さう-
おぇいけき ╋うくねおけくけきさぇいゃうすうは [けししうう けす 15.02.2010 ゅけょぇ わ 54 う [っゅかぇきっくすけき.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ゃ すっつっくうっ 5 ょくっえ し きけきっくすぇ けおけくつぇくうは しさけおぇ こさっょ-
しすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こさけゃっさはっす しけけすゃっすしすゃうっ いぇはゃおう う 
こさうかけあっくくにた お くっえ ょけおせきっくすけゃ せしすぇくけゃかっくくにき すさっぉけゃぇくうはき, ぇ すぇおあっ 
せこかぇすせ いぇょぇすおぇ, こけ さっいせかぬすぇすぇき つっゅけ こさうくうきぇっす さってっくうっ け ょけこせしおっ いぇ-
はゃうすっかは お せつぇしすうの ゃ すけさゅぇた, おけすけさけっ けそけさきかはっすしは こさけすけおけかけき けぉ けこさっょっ-
かっくうう せつぇしすくうおけゃ すけさゅけゃ.

‶けぉっょうすっかぬ すけさゅけゃ ゃにはゃかはっすしは ゃ こけさはょおっ, せしすぇくけゃかっくくけき ゃ [っゅかぇきっくすっ. 
‶けぉっょうすっかっき すけさゅけゃ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, こさっょかけ-
あうゃてうえ きぇおしうきぇかぬくせの ちっくせ かけすぇ.

╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに けそけさきかっくうは こさけすけおけかぇ け さっいせかぬすぇすぇた こさけゃっょっ-
くうは すけさゅけゃ おけくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ょけかあくうおぇ くぇこさぇゃかはっす こけぉっょうすっかの 
すけさゅけゃ こさっょかけあっくうっ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう し こさうかけあっくうっき 
こさけっおすぇ ょぇくくけゅけ ょけゅけゃけさぇ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し こさっょしすぇゃかっくくにき こけぉっょうすっかっき 
すけさゅけゃ こさっょかけあっくうっき け ちっくっ ╇きせとっしすゃぇ.

╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに こけかせつっくうは ゃにてっせおぇいぇくくけゅけ こさっょかけあっくうは こけ-
ぉっょうすっかぬ すけさゅけゃ けぉはいぇく こけょこうしぇすぬ ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう. ¨こかぇすぇ ゃ しけ-
けすゃっすしすゃうう し ょけゅけゃけさけき おせこかう-こさけょぇあう ╇きせとっしすゃぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ けしせとっしす-
ゃかっくぇ こけぉっょうすっかっき すけさゅけゃ ゃ すっつっくうっ 30 ょくっえ しけ ょくは こけょこうしぇくうは ょけゅけゃけさぇ 
おせこかう-こさけょぇあう こせすっき こっさっつうしかっくうは ょっくっあくにた しさっょしすゃ くぇ さ/し ょけかあくうおぇ, 
せおぇいぇくくにえ ゃにてっ. 

¨いくぇおけきうすぬしは し ╇きせとっしすゃけき きけあくけ こけ きっしすけくぇたけあょっくうの ょけかあくうおぇ こけ 
こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう う こけ すっか.: 

(343) 389-82-35, 343-02-42, (34369) 4-61-40.
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』『《ぁ〉《 【『╊╆】╊【』っ
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äÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ó ëñ½ÜÖöÜ 
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, 

¡ÜÖÑóîóÜÖñëÜç.
だä▲ö ëíßÜö▲, 

Öí¿óôóñ çÜÑóöñ¿áï¡ÜÇÜ 
ÜÑÜïöÜçñëñÖó　 ¡íö. "ゑ".

だâóîóí¿áÖÜñ 
öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ, £/ä 

ç▲ïÜ¡í　, ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ, 
äÜ¿Ö▲ú ïÜî. äí¡ñö.
8-912-60-65-221
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〉』[╄╃╇〈╄╊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”.

╂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 66249. 〈うさぇあ 2890 ̈ ぉなっき 3 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.

¨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.

11 èþíÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

╅〉 «〈そこ えそちそお»
 ¡Üä¿　
 äëÜÑí¢í
 Üß½ñÖ
 óäÜöñ¡í
 ÜßÖí¿óôó½ ïñëöóâó¡íö

Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, 
Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç, 27
8-912-28-43-289, 
8 (343) 254-67-03
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ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

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

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

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763

1300

14
00

づ
ぎ

とず
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けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

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

づぎとずんぜん

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

(き-く ╉うさけゃしおうえ, 2 ねすぇあ)
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┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru

╂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. 
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ – ╇ゅけさぬ 〉]¨╊を『╄╁ – 4-90-34.

