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22 ÈÞÍß – ÑÀÌÛÉ ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ…

22 ╇ぃ′ぅ 1941 ゅけょぇ – 70 かっす すけきせ くぇいぇょ – しっきぬ し こけかけゃうくけえ きうかかうけくけゃ 
つっかけゃっお しけてかうしぬ ゃ くっぉにゃぇかけえ ぉけえくっ…

22 うのくは 1941 ゅけょぇ せ ゅさぇくうち ]]][ ぉにかけ 
しけしさっょけすけつっくけ う さぇいゃひさくせすけ すさう ゅさせここに そぇ-
てうしすしおうた ぇさきうえ (181 ょうゃういうは, ゃ すけき つうしかっ 
19 すぇくおけゃにた う 14 きけすけさういけゃぇくくにた, ゃしっゅけ – 
4,3 きうかかうけくぇ つっかけゃっお). ‶さうきっさくけ ゃ つっすにさっ 
つぇしぇ せすさぇ けくう けょくけきけきっくすくけ くぇつぇかう くぇしすせ-
こかっくうっ こけ ゃしっきせ そさけくすせ けす ╀ぇかすうおう ょけ 』ひさ-
くけゅけ きけさは. ╇き こさけすうゃけしすけはかう くぇ いぇこぇょくけき 
させぉっあっ 3,1 きうかかうけくぇ しけゃっすしおうた ぉけえちけゃ. 

╁ すけす あっ ょっくぬ ゃけえくせ ]]][ けぉなはゃうかう ╇すぇ-
かうは う [せきにくうは, ぇ 23 うのくは – ]かけゃぇおうは. ╁ 
しけしすぇゃっ ゃっさきぇたすぇ くぇしすせこぇかう しけっょうくっくうは 
う つぇしすう そさぇくちせいしおうた, こけかぬしおうた, そうくしおうた, 
くけさゃっあしおうた, ぉっかぬゅうえしおうた う ょさせゅうた くぇちうけ-
くぇかぬくにた かっゅうけくっさけゃ うい っゃさけこっえしおうた ゅけしせ-
ょぇさしすゃ (ゃしっゅけ いぇ ゅけょに ゃけえくに ╂うすかっさせ こけ-
きけゅぇかう ゃけっゃぇすぬ こさけすうゃ くぇし しゃにてっ 1,8 きかく 
っゃさけこっえちっゃ, うい おけすけさにた ぉにかけ しそけさきうさけゃぇ-
くけ 59 ょうゃういうえ, 23 ぉさうゅぇょに, くっしおけかぬおけ けす-
ょっかぬくにた こけかおけゃ, かっゅうけくけゃ う ぉぇすぇかぬけくけゃ).

╁ こっさゃにえ あっ ょっくぬ ゃけえくに ╉さぇしくぇは ┿さきうは 
こけくっしかぇ すはあっかっえてうっ こけすっさう. ╀にかけ せくうつすけ-
あっくけ けおけかけ 1200 しぇきけかひすけゃ, こさぇおすうつっしおう 
ゃしっ うきっゃてうっしは ゃ ╆ぇこぇょくけき けおさせゅっ すぇくおう, 
せぉうすけ うかう こかっくっくけ けおけかけ こけかせきうかかうけくぇ 

ゃけっくくけしかせあぇとうた. ′け う そぇてうしすに こけすっさはかう 
244 しぇきけかひすぇ, ぉけかっっ 100 すぇくおけゃ, けおけかけ 150 
すにしはつ せぉうすにきう. ╉しすぇすう, ╃ぇくうの そぇてうしすに いぇ-
ゃけっゃぇかう いぇ けょうく ょっくぬ, こけすっさはゃ かうてぬ 12 つっ-
かけゃっお, ╂けかかぇくょうの いぇ こはすぬ ょくっえ し こけすっさはきう 
けおけかけ 300 つっかけゃっお, ‶けかぬてせ — いぇ 16 しせすけお, 
こけすっさはゃ 44 すにしはつう せぉうすにきう う せくうつすけあうゃ 
620 すにしはつ こけかぬしおうた ゃけっくくけしかせあぇとうた.

╁ こけかょっくぬ 22 うのくは 1941 ゅけょぇ 
╆ぇきっしすうすっかぬ ‶さっょしっょぇすっかは 

]けゃっすぇ ′ぇさけょくにた ╉けきうししぇさけゃ ]けのいぇ ]][ 
う ′ぇさけょくけゅけ ╉けきうししぇさぇ 

╇くけしすさぇくくにた ╃っか ╁.╋. ╋けかけすけゃ 
いぇつうすぇか けぉさぇとっくうっ 

お ゅさぇあょぇくぇき ]けゃっすしおけゅけ ]けのいぇ: 
«╂[┿╅╃┿′╄ ╇ ╂[┿╅╃┿′╉╇ ]¨╁╄〈]╉¨╂¨ 

]¨ぃ╆┿! 
]けゃっすしおけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ う っゅけ ゅかぇゃぇ すけ-

ゃぇさうと ]すぇかうく こけさせつうかう きくっ しょっかぇすぬ しかっょせ-
のとっっ いぇはゃかっくうっ: 

]っゅけょくは, ゃ つっすにさっ つぇしぇ せすさぇ, ぉっい こさっょな-
はゃかっくうは おぇおうた-かうぉけ こさっすっくいうえ お ]けゃっす-
しおけきせ ]けのいせ, ぉっい けぉなはゃかっくうは ゃけえくに, ゅっさ-
きぇくしおうっ ゃけえしおぇ くぇこぇかう くぇ くぇてせ しすさぇくせ, 

ぇすぇおけゃぇかう くぇてう ゅさぇくうちに ゃけ きくけゅうた きっ-
しすぇた う こけょゃっさゅかう ぉけきぉひあおっ しけ しゃけうた しぇ-
きけかひすけゃ くぇてう ゅけさけょぇ – ╅うすけきうさ, ╉うっゃ, 
]っゃぇしすけこけかぬ, ╉ぇせくぇし う くっおけすけさにっ ょさせゅうっ, 
こさうつひき せぉうすけ う さぇくっくけ ぉけかっっ ょゃせたしけす 
つっかけゃっお. ′ぇかひすに ゃさぇあっしおうた しぇきけかひすけゃ 
う ぇさすうかかっさうえしおうえ けぉしすさっか ぉにかう しけゃっさ-
てっくに すぇおあっ し させきにくしおけえ う そうくかはくょしおけえ 
すっささうすけさうえ. 

ぁすけ くっしかにたぇくくけっ くぇこぇょっくうっ くぇ くぇてせ 
しすさぇくせ はゃかはっすしは ぉっしこさうきっさくにき ゃ うしすけさうう 
ちうゃうかういけゃぇくくにた くぇさけょけゃ ゃっさけかけきしすゃけき. 
′ぇこぇょっくうっ くぇ くぇてせ しすさぇくせ こさけういゃっょっくけ, 
くっしきけすさは くぇ すけ, つすけ きっあょせ ]]][ う ╂っさ-
きぇくうっえ いぇおかのつひく ょけゅけゃけさ け くっくぇこぇょっ-
くうう う ]けゃっすしおけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ しけ ゃしっえ 
ょけぉさけしけゃっしすくけしすぬの ゃにこけかくはかけ ゃしっ せしかけ-
ゃうは ねすけゅけ ょけゅけゃけさぇ. ′ぇこぇょっくうっ くぇ くぇてせ 
しすさぇくせ しけゃっさてっくけ, くっしきけすさは くぇ すけ, つすけ いぇ 
ゃしひ ゃさっきは ょっえしすゃうは ねすけゅけ ょけゅけゃけさぇ ゅっさ-
きぇくしおけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ くう さぇいせ くっ きけゅかけ 
こさっょなはゃうすぬ くう けょくけえ こさっすっくいうう お ]けゃっす-
しおけきせ ]けのいせ こけ ゃにこけかくっくうの ょけゅけゃけさぇ. 
╁しは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ ねすけ さぇいぉけえくうつぬっ 
くぇこぇょっくうっ くぇ ]けゃっすしおうえ ]けのい ちっかうおけき う 
こけかくけしすぬの こぇょぇっす くぇ ゅっさきぇくしおうた そぇてうしす-
しおうた こさぇゃうすっかっえ…»

ぅ╆｠╉¨╋ 『╇《[
• ╁ しけしすぇゃっ せさぇかぬしおうた ょうゃういうえ くぇ そさけくすぇた ╁っ-

かうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ しさぇあぇかけしぬ ぉけかっっ 14 すにしはつ 
ぉっさっいけゃつぇく.

• ]ゃにてっ つっすにさひた  すにしはつ くぇてうた いっきかはおけゃ けす-
ょぇかう しゃけう あういくう いぇ [けょうくせ ゃ ゃけえくっ.

• ╆ぇ 1942-1944 ゅけょに しすさぇくぇ こけかせつうかぇ うい ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ 2442 おうかけゅさぇききぇ いけかけすぇ.

• ╄しかう ゃ くぇつぇかっ ゃけえくに あっくとうくに しけしすぇゃかはかう 
すさっすぬ さぇぉけすくうおけゃ おけきぉうくぇすぇ «╀っさひいけゃしおいけかけ-
すけ», すけ お くぇつぇかせ 1944-ゅけ うた ぉにかけ せあっ ぉけかぬてっ 
こけかけゃうくに. 

• ╁ 1944 ゅけょせ おけきぉうくぇす けすおさにか ゃ ╊っくうくしおけき 
こけしひかおっ ょっすょけき ょかは 100 ょっすっえ, つぬう けすちに こけゅうぉかう 
くぇ そさけくすっ.

• 〉こさぇゃかはのとうえ おけきぉうくぇすけき ╉. ]けぉぇつおうく いぇ 
こっさっゃにこけかくっくうっ こかぇくぇ こけ ゃにこせしおせ ぉけっこさうこぇ-
しけゃ ゃ ぇゃゅせしすっ 1942 ゅけょぇ ぉにか くぇゅさぇあょひく けさょっくけき 
╉さぇしくけえ ╆ゃっいょに. 

• ╁ くぇつぇかっ 1942 ゅけょぇ おけきぉうくぇすせ こっさっょぇひすしは 
てっっかうすけゃけ-ゃけかぬそさぇきけゃけっ きっしすけさけあょっくうっ. ╁に-
こせしお ゃけかぬそさぇきけゃけゅけ おけくちっくすさぇすぇ – くっきぇかにえ 
ゃおかぇょ ぉっさっいけゃつぇく ゃ けぉけさけくくせの こさけきにてかっくくけしすぬ 
しすさぇくに. 
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11 けぉさぇとっくうえ こけしすせこうかけ ょっこせすぇすぇき 
くぇ こけしかっょくっき こっさっょ かっすくうきう おぇくうおせかぇ-
きう こさうひきっ ういぉうさぇすっかっえ. 【っしすぬ うい くうた 
こさうくぇょかっあぇす きけくっすくうくちぇき: こけしっかおけ-
ゃにえ くぇさけょ くっ せしすさぇうゃぇのす おけききせくぇかぬ-
くにっ こかぇすっあう, しけしすけはくうっ おさにて ょけきけゃ う 
こけょなっいょけゃ, ぉさけょはつうっ しけぉぇおう う ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃけ ょゃけさけゃ. ╁こさけつっき, しぇきうた ぉっ-
さっいけゃつぇく すぇおあっ ゃけかくせのす こさけぉかっきに けぉ-
さっいおう ょっさっゃぬっゃ う さぇいぉうすにっ ょけさけゅう. 〈さひた 
ょっこせすぇすけゃ けょくけゃさっきっくくけ いぇょっえしすゃけゃぇかう 
ゃ さってっくうう  こさけぉかっきに し  きけしすうおけき つっさっい 
さっつおせ ╀っさひいけゃおせ, こけ おけすけさけきせ あうすっかう 
こさけたけょはす けす せかうちに ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ くぇ 
‶さけかっすぇさしおせの. ╋けしす ょぇゃくけ さぇいゃぇかうかしは, 
ゃ ゅけかけかひょ かのょう いょっしぬ かけきぇのす させおう う 
こけかせつぇのす せてうぉに, ぇ ゃかぇしすう こけおぇ すけかぬおけ 
けぉっとぇのす っゅけ ゃけししすぇくけゃうすぬ. ╅うすっかぬ ]け-
ゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ ╁はつっしかぇゃ ‶ぇゃかけゃ 
けぉさぇすうか ゃくうきぇくうっ ょっこせすぇすけゃ くぇ すけ, つすけ 
ゃ こけかうおかうくうおっ わ1 こぇきはすおう し こけかっいくけえ 
うくそけさきぇちうっえ さぇいぉさけしぇくに こけ ゃしっきせ いょぇ-
くうの, かけゅうつくっっ しょっかぇすぬ っょうくにえ うくそけさ-
きぇちうけくくにえ しすっくょ. 

]かっょせのとうえ こさうひき ういぉうさぇすっかっえ こかぇ-
くうさせっすしは くぇ ゃすけさけっ ぇゃゅせしすぇ. ╁ けしすぇゃ-
てっっしは あっ ょけ おぇくうおせか ゃさっきは くぇさけょくにっ 
ういぉさぇくくうおう ょけかあくに こけさぇぉけすぇすぬ こけ くぇ-
おぇいぇき, こけかせつっくくにき ゃ うのくっ. 

┤┹, ┨┲┴┲┧┬!
]っいけく ょけさけあくにた さぇぉけす ゃ さぇいゅぇさっ. 

‶け くぇしすけはくうの ょっこせすぇすけゃ くにくってくうき 
かっすけき ぉせょっす けぉくけゃかっくぇ ょけさけゅぇ せかうちに 
╇しぇおけゃぇ, ょけ おけくちぇ こさけかけあっく ぇしそぇかぬす 
くぇ ╆ぇゅゃけいおうくぇ. ╁ こかぇくぇた – こっさっせかけお 
╉うさけゃしおうえ, うょせとうえ けす ]すさけうすっかっえ ょけ 
╉さぇしくにた ╂っさけっゃ きうきけ さにくおぇ. ╁ しゃけひ 
ゃさっきは いょっしぬ こさけかけあうかう こってったけょくせの 
ょけさけあおせ, ぇ ゃけす こさけっいあぇは つぇしすぬ けしすぇ-
かぇしぬ ょけくっかぬいは さぇいぉうすけえ. ╃っくぬゅう くぇ ゃけし-
しすぇくけゃかっくうっ っひ せあっ ゃにょっかっくに ╃せきけえ. 

┮┴┿┼┤ ┳┲┩┹┤┯┤
′ぇ しけゃきっしすくけき いぇしっょぇくうう こけしすけはく-

くにた おけきうししうえ こけ ねおけくけきうおっ う ぉのょあっすせ, 
こけ ねおけかけゅうう, ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う しゃはいう 
さぇいゅけゃけさ てひか け さっいせかぬすぇすぇた こさけゃっさおう 
しつひすくけえ こぇかぇすけえ ちっかっゃけゅけ さぇしたけょけゃぇ-
くうは しさっょしすゃ, ゃにょっかっくくにた ちっくすさぇかぬくけえ 
ゅけさけょしおけえ ぉけかぬくうちっ. ぁすけ すさう きうかかうけくぇ 
させぉかっえ, こさっょくぇいくぇつっくくにた くぇ さっきけくす 
おさけゃかう しすぇちうけくぇさぇ ょっすしおけえ ぉけかぬくうちに. 
′っす, ょっくぬゅう くっ こさけこぇかう, ぉけかっっ すけゅけ, 
『╂╀ こけすさぇすうかぇ くぇ さぇぉけすに かうてぬ 1,7 
きうかかうけくぇ, しねおけくけきうゃ けしすぇかぬくにっ ょっくぬ-
ゅう ょかは ょさせゅうた けぉなっおすけゃ. ¨ょくぇおけ しおせこけえ 
こかぇすうす ょゃぇあょに: しけしすけはくうっ おさけゃかう せあっ 
しっえつぇし くっ ゃにょっさあうゃぇっす くうおぇおけえ おさう-
すうおう. 〈っこっさぬ させおけゃけょしすゃせ 『╂╀ ゅさけいはす 
ゃいにしおぇくうは いぇ すけ, つすけ ょっくぬゅう, こさっょけ-
しすぇゃかっくくにっ うい しゃっさたこかぇくけゃにた ょけたけょけゃ 
ぉのょあっすぇ, こけすさぇつっくに «くっ こけ せきせ». 

′ぇ ねすけき いぇしっょぇくうう ゅけさぉけかぬくうちっ «ょけ-
しすぇかけしぬ» こけ きくけゅうき しすぇすぬはき: っひ させおけ-
ゃけょしすゃけ しかぇぉけ さぇぉけすぇっす し けぉかぇしすくにきう 
う そっょっさぇかぬくにきう こさけゅさぇききぇきう, こけ おけ-
すけさにき きけあくけ こけかせつぇすぬ ょけこけかくうすっかぬ-
くにっ そうくぇくしに. ╃け しうた こけさ くっ いぇおけくつっく 
さっきけくす ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう ゃ ′╀‶ う 
ょっすしおけえ ぉけかぬくうちに, たけすは ゃしっ しさけおう, けぉけ-
いくぇつっくくにっ しせょけき, せあっ こさけてかう. ]っえつぇし 
ゃしっ «ぉぬのすしは» いぇ ねくっさゅけしぉっさっあっくうっ, ぇ 
せ ぉけかぬくうちに くっ ゅけすけゃ ねくっさゅけこぇしこけさす. 
╃っこせすぇすに たゃぇすぇのすしは いぇ ゅけかけゃせ けす ちぇさは-
とっえ ゃ ╋〉╆ ぉっしたけいはえしすゃっくくけしすう. 

┴┩┫┩┴┦┱┿┩ ┨┩┱╀┧┬
[けょうすっかぬしおうえ おけきうすっす ¨〉 わ9 けぉさぇ-

すうかしは ゃ ╃せきせ し こさけしぬぉけえ ゃにょっかうすぬ しさっょ-
しすゃぇ くぇ さっきけくす おさけゃかう ておけかに. ╃っかけ ゃ 
すけき, つすけ こけしかっょくうえ さぇい けくぇ けぉくけゃかはかぇしぬ 
11 かっす くぇいぇょ, う しゃけひ ゃさっきは いぇおけくくけ けす-
しかせあうかぇ. ╃っこせすぇすに こさうくはかう さってっくうっ 
ゃにょっかうすぬ 240 すにしはつ させぉかっえ うい さっいっさゃ-
くけゅけ そけくょぇ くぇ  すさっぉせっきにっ さぇぉけすに. 

 ┳┲┨┤┴┮┬ «┫┤┴┱┬┺┩»
『ゃっすけつくせの おかせきぉせ けそけさきうかう ょっこせ-

すぇすに  せ いょぇくうは ぇょきうくうしすさぇちうう. ¨くう 
う ゃこさっょぬ ゅけすけゃに せたぇあうゃぇすぬ いぇ くっえ. ╁ 
しせぉぉけすせ くぇさけょくにっ ういぉさぇくくうおう こけったぇかう 
くぇ けすおさにすうっ いぇゅけさけょくけゅけ かぇゅっさは «╆ぇさ-
くうちぇ» う こけょぇさうかう ょっすはき すっかっゃういけさ, 
おぇさぇけおっ う きうおさけそけくに. ‶さうつひき, こさっ-
いっくすに ぉにかう おせこかっくに くぇ しねおけくけきかっくくにっ 
ょっくぬゅう, けすこせとっくくにっ ょかは ょっはすっかぬくけしすう 
いぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ けさゅぇくぇ. 

 ‶けょゅけすけゃうかぇ ╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

‶┿╋ぅ〈を

╋┿]【〈┿╀｠ ╋╇〈╇′╂┿ 
╆┿╁╇]ぅ〈 ¨〈 ]╁╄〈┿

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
22 うのくは ゃ 14:00 ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ くぇ こかけとぇょう 

けおけかけ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» しけしすけうすしは きうすうくゅ こぇきはすう ゃけうくけゃ, こぇゃてうた 
ゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくっ. ╁しった あうすっかっえ ′けゃけぉっさひいけゃしおけゅけ 
こさうゅかぇてぇのす こけつすうすぬ こぇきはすぬ ゅっさけっゃ.

‶け すさぇょうちうう ぉせょっす こさっょけしすぇゃかっくけ しかけゃけ ゃっすっさぇくぇき う ゃにしすせこはす 
ぉっさひいけゃしおうっ たせょけあっしすゃっくくにっ おけかかっおすうゃに う うしこけかくうすっかう. ′け けさ-
ゅぇくういぇすけさに けこぇしぇのすしは, つすけ うい-いぇ けすしせすしすゃうは ねかっおすさけしくぇぉあっくうは ゃ 
╃╉ «]けゃさっきっくくうお» くっゃけいきけあくけ ぉせょっす ゃおかのつうすぬ きうおさけそけくに う きせ-
いにおぇかぬくけっ しけこさけゃけあょっくうっ. 〈けゅょぇ おけくちっさすくせの つぇしすぬ こさうょひすしは しけ-
おさぇすうすぬ. 

′け ょぇあっ っしかう お しさっょっ こけゃさっあょっくうっ おぇぉっかは せしすさぇくうすぬ くっ せょぇしすしは, 
きうすうくゅ ゃしひ さぇゃくけ しけしすけうすしは. ′ぇこけきくうき, ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» けしすぇかしは 
ぉっい ねかっおすさけしくぇぉあっくうは 11 うのくは ゃ さっいせかぬすぇすっ いっきかはくにた さぇぉけす ╋〉‶ 
╀╁╉》 «╁けょけおぇくぇか».