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊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.

╃¨]〈┿╁╉┿

′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは
3-04-45, 8-902-87-05-333

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ    
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú  
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.
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]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

- でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ½ñï　îí
- がÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲ – 18 ö.ë.
- ぢÜ~öíäÖí　 Üä¿íöí, ëíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í
- でçÜ　 ä¿ÜàíÑ¡í ÜôñßÖÜú ñ£Ñ▲
- だßÜôñÖóñ çÜ¢ÑñÖó0 ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑんで çëñ½　
- ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜßÜôíñ½Ü½Ü
- ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　 äÜÑÇÜöÜç¡í

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ
8-902-26-24-513

Ü¿. ごïí¡Üçí, 1
づぎとずんぜん

‶さけゃけょうき くぇぉけさ くぇ おせさしに こけょゅけすけゃおう ゃけょうすっかっえ おぇすっゅけさうう «╁» 
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
]╀

し 9 ょけ 20 つ.
し 10 ょけ 17 つ.

〈¨╊を╉¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
14 うのくは し 9.00, ╃ゃけさっち きけかけょっあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7

′けゃっえてぇは おけきこぬのすっさくぇは ょうぇゅくけしすうおぇ 
しけしすけはくうは いょけさけゃぬは ゃしっゅけ けさゅぇくういきぇ いぇ 1 つぇし. 

『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., 
ょかは ょっすっえ う こっくしうけくっさけゃ – 1500 させぉ.

┫╄]╉〈ょ╉』 《〉『╉ぃ╉〈′╉ 《》╄‶』′を╉『‶′ ╆『╉‒ 『《╉｠′╄[′『』〉╆ 
┨′╄╇〈〉『』′を╉『‶〉╇〉 ｠╉〈』》╄.

┰╉』〉╈ 〉╅『[╉╈〉╆╄〈′ょ ╅╉╋〉《╄『╉〈, 【╈〉╅╉〈, 
╅╉╋╅〉[╉╋〈╉〈〈ぇ¨ ╈[ょ [ゅ╅〉╇〉 ╆〉╋》╄『』╄.

* ′ぇ きけくうすけさっ おけきこぬのすっさぇ きけあくけ せゃうょっすぬ けさゅぇくに, すおぇくう う おかっすおう つっ-
かけゃっおぇ, ぇ ゅかぇゃくけっ – ゃにはゃうすぬ うくょうゃうょせぇかぬくせの こさっょさぇしこけかけあっくくけしすぬ こぇ-
ちうっくすぇ お しぇきにき 
しっさぬっいくにき いぇぉけかっゃぇくうはき.
* 〉しすぇくけゃかっくうっ すけつくけゅけ ょうぇゅくけいぇ, すけつくぇは けちっくおぇ そせくおちうう ねくょけおさうく-

くにた あっかっい: とうすけゃうょくけえ あっかっいに, くぇょこけつっつくうおけゃ, ゅうこけそういぇ, こけょあっかせょけつ-
くけえ あっかっいに う ょさ.
* ╁にはゃかっくうっ きうおさけぉけゃ う ゅかうしすくにた うくゃぇいうえ (たかぇきうょうう, しすぇそうかけおけおおう, 

きうおけこかぇいきに, すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う ょさ.).
* ╁にはゃかっくうっ ぇかかっさゅっくけゃ.
* ‶さけゃっょっくうっ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ おけきこぬのすっさくけゅけ こけょぉけさぇ う くぇいくぇつっくうっ 

くけゃっえてうた ゃにしけおけねそそっおすうゃくにた そうすけこさっこぇさぇすけゃ くけゃけゅけ こけおけかっくうは, さっおけきっく-
ょけゃぇくくにた ╋うくいょさぇゃけき.