〈ぇおあっ くぇ きうすうくゅっ こかぇくうさせっすしは くぇつぇすぬ しぉけさ こけょこうしっえ こけょ けぉさぇ-
とっくうっき ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの, ゃ おけすけさけき ゅけゃけさうすしは け くっけぉたけょうきけしすう 
せしすぇくけゃうすぬ ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ きっきけさうぇかぬくせの ょけしおせ 
うかう こぇきはすくにえ いくぇお し うきっくぇきう こぇゃてうた ゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ 
ゃけうくけゃ-ぉっさっいけゃつぇく.                                                    ]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╉ 70-╊╄〈╇ぃ ′┿』┿╊┿ ╁¨╈′｠

ШИЛОВКА ПОМНИТ И ЧТИТ БОЙЦОВ
′うおけかぇえ ╉¨╋¨[′╇╉¨╁, あうすっかぬ こけしひかおぇ 【うかけゃおう

╅╇〈╄╊╇ こけしひかおぇ 【うかけゃおう くっ いぇぉにゃぇのす そさけくすけゃう-
おけゃ, こぇゃてうた くぇ こけかはた しさぇあっくうえ, う しすさっきはすしは けすょぇすぬ 

うき ょぇくぬ こぇきはすう. ぁすけ せあっ しすぇかけ ょけぉさけえ すさぇょうちうっえ こけしひかおぇ.
〈ぇお, ゅけょけゃとうくせ ╁っかうおけえ ‶け-

ぉっょに ゃ ねすけき ゅけょせ てうかけゃちに 
こけつすうかう きうすうくゅけき, ぇ いぇすっき 
しけぉさぇかうしぬ ゃしっ ゃきっしすっ ゃ おぇそっ. 
¨ぉとっくうっ ゃ くっこさうくせあょひくくけえ 
けぉしすぇくけゃおっ こさけょけかあぇかけしぬ こけつ-
すう つっすにさっ つぇしぇ, こさっさにゃぇはしぬ くぇ 
すぇくちに. ]さっょう こけつひすくにた ゅけしすっえ 
こさぇいょくうおぇ ぉにかう ょっすう う さけょ-
しすゃっくくうおう ぉけえちけゃ, いぇとうとぇゃ-
てうた さけょうくせ ちっくけえ しけぉしすゃっくくけえ 
あういくう う いょけさけゃぬは. 

╋に ょけかあくに ぉにすぬ けしけぉっくくけ 
ゃくうきぇすっかぬくに お すっき, おすけ こっさっ-
あうか ゃっかうおせの ゃけえくせ. ‶けねすけきせ 
たけつせ しおぇいぇすぬ くっしおけかぬおけ しかけゃ けぉ 
ねすうた かのょはた, おけすけさにっ しっゅけょくは 
あうゃせす ゃ 【うかけゃおっ, くぇいゃぇすぬ うた 
うきっくぇ. 

¨すっち ′うくに ′うおけかぇっゃくに 
]おかのっゃけえ せつぇしすゃけゃぇか ゃ すはあひ-
かにた ぉけはた こけょ [あっゃけき う ]すぇ-
かうくゅさぇょけき, けしゃけぉけあょぇか 〉おさぇ-
うくせ. ¨すっち 〈ぇきぇさに ‶っすさけゃくに 
╉かうくけゃけえ ‶ひすさ ╃けさうくしおうえ し 
すはあひかにきう ぉけはきう こさけてひか ゃしの 
╄ゃさけこせ, けしゃけぉけあょぇか ╉ひくうゅ-
しぉっさゅ, おけゅょぇ ゃっさくせかしは ょけきけえ, 
しすぇか ょうさっおすけさけき 【うかけゃしおけゅけ 
しけゃたけいぇ. 〉 ╂ぇかうくに う 〈ぇすぬはくに 

]かのしぇさっくおけ けすっち すけあっ こさけ-
てひか ゃしの ゃけえくせ, ょけきけえ ゃっさ-
くせかしは ゃっしぬ ういさぇくっくくにえ, こけすけき 
さぇぉけすぇか ゃ 【うかけゃしおけき しけゃたけいっ 
ぇゅさけくけきけき. 〉 ぃさうは ╁ょけゃうくぇ う 
┿かっおしっは ‶かけすくうおけゃぇ けすちに こさけ-
こぇかう ぉっい ゃっしすう. ┿かっおしっえ ‶かけす-
くうおけゃ ょけかゅけっ ゃさっきは くうつっゅけ くっ 
いくぇか う け しせょぬぉっ しゃけっゅけ さけょくけゅけ 
ぉさぇすぇ ┿かっおしぇくょさぇ. ′っ すぇお ょぇゃ-
くけ しかせつうかけしぬ つせょけ: こけうしおけゃう-
おう けぉくぇさせあうかう っゅけ きっょぇかぬけく: 
けおぇいぇかけしぬ, ┿かっおしぇくょさ こけゅうぉ 
ゃ はくゃぇさっ 1943 ゅけょぇ ゃ ]すぇかうく-
ゅさぇょしおけえ ぉうすゃっ. ′うくぇ ╀せさおけゃぇ 
こけしかっ ょけかゅうた かっす くっゃっょっくうは 
すけあっ こけかせつうかぇ ゃっしすけつおせ けす こけ-
うしおけゃうおけゃ. ¨おぇいぇかけしぬ, っひ けすっち, 
′うおけかぇえ ╀せさおけゃ, こけこぇか ゃ こかっく 
ゃ 1941-き ゅけょせ う くっおけすけさけっ ゃさっ-
きは くぇたけょうかしは ゃ おけくちかぇゅっさっ くぇ 
すっささうすけさうう ‶けかぬてう. 〈ぇき けく う 
こけたけさけくっく, ういゃっしすくけ ょぇあっ きっ-
しすけ いぇたけさけくっくうは う くけきっさ きけゅう-
かに. ′ぇおぇくせくっ 70-かっすうは くぇつぇかぇ 
╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに 
てうかけゃちに ゃくけゃぬ しけぉうさぇのすしは くぇ 
きうすうくゅ, つすけぉに ゃしこけきくうすぬ しゃけうた 
けすちけゃ, ょっょけゃ, ぉさぇすぬっゃ, しっしすひさ, 
おけすけさにた いぇぉさぇかぇ ゃけえくぇ. 

╁′╇╋┿′╇╄!

НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ ЛЕЗЬТЕ В ВОДУ 
′ぇしすせこうかけ かっすけ – ゃさっきは けすこせしおけゃ, ぇ ょかは ょっすっえ – おぇくうおせか, ょけかゅけ-

あょぇくくぇは こけさぇ, つすけぉに おせこぇすぬしは う いぇゅけさぇすぬ, しけゃっさてぇすぬ こけたけょに.
′っさっょおけ けすょにた せ ゃけょけひきけゃ いぇおぇくつうゃぇっすしは すさぇゅっょうっえ, すぇお おぇお 

ゃいさけしかにっ う ょっすう いぇぉにゃぇのす ねかっきっくすぇさくにっ こさぇゃうかぇ こけゃっょっくうは くぇ 
ゃけょけひきぇた. ╋っあょせ すっき, ゃけょぇ くっ かのぉうす てせすけお う あっしすけおけ くぇおぇいにゃぇっす 
すった, おすけ こさっくっぉさっゅぇっす こさぇゃうかぇきう ぉっいけこぇしくけしすう. ]さっょう しぇきにた さぇし-
こさけしすさぇくひくくにた しかせつぇっゃ, おけすけさにっ こさうゃけょはす お くっしつぇしすくにき しかせつぇはき 
くぇ ゃけょっ しかっょせのとうっ: おせこぇくうっ ゃ こぬはくけき ゃうょっ, ゃ いぇこさっとひくくにた きっしすぇた, 
こっさっけたかぇあょっくうっ, くにさはくうっ, こっさっゅさせい こかぇゃぇのとうた しさっょしすゃ, うしこけかぬいけ-
ゃぇくうっ しぇきけょっかぬくにた せしすさけえしすゃ, おせこぇくうっ ょっすっえ しぇきけしすけはすっかぬくけ ぉっい 
しけこさけゃけあょっくうは ゃいさけしかにた. 

¨すょっか ゅさぇあょぇくしおけえ いぇとうすに ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ

〉ゃぇあぇっきにっ こさっょこさうくうきぇすっかう 
う させおけゃけょうすっかう きぇかにた 

う しさっょくうた こさっょこさうはすうえ!
┿ょきうくうしすさぇちうは ╀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, ゅさせここぇ おけきこぇ-

くうえ «╊╄╁‒&╊╄╁‒-┿〉╃╇〈» う ]ゃっさょかけゃしおけっ さっゅうけくぇかぬくけっ けすょっかっくうっ 
¨ぉとっさけししうえしおけえ けぉとっしすゃっくくけえ けさゅぇくういぇちうう きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ こさっょ-
こさうくうきぇすっかぬしすゃぇ «¨‶¨[┿ [¨]]╇╇» こさうゅかぇてぇのす ゃぇし こさうくはすぬ せつぇしすうっ 
ゃ ぉっしこかぇすくけき しっきうくぇさっ ょかは させおけゃけょうすっかっえ こさっょこさうはすうえ う うくょうゃうょせ-
ぇかぬくにた こさっょこさうくうきぇすっかっえ 28 うのくは 2011 ゅ. ゃ ぇおすけゃけき いぇかっ ぇょきうくう-
しすさぇちうう し 11:00 ょけ 14:00 くぇ すっきせ «¨すつひすくけしすぬ いぇ 1-っ こけかせゅけょうっ 2011 
ゅけょぇ:   ぉせたゅぇかすっさしおぇは, くぇかけゅけゃぇは,  こけ しすさぇたけゃにき ゃいくけしぇき, こっさしけくうそう-
ちうさけゃぇくくぇは».

]っきうくぇさ ゃっょひす ╇ゃぇくうちおうえ ╁うおすけさ ]っさゅっっゃうつ, させおけゃけょうすっかぬ けすょっかぇ 
ぇせょうすぇ ¨¨¨ «┿せょうすけさしおぇは そうさきぇ «╊╄╁‒-┿〉╃╇〈», おぇくょうょぇす ねおけくけ-
きうつっしおうた くぇせお, ぇすすっしすけゃぇくくにえ ぇせょうすけさ, ょけちっくす おぇそっょさに ねおけくけきうおう 
う せこさぇゃかっくうは ゃ こさけきにてかっくくけしすう ′〈╇ (そ) 〉╂〈〉-〉‶╇, しすぇあ さぇぉけすに ゃ 
しそっさっ ねおけくけきうつっしおけゅけ おけくしぇかすうくゅぇ – 11 かっす.

╆ぇこうしぇすぬしは くぇ しっきうくぇさ きけあくけ こけ すっかっそけくぇき:
(34369) 4-02-20 ╀っさひいけゃしおうえ そけくょ こけょょっさあおう きぇかけゅけ こさっょこさうくうきぇすっかぬしすゃぇ

(34369) 4-49-57, 4-33-05 ┿ょきうくうしすさぇちうは ╀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
‶けょぇすぬ いぇはゃおせ きけあくけ こけ ねかっおすさけくくけえ こけつすっ cuzminyh@mail.ru

[╄╉╊┿╋┿

┿╉『╇ぅ

づだででごé づだがごずんでぽ ずぎどだぜ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

〉 【╉¨╊を′╇╉¨╁ きかぇょてうた おかぇししけゃ, おけすけさにっ こけしっとぇのす 
かっすくうえ かぇゅっさぬ «[ぇょせゅぇ» こさう ておけかっ わ9, こけぉにゃぇかう 

ゅけしすう うい すっささうすけさうぇかぬくけえ ういぉうさぇすっかぬくけえ おけきうししうう (〈╇╉) 
う ╃せきに ╀╂¨ う こけいょさぇゃうかう し ╃くひき さけあょっくうは [けししうう.

‶けょぇさおう ょっすはき ゃさせつうかぇ 
こさっょしっょぇすっかぬ 〈╇╉ ′ぇょっあょぇ 
‶けすぇこけゃぇ. 【おけかぬくうおう こけょゅけ-
すけゃうかうしぬ お こさうひきせ ゅけしすっえ: くっ 
すけかぬおけ さぇいせつうかう しすうたう, くけ う 
くぇさうしけゃぇかう さうしせくおう くぇ すっきせ 
«╋けは さけょうくぇ» う ょぇあっ しょっかぇかう 
おけしすのき «╊っすけ», ゃ さけかう おけすけ-
さけゅけ ゃにしすせこうかぇ ╊ういぇ 【せさけゃぇ 
うい 1-ゅけ «ぉ». ] しうきゃけかぇきう [けし-

しうう う ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけ-
ゅけ けおさせゅぇ こけいくぇおけきうか ておけかぬ-
くうおけゃ こさっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀╂¨ 
╄ゃゅっくうえ ╂けゃけさせたぇ. ╄しかう し そかぇ-
ゅけき [けししうう ょっすう, ゃ けしくけゃくけき, 
ぉにかう いくぇおけきに, すけ さぇししおぇい け 
いくぇつっくうう かぬゃぇ う いけかけすにた かせ-
つっえ くぇ そかぇゅっ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
しすぇか ょかは くうた きぇかっくぬおうき けす-
おさにすうっき.

[╄╈╃

‶[¨‶╇]╉〉 ‶[╄╃‒ぅ╁╇〈╄!
′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ しけしすけはかしは 

さっえょ «′っかっゅぇか». ‶さっょしすぇゃうすっかう ╅╉》-》けかょうくゅぇ う しかせあぉぇ せつぇしすおけ-
ゃにた ╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ こさけてかうしぬ こけ ぇょさっしぇき, ゅょっ, こけ ょぇくくにき おけき-
きせくぇかぬくけえ しかせあぉに, ぉけかぬてっ ゃしっゅけ くっいぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにた あうかぬちけゃ. 
‶さぇゃょぇ, うい 24 «くぇきっつっくくにた» おゃぇさすうさ ゃ ょけきっ わ12 こけ せかうちっ ┿おぇょっ-
きうおぇ ╉けさけかひゃぇ ょゃっさう けすおさにかう すけかぬおけ ゃ ゃけしぬきう. ╁ おぇあょけえ うい くうた 
– こけ すさう-つっすにさっ つっかけゃっおぇ ぉっい こさけこうしおう. ╉けきうししうは しけしすぇゃうかぇ ぇおすに 
せつひすぇ こさけあうゃぇのとうた. 

╃け 24 うのくは くぇさせてうすっかはき くっけぉたけょうきけ けそけさきうすぬ ゃさっきっくくせの さっゅう-
しすさぇちうの. ╄しかう ょけおせきっくすぇ くっ ぉせょっす, くっかっゅぇかぇき ゅさけいうす てすさぇそ.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
╁ ╉┿[╋┿′╄ 
¨╉┿╆┿╊┿]を «╃〉[を» 
╁ しさっょせ 15 うのくは しけすさせょくう-

おう ╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ こさう こさけ-
ゃっょっくうう けこっさぇすうゃくけ-さけいにしお-
くにた きっさけこさうはすうえ いぇょっさあぇかう 
35-かっすくっゅけ ゅさぇあょぇくうくぇ. 

╁ たけょっ かうつくけゅけ ょけしきけすさぇ ゃ 
おぇさきぇくっ きけかけょけゅけ つっかけゃっおぇ こけ-
かうちっえしおうっ けぉくぇさせあうかう う ういなは-
かう くっぉけかぬてけえ ちっかかけそぇくけゃにえ 
こぇおっす, ゃ おけすけさけき くぇたけょうかけしぬ 
29 ゅさぇききけゃ N-きっすうかねそっょさけくぇ う 
けおけかけ こはすう ゅさぇききけゃ おせさうすっかぬ-
くけえ しきっしう «╃あう╁う┿て». ╉ぇお しけ-
けぉとうかう しけすさせょくうおう せゅけかけゃくけゅけ 
さけいにしおぇ, きせあつうくぇ くぇたけょうかしは 
ゃ しけしすけはくうう くぇさおけすうつっしおけゅけ 
けこぬはくっくうは. ]っえつぇし ゃ けすくけてっ-
くうう くぇさおけきぇくぇ  ゃけいぉせあょっくけ 
せゅけかけゃくけっ ょっかけ こけ しすぇすぬっ «′っ-
いぇおけくくけっ こさうけぉさっすっくうっ うかう 
たさぇくっくうっ ぉっい ちっかう しぉにすぇ くぇさ-
おけすうつっしおうた しさっょしすゃ ゃ けしけぉけ 
おさせこくけき さぇいきっさっ».

╉¨╂╃┿ [〉╉╇ 
』╄【〉〈]ぅ…
13 うのくは ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きう-

おさけさぇえけくっ ぉにか しけゃっさてひく ゅさぇぉひあ. 
╋けかけょけえ つっかけゃっお ゃ おけきこぇくうう ょゃけ-
うた くっしけゃっさてっくくけかっすくうた ょさせいっえ, 
こけょゃにこうゃ, さってうか こけおゃうすぇすぬしは いぇ 
しすぇさにっ けぉうょに しけ しゃけうき いくぇおけきにき. 

╉けきこぇくうは こさうてかぇ ょけきけえ お 
けぉうょつうおせ; っゅけ ゃにいゃぇかう くぇ かっしす-
くうつくせの こかけとぇょおせ う くぇつぇかう 
ういぉうゃぇすぬ. ╁にきっしすうゃ くぇ くっこさう-
はすっかっ ゃしの いかけしすぬ, すさけうちぇ こさう-
たゃぇすうかぇ くけせすぉせお う しおさにかぇしぬ. 
‶さうえょは ゃ しっぉは, こけしすさぇょぇゃてうえ 
こけいゃけくうか ゃ こけかうちうの. ]けすさせょくう-
おう ╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ ゃ すけす あっ 
ょっくぬ いぇょっさあぇかう ょゃけうた こけょさけしす-
おけゃ. ]けゃっさてっくくけかっすくっゅけ いぇすっえ-
くうおぇ おさけゃぇゃけえ さぇいぉけさおう う ゅさぇ-
ぉっあぇ こけえきぇかう くぇ しかっょせのとうえ 
ょっくぬ. ╁ けすくけてっくうう ゃしった すさけうた 
ゃけいぉせあょっくけ せゅけかけゃくけっ ょっかけ.

‶けょゅけすけゃうかぇ 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

‶¨╁╄]〈╉┿  45 ╆┿]╄╃┿′╇ぅ 
╃〉╋｠ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿ 
╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは: 23.06.2011 ゅけょぇ. 
╁さっきは こさけゃっょっくうは: 09-00 つぇしけゃ.
1. ¨ こさけすっしすっ こさけおせさけさぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ わ01-

11/874 う  ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ ‶けかけあっくうっ «¨ こけ-
さはょおっ せこさぇゃかっくうは う さぇしこけさはあっくうは きせくうちうこぇかぬくけえ 
しけぉしすゃっくくけしすぬの きせくうちうこぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは «ゅ. 
╀っさひいけゃしおうえ», せすゃっさあょひくくけっ さってっくうっき ╀っさひいけゃしおけえ 
ゅけさけょしおけえ ╃せきに けす 13.03.2002 ゅけょぇ.

2. ¨ぉ ¨すつひすっ け ょっはすっかぬくけしすう ╃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 いぇ こっさうけょ し けおすはぉさは 2008 ゅけょぇ こけ 
ょっおぇぉさぬ 2010 ゅけょぇ.

3. [ぇいくけっ.
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┿かっおしぇくょさ ]╇〈′╇╉¨╁, «]ゃけぉけょくぇは こさっししぇ»

╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′〉ぃ おぇすぇしすさけそせ 1941 ゅけょぇ ぉにかけ ぉに くっこさぇゃうかぬくけ さぇししきぇすさう-
ゃぇすぬ ゃくっ けぉとっえ うしすけさうつっしおけえ おぇさすうくおう. ╀っいせしかけゃくけ, ゃっさきぇたす お くぇつぇかせ ╁¨╁ ぉにか 

かせつてっえ ぇさきうっえ きうさぇ. ′っきちぇき たゃぇすうかけ すさひた くっょっかぬ, つすけぉに さぇいゅさけきうすぬ 《さぇくちうの う 
‶けかぬてせ, おけすけさにっ う こけ くぇしっかっくうの, う こけ すっささうすけさうう ぉにかう しけこけしすぇゃうきに し ╂っさきぇくうっえ.

╂さぇきけすくけ けこっさうさせは ぇさすうかかっさうっえ, すぇくおぇきう, 
こったけすけえ う てすせさきけゃけえ ぇゃうぇちうっえ, つぇしすう ゃっさ-
きぇたすぇ くっ けしすぇゃかはかう てぇくしけゃ しゃけうき こさけすうゃ-
くうおぇき. ┿くぇかうい ょくっゃくうおけゃ う こうしっき くっきっちおうた 
しけかょぇす くぇつぇかぇ ゃけえくに ゃにはゃうか したけあっしすぬ けちっ-
くけお, し はゃくけ こさっいさうすっかぬくにき けすすっくおけき – «ゅかせ-
こぇは, ぇきけさそくぇは, ゃすけさけしけさすくぇは くぇちうは». ╇したけょ 
こけつすう かのぉけゅけ ぉけは ぉにか こさっょけこさっょっかひく: っしかう 
ぇすぇおけゃぇかう おさぇしくけぇさきっえちに, しけかょぇすに ゃっさきぇた-
すぇ さぇししすさっかうゃぇかう うた, おぇお ゃ すうさっ; っしかう ぉけえちに 
╉さぇしくけえ ┿さきうう せたけょうかう ゃ けぉけさけくせ, すけ うた ぉっい-
あぇかけしすくけ «こっさっきぇかにゃぇかう» ぇさすうかかっさうは う ぉけき-
ぉぇさょうさけゃとうおう. 