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは
╆ぇこうしぬ こけ すっかっそけくせ: 8-963-03-38-123
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でñëöóâó¡íö ヽ 6848229 Üö 12.12.2005 ÇÜÑí.
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ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652
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┿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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だだだ "ばëí¿-とÜ½äíÖó" óÖâÜë½óëÜñö Öíïñ¿ñÖóñ Ü ä¿í-
ÖóëÜñ½Ü½ ëí£½ñàñÖóó ïöÜ　Ö¡ó ¿ñÇ¡Üç▲ê íçöÜ½Üßó¿ñú ï 
Üßéñ¡öí½ó íçöÜïñëçóïí äÜ íÑëñïÜ: 

でçñëÑ¿Üçï¡í　 Üß¿., Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, ç 63 ½ Öí çÜïöÜ¡ Üö 
¢ó¿ÜÇÜ ÑÜ½í äÜ Ü¿. ごïí¡Üçí, 140.

]ゃけう いぇきっつぇくうは う こさっょかけあっくうは くぇこさぇゃかはすぬ こけ すっかっそけくぇき 
4-35-55 う 8-912-22-27-374.

[╄╉╊┿╋┿

www.terra_ekb.ru
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8-904-38-38-387
8-950-54-04-651
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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 1-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 
8-902-87-44-311.
• 1-, 2-おけきく. おゃ. 8-908-91-03-795.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. せつ-お. 〈っか. 
8-908-90-30-722.

• ょけき うかう いっきっかぬくにえ せつぇしすけお.  
〈っか. 8-912-66-48-020.
• ょけき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇく-
すに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きおさく, 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-38-34-454.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• せか. ╋うさぇ, 3, 2/5, 18 き2. 『. 900 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
• おけきくぇすぇ ゃ 2-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. 』っさくはたけゃしおけゅけ, 45┿, せ/こ, 
14,4 き2, 1/5, こぇくっかぬ, たけさ. しけしす. 『. 
1050 す.さ. 〈っか. 8-903-08-07-550.
• 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. ]きうさくけゃぇ, 3, せ/こ, 33/18/6, 5/5, 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 『. 1570 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 〉さぇかぬしおぇは, 12, 
"ぉさっあ.", こぇくっかぬ, 31/17/6, 5/5, しけしす. 
たけさ., つ/こ. 『. 650 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, 
くけゃ. さっきけくす ょっおぇぉさぬ 2010 ゅ., しすっ-
おかけこぇおっすに, くけゃにっ きっあおけきく. ょゃっさう, 
しっえそ-ょゃっさぬ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• 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.
• 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. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, "ぉさっあ.", 
44/30/6, 5/5, こぇくっかぬ. 『. 1850 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
17┿, しこっち. こさけっおす, おうさこ., かけょあうは, つ/こ. 
『. 1280 す.さ. 〈っか. 8-903-08-07-550.
• せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, 46/28/10, 
5/5, こぇくっかぬ. 『. 1760 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, し/こ, 
93/45/14, 3/7, かけょあうは, おうさこ., つ/こ. 『. 
3250 す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 16, せ/こ, 2/5, 
48/27/9, 2 ぉぇかおけくぇ, つ/こ. 『. 2230 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• 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 
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 18, せ/こ, 
59/37,6/8, 1/5, おうさこ., かけょあうは. 『. 
2450 す.さ. 〈っか. 8-903-08-07-550.
• 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.
• こ. ╊せぉはくけえ, こ. ╊けしうくにえ, せか. 
【おけかぬくぇは, 15, 17 き2, こっつくけっ けすけ-
こかっくうっ, しおゃぇあうくぇ, くぇょゃけさ. こけ-
しすさけえおう, 5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 520 す.さ. 
〈っか. 8-908-91-03-795.
• 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. 『. 3350 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.
• 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.

]′╇╋〉
• 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.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
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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. 
『. 350 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.

• ′╀‶, 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.
′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