╋っあょせ すっき, ゃしひ ぉにかけ くっ すぇお けょくけいくぇつくけ. 
]ぇきけえ きけとくけえ う せょぇさくけえ しうかけえ ゃ ゅっさきぇくしおけえ 
ぇさきうう しつうすぇかうしぬ すぇくおう. ′ぇ ょせかっ しゃけっゅけ けさせ-
ょうは すぇくおうしすに ‶ぇくちっさゃぇそそっ くぇくけしうかう ぉっかけえ 
おさぇしおけえ ゃっさすうおぇかぬくにっ こけかけしおう – こけ けょくけえ いぇ 
おぇあょにえ させししおうえ すぇくお. ╁ ちっかけき ゃ 1941-1945 
ゅけょぇた くぇ おぇあょにえ こけょぉうすにえ くっきっちおうえ すぇくお 
こさうたけょうかけしぬ すさう くぇてうた. ╇ ねすけ ゃけこさっおう すったくう-
つっしおうき たぇさぇおすっさうしすうおぇき. ′っきっちおうっ すぇくおけゃにっ 
ぇしに せきっかう ゃけっゃぇすぬ, くけ うきっくくけ けくう こっさゃにっ こけ-
くはかう, つすけ ゃけえくぇ こさけうゅさぇくぇ. 

‶っさゃにきう, おすけ くぇ ょゃっくぇょちぇすにえ ょっくぬ ゃけえくに 
«こけいくぇおけきうかうしぬ» し 〈34, ぉにかぇ すぇくおけゃぇは ゅさせこ-
こぇ ╂っさきぇくぇ ╂けすぇ, おけすけさにえ ゃ しゃけひき ょくっゃくうおっ 
くぇこうしぇか けぉ «うしおかのつうすっかぬくけ すはあひかけき すぇくおけ-
ゃけき しさぇあっくうう». 

‶けおぇいぇすっかっく しかせつぇえ, こさけういけてっょてうえ ゃ くけ-
はぉさっ 1941 ゅけょぇ, おけゅょぇ けょうく すぇくお 〈34, こけょ おけ-
きぇくょけゃぇくうっき かっえすっくぇくすぇ ╃きうすさうは ╊ぇゃさうくっく-
おけ, ゃしすせこぇか ゃ ぉけえ し 18 くっきっちおうきう すぇくおぇきう, 
せくうつすけあうか てっしすぬ きぇてうく こさけすうゃくうおぇ う ぉかぇゅけ-
こけかせつくけ せてひか けす こさっしかっょけゃぇくうは. «〉 させししおうた 
こけはゃうかうしぬ けつっくぬ たけさけてうっ すぇくおう, − し ゅけさっつぬの 
おけくしすぇすうさけゃぇかう ゃ おけくちっ 1941 ゅけょぇ すぇくおうしすに 
‶ぇくちっさゃぇそそっ, − いさは きに ゃはいぇかうしぬ ゃ ねすせ つひさ-
すけゃせの ゃけえくせ». ╇きっくくけ 〈34, こけ しかけゃぇき ゅっくっ-
さぇか-きぇえけさぇ ゃっさきぇたすぇ ╀せさおたぇさすぇ ╋のかかっさ-╂うか-
かっぉさぇくょぇ, しにゅさぇかう ゅかぇゃくせの さけかぬ ゃ しこぇしっくうう 
させししおけえ しすけかうちに. 

╁きっしすっ し こっさゃにきう しっさぬひいくにきう こけすっさはきう 
すけくぇかぬくけしすぬ くっきっちおうた こうしっき しきっしすうかぇしぬ けす 
こさっいさっくうは お させししおけきせ くぇさけょせ お すけしおっ こけ しっ-
きっえくにき ちっくくけしすはき, お きっつすぇき けぉ けすこせしおっ う 
すはあひかけえ そさけくすけゃけえ あういくう. ╀かうちおさうゅ くっ こけ-
かせつうかしは. 〉 ╉さぇしくけえ ┿さきうう くぇつぇか ゃにさぇぉぇすに-
ゃぇすぬしは うききせくうすっす けす しすさぇたぇ こっさっょ ゃっさきぇたすけき. 
╇ くっきぇかせの さけかぬ ゃ ねすけき しにゅさぇか おけくしすさせおすけさ 
╋うたぇうか ╇かぬうつ ╉けておうく, おけすけさにえ っとひ 26 しっく-
すはぉさは 1940 ゅけょぇ ゃ ゃけいさぇしすっ 42-た かっす せてひか うい 
あういくう. ╇きっくくけ っゅけ すぇくおう さぇいさせてうかう きうそ け 
くっこけぉっょうきけしすう ‶ぇくちっさゃぇそそっ. 

╇いけぉさっすっくうは っとひ けょくけゅけ させししおけゅけ せつひくけゅけ, 
╄ゃゅっくうは ¨しおぇさけゃうつぇ ‶ぇすけくぇ, しにゅさぇかう ゃぇあ-
くっえてせの さけかぬ ゃ こっさっかけきくけえ ╉せさしおけえ ╀うすゃっ. 
‶けしかっ すけゅけ おぇお ゅっさきぇくしおけっ おけきぇくょけゃぇくうっ くぇ-
ゃはいぇかけ すぇくおけゃけっ しさぇあっくうっ ゃ ‶さけたけさけゃしおけえ 
ゅけさかけゃうくっ (てうさうくけえ 8 おき), させししおぇは ぉさけくっすった-
くうおぇ, かうてひくくぇは きぇくひゃさぇ, けおぇいぇかぇしぬ こけょ あっ-
しすけつぇえてうき けゅくひき すはあひかにた くっきっちおうた すぇくおけゃ, 
し ぉけかっっ きけとくにきう こせておぇきう, う こけこぇかぇ ゃ ぇさ-
すうかかっさうえしおせの いぇしぇょせ. ]うすせぇちうの きけあくけ ぉにかけ 
うしこさぇゃうすぬ すけかぬおけ しせとっしすゃっくくにき つうしかっくくにき 
こっさっゃっしけき, つすけ う ぉにかけ しょっかぇくけ. ‶けすっさう ぉにかう 
しすさぇてくにっ, くけ くっきちっゃ, すけあっ けぉっしおさけゃかっくくにた ゃ 
ねすけき しさぇあっくうう, てけおうさけゃぇかけ こけはゃかっくうっ くけゃにた 
すぇくおけゃにた ぇさきぇょ させししおうた. ]すぇかけ けつっゃうょくにき, 
つすけ しけゃっすしおぇは すはあひかぇは こさけきにてかっくくけしすぬ うきっ-
っす ぉけかっっ ゃにしけおせの こさけういゃけょうすっかぬくけしすぬ すさせょぇ, 
くっあっかう くっきっちおうっ いぇゃけょに. ぁすけ ぉにかけ ょけしすうゅくせ-
すけ ぉかぇゅけょぇさは ゃくっょさっくうの くぇせつくけえ さぇいさぇぉけすおう 
╄ゃゅっくうは ‶ぇすけくぇ – ぇゃすけきぇすうつっしおけえ しゃぇさおっ, つすけ 
こけいゃけかうかけ しくういうすぬ すさせょけひきおけしすぬ こさけういゃけょ-
しすゃぇ すぇくおけゃ ゃ ゃけしっきぬ(!) さぇい. 

1942-え ゅけょ けおぇいぇかしは しぇきにき おさけゃぇゃにき ょかは 
]]][. ぁすけ ぉにか ゅけょ くぇょっあょに う さぇいけつぇさけゃぇくうえ. 
′っ せょぇかけしぬ さってうすぬ くう けょくけえ しすさぇすっゅうつっしおけえ 
いぇょぇつう, うぉけ くっ たゃぇすぇかけ ねそそっおすうゃくけえ こけょ-
ょっさあおう し ゃけいょせたぇ. ′け ぉにかけ ゃにうゅさぇくけ ゃさっきは, 
くっけぉたけょうきけっ ょかは さぇいさぇぉけすおう くけゃにた うしすさっぉう-
すっかっえ. 〈け, つすけ しょっかぇかけ ¨╉╀-21 こけょ させおけゃけょ-
しすゃけき ].┿. ╊ぇゃけつおうくぇ, うくぇつっ, おぇお おけくしすさせお-

すけさしおうき つせょけき くっ くぇいけゃひてぬ. ぁすけ ぉにか さにゃけお 
ゃこっさひょ. ╃っしはすうかっすくっっ けすしすぇゃぇくうっ けす しぇきけ-
かっすけゃ ╊のそすゃぇそそっ ぉにかけ こけつすう こさっけょけかっくけ. 
]おけさけしすぬ ╊ぇ-5《′ しけしすぇゃかはかぇ せあっ 590 おき ゃ 
つぇし. ╊ぇ-5《′ けおぇいぇかしは かせつてっ Bf.109G-2 う ゃ きぇ-
くっゃさっくくけしすう くぇ ゃっさすうおぇかはた. ‶けはゃかっくうっ ねすけゅけ 
しぇきけかひすぇ, ぇ すぇおあっ きぇししけゃけっ こさけういゃけょしすゃけ 
ぅお-7 おけくしすさせおちうう ┿.]. ぅおけゃかっゃぇ ゃ 1943 ゅけょせ 
ういきっくうかけ ぉぇかぇくし しうか. 

╁っしくけえ 1943 ゅけょぇ くぇつぇかぇしぬ ゃっかうおぇは ゃけいょせて-
くぇは ゃけえくぇ くぇょ ╉せぉぇくぬの. ] けぉっうた しすけさけく こけつすう 
ゃ っあっょくっゃくにた ぉけはた せつぇしすゃけゃぇかけ ょけ 80 しぇきけ-
かひすけゃ. ‶け くっおけすけさにき けちっくおぇき, ゃ ねすうた したゃぇすおぇた 
こさけすうゃくうおう こけすっさはかう ょけ すにしはつう しぇきけかひすけゃ. ╁ 
ねすうた ぉけはた しけゃっすしおうっ こうかけすに けすすぇつうゃぇかう しゃけひ 
きぇしすっさしすゃけ. 〈っこっさぬ せあっ くっきっちおうえ «きけかけょ-
くはお» しすぇくけゃうかしは かひゅおけえ ょけぉにつっえ しけゃっすしおうた 
かっすつうおけゃ けす ╀けゅぇ. ╊せつてうえ ぇし ╇ゃぇく ╉けあっょせぉ 
しぉうか 64 くっきっちおうた しぇきけかひすぇ. ╉ぇお うすけゅ, お 1944 
ゅけょせ ╁╁] ╉さぇしくけえ ┿さきうう せしすぇくけゃうかう こけかくけっ 
ゅけしこけょしすゃけ ゃ ゃけいょせたっ. 

[ぇししおぇいにゃぇは け こさうつうくぇた くっせょぇつ くぇつぇかぇ ゃけ-
えくに, くっかぬいは くっ しおぇいぇすぬ け くっきっちおけき ぇゃすけきぇすっ 
╋‶-40, こさけいゃぇくくけき «いかにき ゅっくうっき ぁき ‶う». 
╁しひき, おすけ ゃうょっか ねすけす ぇゃすけきぇす ゃ させおぇた ゅうすかっ-
さけゃちっゃ, おぇいぇかけしぬ, つすけ けく くぇこさぇゃかっく すけつくけ ゃ 
くうた. 22 うのくは ゃ ゃけえしおぇた ゃっさきぇたすぇ ぉにかけ ょけ こけ-
かせきうかかうけくぇ すぇおうた ぇゃすけきぇすけゃ. 〈けゅょぇ おぇお おさぇし-
くけぇさきっえちに ぉにかう ゃけけさせあっくに ゃしっゅけ かうてぬ 50 
すにしはつぇきう せしすぇさっゃてうた ‶‶╃.

]さけつくけ すさっぉけゃぇかけしぬ ゃけけさせあうすぬ ぉけえちけゃ 
╉さぇしくけえ ┿さきうう ぇゃすけきぇすぇきう, こさうつひき ゃ きぇししけ-
ゃけき こけさはょおっ. ′けゃにえ させししおうえ ぇゃすけきぇす-こせかっきひす 
ょけかあっく ぉにすぬ くっ すけかぬおけ かせつてっ くっきっちおけゅけ, 
くけ っとひ けつっくぬ すったくけかけゅうつくにき. 〉こけさ ょっかぇかしは 
くぇ ょってひゃにっ てすぇきこけゃぇくくにっ ょっすぇかう. ╂っけさゅうの 
【こぇゅうくせ せょぇかけしぬ さぇいさぇぉけすぇすぬ すぇおせの きぇてうくおせ 
しきっさすう, しこけしけぉくせの ゃにしすさっかうすぬ 70 すにしはつ さぇい 
ぉっい っょうくけえ こけかけきおう. ╉ すけきせ あっ ょかは っゅけ うい-
ゅけすけゃかっくうは くぇ しぇきけき こさけしすけき きったぇくうつっしおけき 
けぉけさせょけゃぇくうう すさっぉけゃぇかけしぬ ゃしっゅけ 5 つぇしけゃ 36 
きうくせす. 

╀っいせしかけゃくけ, さぇししおぇい け しけゃっすしおうた ういけぉさっ-
すぇすっかはた う おけくしすさせおすけさぇた, おけすけさにっ, ゃけけさせ-
あうゃてうしぬ つっさすひあくけえ ょけしおけえ, さってぇかう しせょぬぉせ 
ゃけえくに, ぉにか ぉに くっこけかくにき, っしかう くっ せこけきはくせすぬ 
け ぉけっゃけえ きぇてうくっ ╀╋-13 – いくぇきっくうすけえ «╉ぇすの-

てっ». 14 うのかは 1941 ゅけょぇ しけしすけはかぇしぬ っひ «こさっ-
いっくすぇちうは» こけょ ¨さてっえ. ╂うすかっさけゃしおうっ うくあっくっ-
さに すぇお う くっ しきけゅかう しけいょぇすぬ «くっつすけ こけょけぉくけっ», 
たけすは うきっくくけ けくう こっさゃにっ しけいょぇかう しうしすっきせ いぇか-
こけゃけゅけ けゅくは «Nebelwerfer» − てっしすうしすゃけかぬくにえ 
さっぇおすうゃくにえ きうくけきひす. 

』っさっい すさう ゅけょぇ し くぇつぇかぇ ゃけえくに しけゃっすしおうっ 
ゃけえしおぇ ぉにかう せおけきこかっおすけゃぇくに しけゃさっきっくくにき 
けさせあうっき う はゃかはかうしぬ ゅさけいくけえ しうかけえ. 23 うのくは 
1944 ゅけょぇ しすぇさすけゃぇかぇ けこっさぇちうは «╀ぇゅさぇすうけく». 
╇い 900 すにしはつ しけかょぇす [っえたぇ, おけすけさにた ぇすぇおけゃぇか 
けょうく きうかかうけく ょゃっしすう すにしはつ おさぇしくけぇさきっえちっゃ, 
こけゅうぉかう, ぉにかう さぇくっくに う こかっくっくに こけつすう 800 
すにしはつ. 〈けゅょぇ おぇお こけすっさう しけゃっすしおうた ぉけえちけゃ しけ-
しすぇゃうかう 178507 つっかけゃっお. 〉 くっきちっゃ ぉにかけ せくうつ-
すけあっくけ 2735 すぇくおけゃ う 631 しぇきけかひす こさけすうゃ くぇ-
てうた 2956 すぇくおけゃ う 822 しぇきけかひすけゃ. 

╀っいせしかけゃくけ, こけぉっょに しけゃっすしおうた ゃけえしお おけささっ-
かうさせのす こけ しさけおぇき し さぇいさぇぉけすおけえ う きぇししけゃにき 
ゃくっょさっくうっき しけゃさっきっくくけゅけ けさせあうは. ╇い ねすけゅけ 
くぇこさぇてうゃぇっすしは ゃけこさけし: きけゅかぇ かう ╉さぇしくぇは ┿さ-
きうは こさう くぇかうつうう ゃ しすさぇくっ ぉかっしすはとっえ こかっはょに 
せつっくにた, ゃけっくくにた おけくしすさせおすけさけゃ, うくあっくっさけゃ 
ういぉっあぇすぬ さぇいゅさけきくにた こけさぇあっくうえ ゃ しぇきけき くぇ-
つぇかっ ゃけえくに? ¨すゃっす けょくけいくぇつっく – きけゅかぇ. ¨ょ-
くぇおけ しさっょくっゃっおけゃにっ ゃいゅかはょに くぇ せしすさけえしすゃけ 
ゅけしせょぇさしすゃぇ う かうつくにっ おぇつっしすゃぇ ]すぇかうくぇ, せいせさ-
こうさけゃぇゃてっゅけ ゃかぇしすぬ ゃ ]]][, こさうゃっかう しすさぇくせ ゃ 
1941 ゅけょせ お おぇすぇしすさけそっ. 

╆ぇ くっしおけかぬおけ かっす ょけ くぇこぇょっくうは ╂うすかっさぇ 
しけゃっすしおぇは くぇせおぇ, ゃ すけき つうしかっ う ゃ けぉかぇしすう 
ゃけけさせあっくうえ, こけょゃっさゅかぇしぬ きぇししけゃにき さっ-
こさっししうはき. ‶け ょぇくくにき «╋っきけさうぇかぇ», ぉにかう 
さぇししすさっかはくに う いぇゅくぇくに ゃ かぇゅっさは 224 つかっくぇ 
ぇおぇょっきうう くぇせお, しけすくう こさけそっししけさけゃ, ょっしはすおう 
すにしはつ ょけちっくすけゃ う すぇかぇくすかうゃにた うくあっくっさけゃ. 
╉ こさうきっさせ, ┿ょけかぬそ ╃うお, しけぇゃすけさ 〈34, ゃ 1937 
ゅけょせ ぉにか こさうゅけゃけさひく お 20 ゅけょぇき かぇゅっさっえ. 
╁ すけ あっ ゃさっきは ゃかぇしすう ╂っさきぇくうう しけいょぇゃぇかう 
しゃけうき せつひくにき うょっぇかぬくにっ せしかけゃうは. ¨くう さぇ-
ぉけすぇかう ゃ こさっおさぇしくにた かぇぉけさぇすけさうはた, ゃしっゅょぇ 
こけかせつぇかう ゃしひ, つすけ たけすっかう. ′っ しかせつぇえくけ お 
おけくちせ ゃけえくに くっきちに しけいょぇかう くけゃけっ しせこっさけ-
させあうっ – ぉぇかかうしすうつっしおうっ さぇおっすに. ] いぇこせしおぇ 
すさけそっえくにた, ぇ こけいあっ きけょうそうちうさけゃぇくくにた さぇ-
おっす «《ぇせ-2» くぇつうくぇかうしぬ おぇお ぇきっさうおぇくしおぇは, 
すぇお う しけゃっすしおぇは おけしきうつっしおうっ こさけゅさぇききに...

╃╄〈╇ ╁¨╈′｠

«…È ß ÂÅÐÍÓÑÜ, ÒÎËÜÊÎ Î×ÅÍÜ ÆÄÈ»
╋ぇさうは 【┿╉╇[¨╁┿, こ. ╋けくっすくにえ
¨すちぇ ゃいはかう くぇ そさけくす ゃ 1942-き. 

‶さけとぇかしは ′うおけかぇえ ╁ぇしうかぬっゃうつ 〈っぉっ-
かっゃ し  ょっさっゃくっえ ¨しすさけゃくけえ, つすけ ゃ ╉う-
さけゃしおけえ けぉかぇしすう, かっしくうつっしすゃけき, ゅょっ 
さぇぉけすぇか っゅっさっき, う  しっきぬひえ し すはあひかにき 
しっさょちっき. ╀せょすけ つせゃしすゃけゃぇか: ぉけかぬてっ 
くっ せゃうょうすしは し さけょくにきう くうおけゅょぇ. ╇い-
ゃっとっくうっ, つすけ けすっち こさけこぇか ぉっい ゃっしすう, 
こさうてかけ ゃ ねすけき あっ ゅけょせ. ′け ゃっょぬ ぉっい 
ゃっしすう – くっ いくぇつうす, つすけ こけゅうぉ. ╇ ╄ゃょけ-
おうは ╇ゃぇくけゃくぇ, こっさっあうゃてぇは きせあぇ くぇ 
40 かっす, ゃしっ ねすう ゅけょに ゃっさうかぇ う くぇょっ-
はかぇしぬ: しっえつぇし しおさうこくせす ゃけさけすぇ, う くぇ 
こけさけゅっ こけはゃうすしは っひ ′うおけかぇえ…

¨しすぇゃてうしぬ けょくぇ し しっきぬの ょっすぬきう, 
こけてかぇ さぇぉけすぇすぬ くぇ おけかたけいくせの そっさ-
きせ しゃうくぇさおけえ, ぇ こけすけき すっかはすくうちっえ. 
[ぇぉけすぇ けす いぇさう ょけ いぇさう, ぉっい こさぇいょくう-
おけゃ う ゃにたけょくにた. ┿ ょけきぇ – しゃけひ たけいはえ-
しすゃけ, さっぉはすうてっお – きぇか-きぇかぇ きっくぬてっ.  
]ぇきぇは きかぇょてぇは, [うききぇ, ょぇあっ くっ いぇ-
こけきくうかぇ けすちぇ: っえ うしこけかくうかけしぬ ゃしっゅけ 
ょゃぇ ゅけょぇ, おけゅょぇ けく こけゅうぉ. 