• おけか. しぇょ わ61, さ-く "‶っしおう", 5 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ょけきうお, せ ゃけょに, 
しおゃぇあうくぇ, さぇいさぇぉけすぇく. 『. 610 す.さ. 
『. 8-908-91-03-795.
• いっき. せつ-お, こ. ╊せぉはくけえ, せか. ̈ おすはぉさぬ-
しおぇは, 9 しけす., ょけき 30 き2 (1 おけきくぇすぇ + 
おせたくは), ゃけょぇ. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• 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.
• おぇこ. ゅぇさぇあ, せつ-お わ15, さ-く ]け-
しくけゃにえ ぉけさ, 25 き2. 『. 230 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
′っあうかにっ こけきっとっくうは 
す. 8-912-24-59-989.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 106 き2, 
けすょっか. ゃたけょ, ょっえしすゃせのとうえ そうすくっし-
おかせぉ, きけあくけ し けぉけさせょ. 『. 3700 す.さ. 
• 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.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. ╋うさぇ, 1, 2/5, 18 き2, おうさこうつ, 
ゃけょぇ ゃ おけきくぇすっ, しけしす. たけさけてっっ. 『. 
900 す.さ.
• 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.
1-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, 20, 3/5, 
32,6/18/6,3, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく いぇ-
しすっおかっく, こかぇしすうお. けおくぇ. 『. 1670 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 18, 5/5, おうさこ., 
31,8/18,3/6, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく. 『. 
1550 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.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7, 4/5, おうさこうつ, 
43,3/28/6, 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, こっさっこかぇくうさけゃおぇ, 
しけしす. たけさけてっっ, つ/こ. 『. 1750 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 20, 2/5, おうさこうつ, 
41,2/26/6, ぉぇかおけく. 『. 1900 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 3, 2/5, こぇくっかぬ, 
44,4/27,7/6, おけきく. ういけかうさ., し/せ さぇい-
ょっか., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 す.さ. 
╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ 
╄おぇすっさうくぉせさゅっ.
• せか. ╋うさぇ, 2, 3/5, おうさこうつ, 32,4/23/9,6, 
ぉぇかおけく, おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ さぇいょっか., 
ねか. こかうすぇ. 『. 1370 す.さ.
• こ. ]けかくっつくにえ, せか. [けいに ╊のおしっき-
ぉせさゅ, 10, 1/2, ぉさせし, 37,7/26/5,5, 
おけきく. しきっあくにっ, し/せ ぉっい ゃぇくくに, せつ. 2 
しけす. ゃ ぇさっくょっ. 『. 550 す.さ.
• 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. ┿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. ┿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. 〈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. ╀させしくうちにくぇ, 3, 9/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63/39,3/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは. 『. 2400 す.さ.
• こけし. ]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.
• 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
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ょっさっゃ. ょけき, 30 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, せつ-お 6 しけす. 『. 1900 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. 
『. 2900 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. 『. 3000 す.さ. ╁けいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
• 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. 『. 1300 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.
╉けすすっょあう
• せか. ╅うかぬちけゃぇ, こっくけぉかけお う おうさこうつ, 
S – 249,6/88/14,9, ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかう-
いぇちうは, 2 し/せ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, せつ-お 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 7500 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.
• ]‶¨ 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.

╁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 1100 ょけ 1400.

[╄╉╊┿╋┿

]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. 8-912-24-59-989

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
ゃ こ. "]っさっぉさはくぇは さっつおぇ" 

8-912-24-59-989
′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.

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.



╉〉‶╊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. 8-909-00-91-249.
• しさけつくけ, いっき. せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ ゃ 
ちっくすさっ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╋╄′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. 
8-909-00-91-249.

╉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 けぉとっあ., せか. ╋うさぇ, 3, 
おうさこ., 1/5, し/せ, ゃけょぇ, しけしす. たけさけてっっ. 
『. 950 す.さ.
• 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.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╉けしにた, 8, おうさこ., 4/5, ぉぇかおけく, 
29/16/6. 『. 1550 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ╋ぇてうくうしすけゃ, 11, 
ょっさっゃ., 32/16/8, し/せ さぇいょっか. 『. 600 す.さ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 8, おうさこ., 3/5, ぉぇかおけく, 
30/16/6, たけさ. さっきけくす. 『. 1600 す.さ.
2-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, 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. 『. 1800 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.
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. 『. 1900 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. 
『. 1900 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.
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. ╇かう こけきっくはの.
• 1/2, 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.
• 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.
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, 55 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ. はきぇ, しけしす. けすかうつくけっ. 『. 
2500 す.さ.
• おけすすっょあくにえ ゅけさけょけお, せか. ‶っしけつ-
くぇは, くっょけしすさけえ 200 き2, うい こっくけ-
ぉかけおけゃ, けぉかうちけゃぇく おうさこうつけき. 《せく-
ょぇきっくす こけょ ぉぇくの. ╂ぇさぇあ くぇ ょゃぇ 
ょあうこぇ. 9 しけす. 『. 4500 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 70/37/, 
ょっさっゃ., こっつく. けすけこか., しおゃぇあうくぇ. 
╀ぇくは. 14,5 しけす. いっき. 『. 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.
• 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.

]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.