‶けねすけきせ くっゃっょけきぇ ぉにかぇ っえ すけしおぇ 
きぇすっさう こけ きせあせ, くっ ゃうょっかぇ, おぇお, 
くぇおけさきうゃ う せかけあうゃ ゃしった しこぇすぬ, すぇ 
きゅくけゃっくくけ いぇしにこぇかぇ, くっ せしこっゃ こけ-
かけあうすぬ ゅけかけゃせ くぇ こけょせておせ. ‶けくうきぇ-
くうっ う けしけいくぇくうっ あっくしおけゅけ ゅけさは こさう-
てかけ し ゃけいさぇしすけき, くけ [うききぇ たけさけてけ 
こけきくうす, おぇお ゃきっしすっ し きぇきけえ う ぉさぇ-
すけき たけょうかぇ くぇ こけおけし, つすけぉに いぇゅけすけ-
ゃうすぬ しっくけ ょかは おけさきうかうちに-ぉせさひくおう, 
おぇお しおかぇょにゃぇかぇ ょさけゃぇ ゃ こけかっくくうちせ, 
こさうゃっいひくくにっ うい かっしぇ, おぇお し さっぉはすぇ-
きう くぇ おけかたけいくけき こけかっ しけぉうさぇかぇ いぇ-
きひさいてせの おぇさすけておせ, ぇ こけすけき, しょぇゃうゃ 
っひ ゃ かぇょけておぇた, かっこうかぇ かっこひておう う 
こっおかぇ うた くぇ つせゅせくくけえ こかうすっ.

╁ ′うあくっすぇゅうかぬしおけき そぇぉさうつくけ-いぇ-
ゃけょしおけき せつうかうとっ [うききぇ ゃにせつうかぇしぬ 
しくぇつぇかぇ くぇ しすさっかけつくうおぇ, ぇ こけすけき くぇ 
てすせおぇすせさぇ-きぇかはさぇ. ′ぇ さぇぉけすせ こけこぇ-
かぇ ゃ ╄ゅけさてうくしおけっ けすょっかっくうっ あっかっい-
くけえ ょけさけゅう, ゃにてかぇ いぇきせあ う ゃきっしすっ 
し しせこさせゅけき こっさっったぇかぇ ゃ ╋けくっすくにえ. 

╆ょっしぬ くぇ すさぇおすけさけさっきけくすくけき いぇゃけょっ 
[うききぇ ′うおけかぇっゃくぇ ╁っさてうくうくぇ すさせ-
ょうかぇしぬ 35 かっす. ╁ こっさっしすさけえおせ こけこぇかぇ 
こけょ しけおさぇとっくうっ, う こさうてかけしぬ ったぇすぬ 
ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅ くぇ こけうしおう さぇぉけすに. 
╁ ゃけっくくけ-おかうくうつっしおうえ ゅけしこうすぇかぬ 
わ254 すさっぉけゃぇかうしぬ しぇくうすぇさおう. ╁けす 
すせす-すけ ねたけ ゃけえくに う おけしくせかけしぬ っひ: 
こさうてかけしぬ せたぇあうゃぇすぬ いぇ うくゃぇかうょぇきう 
╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ う さぇくっくに-
きう きけかけょにきう しけかょぇすうおぇきう, こさうゃっ-
いひくくにきう くぇ かっつっくうっ うい ゅけさはつうた すけ-
つっお. ¨おさけゃぇゃかっくくにっ ぉうくすに, しすけくに, 
こさけしぬぉに け こけきけとう… すぇおぇは こさぇゃょぇ 
ゃけえくに, け おけすけさけえ けくぇ いくぇかぇ すけかぬ-
おけ こけ そうかぬきぇき う おくうゅぇき. ]おけかぬおうき 
ぉけかぬくにき [うききぇ ′うおけかぇっゃくぇ こけきけゅかぇ 
う しかけゃけき, う ょっかけき – くっ しつうすぇかぇ. 

╃け しうた こけさ くっ きけあっす けくぇ いぇぉにすぬ 
╃きうすさうは ╊っゃつっくおけ, おけすけさけゅけ ょけしすぇ-
ゃうかう うい 』っつくう. ╁ けょくけき うい しさぇあっ-
くうえ っゅけ さぇくうかけ. ╉けくしうかうせき ゃけっく-
くけ-きっょうちうくしおけえ おけきうししうう こさうくはか 

すはあひかけっ さってっくうっ: しこぇしすう こぇさっくぬ-
おぇ きけあくけ かうてぬ ぇきこせすぇちうっえ させお う 
くけゅ. ′っしおけかぬおけ ょくっえ けく かっあぇか, くっ 
けしけいくぇゃぇは, つすけ し くうき こさけういけてかけ. 
‶けしかっ つぇしぇきう けすさってひくくけ しきけすさっか 
ゃ こけすけかけお, くっ こさけういくけしは くう しかけゃぇ, 
けすおぇいにゃぇはしぬ けす こうとう. ]おけかぬおけ あっ 
こけくぇょけぉうかけしぬ [うききっ ′うおけかぇっゃくっ 
ょせてっゃくにた しうか, つすけぉに さぇいゅけゃけさうすぬ 
╃うきせ, せしこけおけうすぬ, こさうけぉけょさうすぬ, こけ-
きけつぬ こけゃっさうすぬ ゃ しゃけう しうかに. ╇ ゃっょぬ 
せょぇかけしぬ!

』っさっい くっしおけかぬおけ かっす しせょぬぉぇ «しゃっ-
かぇ» っひ し くうき ゃ すっかっねそうさっ. ╁けす おぇお 
けぉ ねすけき ゃしこけきうくぇっす [うききぇ ′うおけ-
かぇっゃくぇ: «]きけすさの けょくぇあょに すっかっゃう-
いけさ. ╇ょひす こっさっょぇつぇ うい さっぇぉうかうすぇ-
ちうけくくけゅけ ちっくすさぇ うきっくう ╀せさょっくおけ 
ゃ ╋けしおゃっ. ]かにてせ, ゃさぇつう ょぇのす さっ-
おけきっくょぇちうう, おぇお ぇょぇこすうさけゃぇすぬしは 
せつぇしすくうおぇき ぉけっゃにた けこっさぇちうえ こけ-
しかっ すはあひかにた すさぇゃき う さぇく. ╇ ゃょさせゅ 
ゃ けょくけき うい ゅっさけっゃ しのあっすぇ は せいくぇの 

╃うきせ! 〉かにぉぇっすしは, こけょくうきぇっす けょくせ 
させおせ, こけすけき ょさせゅせの, たかけこぇっす こけ おけ-
かっくはき くけゅ. ╉けくっつくけ, ねすけ こさけすっいに, 
くけ けく すぇお かけゃおけ うきう きぇくうこせかうさけ-
ゃぇか, つすけ こけさぇいうか ゃしった こさうしせすしすゃせ-
のとうた ゃ いぇかっ. ┿せょうすけさうは ゅさけきおけ 
ぇこかけょうさけゃぇかぇ, おけゅょぇ けく ゃいはか うゅけかおせ 
う… しすぇか ゃにてうゃぇすぬ, ぇ こけすけき うしおせしくけ 
さうしけゃぇすぬ. ‶けいょくっっ こさけつかぇ ゃ けょくけえ 
うい ゅぇいっす しすぇすぬの «′っゃっさけはすくけ, くけ 
ねすけ そぇおす», うい おけすけさけえ せいくぇかぇ, つすけ 
╃うきぇ あっくぇす, こけしすさけうか しゃけうきう させおぇ-
きう ょけき, ゃけしこうすにゃぇっす ょっすっえ».

]ぇきぇ [うききぇ ′うおけかぇっゃくぇ くぇたけょうす-
しは くぇ いぇしかせあっくくけき けすょにたっ. ╄え 70 
かっす, くけ ゃにゅかはょうす きけかけあぇゃけ. ╄ひ こけ-
ゃしっょくっゃくぇは あういくぬ くぇこけかくっくぇ いぇぉけ-
すぇきう け ょっすはた う ゃくせおぇた. ‶さぇゃょぇ くっす-
くっす, ょぇ う ゃしこけきくうす けくぇ しけぉしすゃっくくけっ 
ゃけっくくけっ ょっすしすゃけ, いゃけく おけしに くぇ こけ-
おけしっ う かっこひておう うい きひさいかけえ おぇさすけて-
おう, ゃおせしくっっ おけすけさにた, おぇいぇかけしぬ, くう-
つっゅけ くっす くぇ しゃっすっ.

¨〈╁╄〈｠ ′┿ ]╉┿′╁¨[╃, 
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‶ぇゃっか ]╄[╂╇╄′╉¨, のさうしす
╋うくぬおぇ [けゅけあくうおけゃ こけすっさはか けすちけゃしおせの そぇ-

きうかうの, おけゅょぇ ゃ 1945 ゅけょせ こさう こけかせつっくうう こぇ-
しこけさすぇ っゅけ いぇこうしぇかう こけ ょけおせきっくすぇき きぇすっさう, 
¨おせくちっゃけえ ┿くくに 《うかうここけゃくに. ┿ ゃしひ こけすけきせ, 
つすけ きっすさうおぇ ぉにかぇ せすさぇつっくぇ, ぇさたうゃくにっ ょけおせ-
きっくすに くっ しけたさぇくうかうしぬ. ¨すっち ╋うくぬおう, ╋うたぇうか 
╁ぇしうかぬっゃうつ [けゅけあくうおけゃ, こけゅうぉくっす ゃ ぉけはた こけょ 
[うゅけえ, せ しっかぇ ╁うちせきっくうっおう, ゅょっ う ぉせょっす こけたけさけ-
くっく ゃ 1944 ゅけょせ.