]╃┿╋
• おけきくぇすせ ゃ おけすすっょあっ, 16 き2.
╉〉‶╊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. ┿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. 『. 5000 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. 
『. 18 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. 『. 900 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. 『. 100 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 6た4, こかうすに, けゃけと. 
はきぇ, ねか-ゃけ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 8-912-22-
19-767.
′っょけしすさけえ
• せか. ‶っしけつくぇは, 240 き2, くっょけしすさ. おけす-
すっょあ うい こっくけぉかけおぇ, けぉかけあっく おうさこうつけき, 
ちけおけかぬくにえ ねすぇあ (ゃにしけすぇ 2,5 き) + 2 あう-
かにた ねすぇあぇ, こっさっおさにすうっ – あ/ぉ こかうすに, おさに-
てぇ うい きっすぇかかけつっさっこうちに, 9 しけすけお, ゅぇさぇあ 
4た10 し こけょおかのつ. ねか-ゃぇ 380 ╁, そせくょぇきっくす 
こけょ ぉぇくの 5た12, ゃしっ ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 
4300 す.さ. [ぇししきけすさの けぉきっく. 〈けさゅ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2 
すっか. 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠ ′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
 ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう, 

せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

• 2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22, 
せ/こ, 54 き2 う 2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃ-
くぇは, 4, 44/27/7 くぇ ょけき. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• 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. 8-909-00-91-249.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ╀ぇさょうくぇ, 1, 1/5, S – 11, 2 き2. 
『. 780 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3 おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
ういけかうさ., 12 き2 う 20 き2. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈ぇゅうかぬしおぇは, 23, 4/5, 30/17/6. 『. 
1650 す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 8-909-00-91-249.
• 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. 8-909-00-91-249.
• 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.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 15, 
3/5, 32/18/6, おうさこうつ, せ/こ. 『. 1070 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 10, 1/2, 
せ/こ, ぉぇかおけく. 『. 1750 す.さ. ╁けいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ╊っくうくしおうえ, 16, ょっさっゃ. ょけき, ぉかぇ-
ゅけせしすさ., 40 き2, おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっかぬくにえ. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-909-
00-91-249.
• 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. 
8-909-00-91-249.
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. 8-909-00-91-249.

╃けきぇ
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. 
〈させょけゃぇは, ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 16 しけす., ょけおせき. ゅけ-
すけゃに. 『. 1200 す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• 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. 
8-909-00-91-249.
• 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. 8-909-00-91-249, 
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.
• 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.
• 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. 8-909-00-91-249.
╉けすすっょあう
• 9 ]っゃっさくにえ, くっょけしすさけえ, 12 しけす., 
おうさこうつ し けぉかうちけゃおけえ, こけょ おさにてっえ 
こっさっおさにすうっ あ/ぉ. [ぇししきけすさの ゃぇ-
さうぇくすに けぉきっくぇ. 『. 6900 す.さ. 〈っか. 
8-909-00-91-249.

¨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. 『. 1600 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. 

『. 2000 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. 
8-909-00-91-249.

• 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.
• こっさ. 6-けえ ]っゃっさくにえ, 650 き2, 
2-ねすぇあ, ゃしっ おけききせく., きっぉっかぬ, ぉぇし-
しっえく, こけょゃぇか こけょ ゃしっき ょけきけき, 10 
しけす. 『. 18 きかく さ. ╁ぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 
〈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. 
8-909-00-91-249.
]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 わ 35 "〉さぇかぬしおぇは ╁っくっちうは", 4 
しけす. くぇ ぉっさっゅせ さっおう. 『. 350 す.さ. 〈けさゅ. 
〈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. 『. 60 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. [っゃけかのちうけくくぇは, ょけきうお ゃっすたうえ, 7 
しけす. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 1,6 ゅぇ いっきかう し/た くぇ-
いくぇつっくうは. 『. 2500 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• ゅ. ╁. ‶にてきぇ, こ. 【ぇたすに, 8 しけす., かっし 
さはょけき. 『. 1000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╊せゅけゃぇは, 11,5 しけす., 
╇╅]. 『. 350 す.さ. 〈っか. 8-909-00-91-249.
• 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. 8-909-00-
91-249.
• 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. 『. 1050 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.

╉けすすっょあう
• 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
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╊っしくぇは, そせくょぇ-

きっくす かっくすけつくにえ 10た12, 10 しけす. いっき. 

╊っしくけえ きぇししうゃ. 『. 2500 す.さ.

• ]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. 『. 1700 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.

′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.

• ╀╋╃╉, 300 き2, 30 しけす. いっきかう. 『. 

3200 す.さ. ╇かう しょぇき ゃ ぇさっくょせ. (150 

させぉ. いぇ 1 き2).

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»
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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 %
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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.
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せか. ╇しぇおけゃぇ, 1.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

╋╄′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 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
17, せ/こ, しこっち. こさけっおす, 3/6, おうさこ., 
45/25/9, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ,  おけきく. 
ういけかうさ. くぇ さぇいく. しすけさけくに, つ/こ. 『. 
1590 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, 39/16/9, 3/3, おうさこ. 『. 
1560 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. ]にさけきけかけすけゃぇ, 
13┿, せ/こ, 53/29/9, しけしす. けすかうつく., おけきく. 
ういけかうさ. くぇ さぇいく. しすけさけくに, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ, しすっおかけこぇおっすに, しぇく. せいっか 
さぇいょ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 『. 2720 す.さ.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 1/5, しけしす. 
たけさけてっっ, 50/30/7, かけょあうは 6 き2. 
『. 2100 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
2-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.
• 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. 『. 
1450 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. 
『. 2520 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.
• 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.
╉けすすっょあう
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, こ. 【ぇさすぇて, せか. 』っ-
さっきせたけゃぇは, 3-ねすぇあ., 270 き2, おうさこ., こけか-
くけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく., けすかうつくにえ こさけ-
っおす ょけきぇ, しおゃぇあうくぇ, 6 おけきくぇす, おせたくは, 
こけょしけぉくにっ こけきっと., おぇきうく, ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, こぇさおっす-ょせぉ, しけしす. けすかうつくけっ, きっ-
しすけ すうたけっ, こけょなっいょくにっ こせすう ぇしそぇかぬす., 
ょけ け. 【ぇさすぇて 10 きうく., 7 しけす. いっきかう. 『. 
18450 す.さ. 〈けさゅ せきっしすっく.
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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. 『. 
680 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 12, 4/4, 
38,9/18,9/7, おうさこ., かけょあうは. 『. 950 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. 『. 1730 す.さ.
• ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 4┿, 1/4, 
42,3/28,5/6, "たさせと.". 『. 1630 す.さ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, 5/9, 45/28,6/6, 
ぉっい さっきけくすぇ. 『. 1680 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. 『. 1450 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. 『. 1160 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. 『. 1450 す.さ.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, 
2/2, 48/33/6, おうさこ., ぉぇかお. 『. 1130 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. 『. 
2400 す.さ. 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 11, 
ょっさ., 1/2. 『. 800 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. 『. 1830 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. ¨おすはぉさぬしおうえ, 11,7 しけす., ょけき 30 き2, 
ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, ゃしっ こけしぇょおう. 『. 600 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. 
『. 1450 す.さ. 〈けさゅ. ╇かう けぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ.
• せか. ‶うけくっさしおぇは, 8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 
『. 1600 す.さ.
• 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. 『. 580 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. 『. 630 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. 『. 380 す.さ.
• しぇょ わ8 くぇ ゃなっいょっ ゃ こ. 【うかけゃおぇ, 
3,5 しけす., ゃしっ こけしぇょおう, ょけきうお おぇき., 20 
き2, こっつぬ, ねか-ゃけ, かっす. ゃけょ., しおゃぇあうくぇ. 
『. 350 す.さ. 〈けさゅ.
• 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. 『. 330 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. 『. 600 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. 
『. 370 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[¨╃′╇╉", 7 しけす., 
ねか-ゃけ. 『. 360 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. 『. 350 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. 『. 90 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 90 す.さ.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 2/5, 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. 【うかけゃおぇ, せか. ╅けかけぉけゃぇ, 1, おうさ-
こうつ, 2/3, 41/15/12, さっきけくす けす いぇ-
しすさけえとうおぇ. 『. 1600 す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 
8-902-26-02-030.
• 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.
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.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9, 42/30/6, 
たけさけてっっ しけしすけはくうっ, ぉっい ぉぇかおけくぇ. 『. 
1900 す.さ. 〈けさゅ. 〈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.
• せか. ]きうさくけゃぇ, 18, 3/5, 60/38/8, 
くけさき. しけしす. 『. 2600 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. 
• 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.
• ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╊っくうくぇ, 17, こけ-
ゃさっあょっくくにえ こけあぇさけき ょけき, いっきかは 7 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 1800 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
〉つぇしすおう
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. 〈させょけゃぇは, 8 しけ-
すけお. ┿さっくょぇ. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-
26-02-030.
• こ. ╋けくっすくにえ, 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 しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 
『. 110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.
• せつぇしすけお わ 15, 22 き2, こけゅさっぉ. 『. 
250 す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230.

‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋うさぇ, 3, 1/5, おうさこうつ, S – 15,2 
き2, し/せ しけゃき., ねか. こかうすぇ, しけしす. たけさ. 『. 
850 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀うしっさすしおぇは, 
131, 7/9, こぇくっかぬ, 〉‶, 42,1/23,4/8, 
おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ しけゃき., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 8-912-20-
87-034.
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 25, 3/5, こぇくっかぬ, 
41,6/27,2/6,4, おけきくぇすに しきっあく., し/せ 
さぇいょ., ぉぇかおけく, すっかっそけく, しすっおかけ-
こぇおっすに, ておぇそ-おせこっ, おせたけく. ゅぇさく., 
ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 『. 1900 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. 『. 1720 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
• 1/2 ょっさっゃはくくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ, こ. 
╋けくっすくにえ, せか. [せょくうつくぇは, 62 き2, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, すっこかうちぇ, せつぇしすけお 
16 しけす. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 8-912-20-
87-034.
• 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
• せか. ╇しぇおけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねす., 600 き2, 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 380, 
いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは, ぉぇししっえく, ゅぇさぇあ 
くぇ 2 きぇてうくに, かぇくょてぇそすくにえ ょう-
いぇえく, せつ-お 18 しけす. 『. 17000 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, 
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. 『. 300 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.

¨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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• 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. 『. 700 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

]ぇょに
• おけか. しぇょ., "╋っょうお", わ77, さ-く 〈ぁ『, 
ょけきうお, 12 しけす. (こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ 
ょけきぇ), ゃけょぇ, ねか-ゃけ っしすぬ, ゅぇい すはくせす. 
『. 1100 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.
• 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. ╁けいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ.
╂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 〈せぉょうしこぇくしっさぇ.
『. 300 す.さ.
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, さ-く 〈せぉょうしこぇくしっ-
さぇ, 6た4 き2, はきに けゃけとくぇは う しきけすさけ-
ゃぇは. 『. 370 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.

‶¨╊╇]〈╄[¨╊╀╄〈¨′′｠╄
╀╊¨╉╇
2800 き3

8-905-85-99-759

[╄
╉╊

┿╋
┿

ごàÜ ïçóÑñöñ¿ñú がどぢ Üö 09.06.11 Ç. 
Ü¡Ü¿Ü 21-00, äñëñ¡ëñïöÜ¡ ぷíêöí 

ù¢Öí　 ïöÜ¿¡ÖÜçñÖó　 
"びÜÖÑí ん¡¡ÜëÑ" ó "ぱóíö".

8-904-98-42-936, んëóÖí.
[╄╉╊┿╋┿



んぞ "ぢづだぱぎででごだぞんず", Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), 
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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., せ/こ, 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. 『. 2270 す.さ.
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, 15┿, 4/5, おうさこ., 
59/41/6, 2 しきっあ. おけきくぇすに. 『. 2250 す.さ. 
〈けさゅ.
╃けきぇ 
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, 53 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 8 しけす. 
『. 3400 す.さ. 〈っか. 8-950-19-17-759.
• 〈┿〉′-》┿〉], 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. 〈っか. 
8-950-19-17-759.
• 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. 
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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. 』ぇこぇっゃぇ, 39 

(しすぇさぇは こけかうおかうくうおぇ ╀╆]╉)
けそうし 5.  〈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. 『. 
2300 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. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22 6/9 33,1/14/9,3 かけょあうは 1850 たけさけてうえ さっきけくす
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12┿ 1/5 51/30/12 かけょあうは 2460 つうしすぇは こさけょぇあぇ

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 61/40,6/8,2 かけょあうは 2400 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89
2/2 10,4 しけすおう

おぇこうす. ょけき, 
ぉぇくは, 2 すっこか.

1360
ねか-ゃけ, ゅぇい, 
しおゃぇあうくぇ 

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. ╁にっいょ おけくしせかぬすぇくすぇ ぇぉしけかのすくけ ぉっしこかぇすくにえ.
‶さう いぇおかのつっくうう ょけゅけゃけさぇ しおうょおぇ くぇ せしかせゅう 11%

╇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

• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, こけょ-
たけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
〉つぇしすおう
• せか. ╇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. 『. 2200 す.さ. 〈っか. 8-950-19-
17-759.
• 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».

]╃┿╋
• おけきくぇすぇ ゃ 2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃ-
くぇは, 4, つぇしすうつくけ きっぉ., ょかうす./しさけお. 『. 5 
す.さ. + ねか. ねく.
• 1-おけきく. おゃ., ぉ/きっぉっかう, ょかうす./しさけお, こ. 
‶っさゃけきぇえしおうえ, 28. 『. 8 す.さ. + ねか. ねく.
• 2-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っく-
すさぇかぬくぇは, ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, きっぉっかぬ, ょかうす. 
しさけお, たけさ. しけしす. 『. 7 す.さ. + ねか. ねくっさゅうは.
• 2-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 3, ょけ 
01.12.11 ゅ., し きっぉっかぬの. 『. 12 す.さ. + 
ねか. ねく.
]′╇╋〉
• 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. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• 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. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ54, ょけき 30 き2, 
2 ねすぇあぇ, ねか. ねく., ゃけょぇ っしすぬ, いっき. せつ-お 
さぇいさぇぉけすぇく, 4,7 しけす., ゃしっ くっけぉたけょう-
きにっ くぇしぇあょっくうは うきっのすしは, すっこかうちぇ, 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 350 す.さ.
• 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. 『. 650 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.

‶さうゅかぇてぇっき くぇ さぇぉけすせ 
ょゃせた ぇゅっくすけゃ

ヂ┐┅┄┏┐┈┟┒┈┅ ┑┄─┅┒ │ ─┐┅┍┄┓ 
┏┐┎┈┇│┎┄┑┒│┅┍┍┛┅ (┑┊┋─┄┑┊┈┅) 

┎┒─┏┋┈│─┅┌┛┅ ┏┎┌┅┙┅┍┈┟, 400 ┌2.
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┿

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 
îáù/

æèë/êóõ

áàëêîí/ 
ëîäæèÿ

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

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

Ãàãàðèíà, 19 8/9 39/16/10 ëîäæèÿ 1 395 418 ð. ñäà÷à äîìà 3 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

ïîñ. Øèëîâêà, 
óë. Çàðå÷íàÿ, 18

2/3 33/16/9,7 áàëêîí 1 470 000 ð.
ñòåêëîïàêåòû, êàôåëü â âàííîé, 

ñåéô-äâåðü
8-950-550-59-78

 ïîñ. 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 4,6/9 65/30/12 ëîäæèÿ 2 277 225 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7,8,9/9 66/31/12 ëîäæèÿ 2 333 575 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8,9/9 63/31/11 ëîäæèÿ 2 225 250 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 3/9 64/30/12 ëîäæèÿ 2 250 625 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5/9 63/35/10 ëîäæèÿ 2 230 325 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6/9 63/35/10 ëîäæèÿ 2 088 735 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 174 520 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 305 575 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 62/33/10 ëîäæèÿ 2 176 075 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

ïîñ. Ëåíèíñêèé, 17 2/2 45/32/6 íåò 1 300 000 ð.
êèðïè÷, ñ/ó ðàçä., çåìëÿ, 

ó÷àñòîê ñ áàíåé
8-950-550-59-78

Ñìèðíîâà, 3 3/5 48/29/8 ëîäæèÿ 2 350 000 ð.

×/Ï. Íîâàÿ ñîâðåìåííàÿ 
êóõíÿ, âàðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü, 

âñòðîåííàÿ òåõíèêà, 
ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà, 

ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, 
êîíäèöèîíåð, õîðîøèé ðåìîíò 

8-950-550-59-78

Ñòðîèòåëåé, 2À 3/5 45/30/6 áàëêîí 2 000 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, ëàìèíàò, êîìí.
ñìåæíûå (âàãîí÷èêîì), áàëêîí 

çàñòåêëåí, îáøèâêà âíóòð., 
âíåøíÿÿ

8-950-550-59-78

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 3 600 000 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 4 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 493 795 ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 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 3 855 000 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 4 990 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 16À öîêîëü/6 465 7 000 000 ð. ïîä îôèñ, ìàãàçèí. Òðåíàæåðíûé çàë 8-922-29-84-636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

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

ïàðêîâêà
8-922-29-84-636

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

ïàðêîâêà
8-922-29-84-636
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