╋うてぇ せ [けゅけあくうおけゃにた ぉにか こっさゃっくちっき, けく さけ-
ょうかしは 14 きぇさすぇ 1929-ゅけ, ぇ こけしかっ こけはゃうかうしぬ くぇ 
しゃっす っとひ すさけっ さっぉはすうてっお, しぇきにえ きかぇょてうえ – ゃ 
こけしかっょくうえ ょけゃけっくくにえ ゅけょ. ╁ 1942-き 13-かっすくうえ 
╋うくぬおぇ しすぇか しすぇさてうき きせあつうくけえ ゃ ょけきっ: けすっち, 
さぇぉけすぇゃてうえ ゃ ╀っさひいけゃしおけき いぇきっしすうすっかっき こさっょ-
しっょぇすっかは ゅけさおけきたけいぇ, せてひか くぇ そさけくす ょけぉさけ-
ゃけかぬちっき. 

╃かは ゃけえくに ゃぇあっく ぉにか くっ すけかぬおけ そさけくす, 
くけ う すにか. ╀っさひいけゃしおうえ こけしすぇゃかはか しくぇさは-
ょに ょかは ╉ぇすのて う ゃけかぬそさぇきけゃせの させょせ ょかは 

ぉさけくう, けょくぇおけ ゅかぇゃくにき けしすぇゃぇかぇしぬ ょけぉにつぇ 
いけかけすぇ. ′ぇ ゃしった こさっょこさうはすうはた けしくけゃくけえ さぇ-
ぉけつっえ しうかけえ ぉにかう あっくとうくに う こけょさけしすおう. 
╋うくぬおぇ [けゅけあくうおけゃ, つすけぉに しこぇしすう しっきぬの けす 
ゅけかけょぇ, こけてひか くぇ させょくうお. ╁ ゃけえくせ ゃ «╀っ-
さひいけゃしおいけかけすっ» いくぇつうかけしぬ こはすぬ させょくうおけゃ う 
きくけあっしすゃけ てぇたす. ╉けゅょぇ ╋うくぬおぇ こさうくひし こっさ-
ゃにえ こぇひお ゃ ょけき, きぇすぬ, せぉさぇゃ こさけょせおすに, しきせ-
とぇはしぬ, こさけすはくせかぇ しにくせ ょゃっ こぇつおう きぇたけさおう, 
おけすけさにっ ぉにかう こけかけあっくに こけ てぇたすひさしおけきせ 
こぇえおせ. 

′っゃにしけおうえ, あうかうしすにえ ╋うくぬおぇ けす こさうさけょに 
ぉにか しきってかうゃにえ, ゃっしひかにえ, こっか う いくぇか きくけあっ-
しすゃけ こっしっく う つぇしすせてっお. ╀さうゅぇょぇ, ゃ おけすけさけえ けく 
さぇぉけすぇか, しこかけてぬ しけしすけはかぇ うい あっくとうく, すっ, ゅかはょは 
くぇ たせょけしけつくけゅけ こぇさっくぬおぇ, けぉっさっゅぇかう う あぇかっかう 
っゅけ. ╁ しかせつぇっ ぇゃさぇかぇ う, おぇお こさぇゃうかけ, ゃ おけくちっ 
しきっくに けくう ゅけゃけさうかう: «╋うておぇ, こけえ こっしくう, ぇ きに 
こけさぇぉけすぇっき». ╋うくぬおぇ せしすさぇうゃぇかしは くぇ はとうおぇた 
うかう くぇ こっさっゃひさくせすけえ ゃぇゅけくっすおっ う こっか, おぇお こけ 

╃けくせ ゅせかはっす おぇいぇお きけかけょけえ, «おけゅょぇ ぉ うきっか いかぇ-
すにっ ゅけさに う さっおう こけかくにっ ゃうくぇ» う «っしかう いぇゃすさぇ 
ゃけえくぇ». 

¨すくけてっくうっ ょぇあっ お きぇかけかっすくうき さぇぉけすくうおぇき 
こけ いぇおけくぇき ゃけっくくけゅけ ゃさっきっくう ぉにかけ けつっくぬ しせ-
さけゃにき. ¨ょくぇあょに いぇ くっゃにたけょ くぇ さぇぉけすせ ╋うくぬ-
おせ しせょうかう, くけ おけゅょぇ しせょぬは ╉けしすけせしけゃぇ せゃうょっかぇ 
しすけはゃてっゅけ ぉけしうおけき こけょさけしすおぇ, すけ… くぇ くっせき-
くけゅけ くぇつぇかぬくうおぇ ゃにくっしかぇ つぇしすくけっ けこさっょっかっ-
くうっ. ╋うくぬおっ あっ こけしかっ ねすけゅけ ゃにょぇかう ぉけすうくおう, 
ゃ おけすけさにた けく しすぇか たけょうすぬ くぇ さぇぉけすせ うい ょけきぇ くぇ 
せかうちっ ╉けききせくに, けおくぇきう ゃにたけょうゃてっゅけ くぇ さっつおせ 
╀っさひいけゃおせ…

╋うたぇうか ╋うたぇえかけゃうつ ¨おせくちっゃ し 1950 こけ 1954 
ゅけょに けすしかせあうか くぇ そかけすっ ゃけ ╁かぇょうゃけしすけおっ. ‶け-
しかっ こけてひか さぇぉけすぇすぬ くぇ させょくうお う ゃ ゅけさくけしこぇしぇ-
すっかぬくにえ ゃいゃけょ. ╁ 2000-き っゅけ くっ しすぇくっす. ╅っくぇ, 
ょけつぬ う しっしすさぇ ╋うたぇうかぇ ╋うたぇえかけゃうつぇ こけきくはす う 
つすはす けょくけゅけ うい きぇかけかっすくうた ゅっさけえしおうた すさせあっくう-
おけゃ すにかぇ. ╀せょっき こけきくうすぬ け くうた う きに…



╁ ちっかはた こさけゃっょっくうは ょくは ぉっしこかぇすくけえ 
のさうょうつっしおけえ こけきけとう ゃ [けししうう ╀っさっ-
いけゃしおうき きっしすくにき けすょっかっくうっき ][¨¨-
¨¨ «┿ししけちうぇちうは のさうしすけゃ  [けししうう» 23 
うのくは 2011 ゅけょぇ し 09.00 ょけ 18.00 つぇしけゃ 
ゃ ぇおすけゃけき いぇかっ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさっ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ぉせょっす こさけ-
ゃけょうすぬしは ょっくぬ けすおさにすにた ょゃっさっえ.

‶さうゅかぇてぇっき ゃしった あっかぇのとうた ょかは 
こけかせつっくうは ぉっしこかぇすくにた のさうょうつっしおうた 
おけくしせかぬすぇちうえ.

[╄╉╊┿╋┿

4 21 èþíÿ
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╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66268. 〈うさぇあ 2925 . ̈ ぉなっき 6 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.

〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

¨すょっか さっおかぇきに - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿, ╉うさうかか ¨[╊¨╁.
《けすけおけささっしこけくょっくす - ┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨.

‶さけしぬぉぇ くぇこさぇゃかはすぬ しけけぉとっくうは くぇ けょうく うい しかっょせのとうた ぇょさっしけゃ:
bgo@list.ru – ょかは けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきに ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ,
brreklama@mail.ru– ょかは さっおかぇきに う ╁]╄》 ゃうょけゃ けぉなはゃかっくうえ,
bergrad@mail.ru – ょかは けぉさぇとっくうえ う いぇこさけしけゃ ゅさぇあょぇく.

‶けょぇすぬ けぉなはゃかっくうっ う こけょこうしぇすぬしは くぇ ゅぇいっすせ ゃに きけあっすっ おさせゅかけしせすけつくけ こけ ぉっしこかぇすくけきせ すっかっそけくせ: 8-800-3001-076.

╂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.

┿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 [

╄
╉
╊

┿
╋

┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 
』》╉╅【╉』『ょ:

8-950-65-41-363

• ┌〞┊〞┃┖┇┉ 
┍─┍┏┒┃┍━〞┌┇┞

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328

• ┏〞─┍┑┌┇┉┇ ━ ┉┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ (┅┄┌.)
• ┒─┍┏┘┇┕┚

‶さっょこさうはすうの すさっぉせっすしは 
けこっさぇすけさ ‶╉

8 (343) 357-33-80, 357-33-81

〈さっぉせのすしは 
 きぇしすっさ ねくっさゅけせつぇしすおぇ
 ねかっおすさうお
 せおかぇょつうお-せこぇおけゃとうお 

(あっくとうくぇ)
 ゅさせいつうお ゃ ちった (けす 17 かっす)
 けすょっかけつくうお
 しすけかはさ-しすぇくけつくうお

4-91-93

′けゃけきせ こさっょこさうはすうの ¨¨¨ «╋さぇきけさ-╋» 
こけ こさけういゃけょしすゃせ ょっおけさぇすうゃくけゅけ とっぉくは う しすさけえきぇすっさうぇかぇ
すさっぉせのすしは:

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ‶さけきいけくぇ, すっか. 345-06-01 
[っいのきっ くぇこさぇゃかはすぬ こけ ねか. こけつすっ: 71416@mail.ru

• ╀せたゅぇかすっさ 
くぇ こっさゃうつくせの ょけおせきっくすぇちうの

• ╋ったぇくうお-しくぇぉあっくっち
• ′ぇつぇかぬくうお こさけういゃけょしすゃぇ
• ぁかっおすさうお 

(こさけゃけょ)
• ╋っくっょあっさ こけ しぉにすせ 

(け/さ, いくぇくうっ ‶╉)

• ╋ぇてうくうしす こけゅさせいつうおぇ 
(け/さ)

• ╋ぇてうくうしす ょさけぉうかぬくけ-しけさすうさけ-
ゃけつくけえ せしすぇくけゃおう (╃]〉) (け/さ)

• ┿ゃすけおさぇくけゃとうお (け/さ)
• ]ゃぇさとうお
• ╋けくすぇあくうおう 

きっすぇかかけおけくしすさせおちうえ

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ
ÏÐÎÄÀÌ

╉けきくぇすぇ, せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, 
ょっさっゃ., 2/2, 11,7 き2. 『. 450 す.さ. 
8-953-386-15-37.

[╄╉╊┿╋┿

1-おけきく. おゃ., せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 
4/2. 8-922-10-27-250.

[╄╉╊┿╋┿

1-おけきく. おゃ., こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 
せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, おうさこ., 
5/5, 23 き2, し/せ しけゃき., ょせて. おぇぉうくぇ, 
こかぇしすうお. けおくけ. 『. 800 す.さ. 8-953-
386-15-37.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ. うかう こけきっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 8-904-98-
94-877.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., 1/5, おうさこ., «たさせと»., 
おけきく. ういけか., 40,6/25,6/6, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 52. 『. 1550 す.さ. 
8-922-178-65-18.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., ゅ. ┿かぇこぇっゃしお, さ-く 
『╂╀, せ/こ, 54,5 き2, かけょあうは 6 き2 

いぇしすっおかっくぇ, しっえそ-ょゃっさぬ, こかぇしす. 
けおくぇ, おけしきっす. さっきけくす. 8-902-274-
56-56, 8-902-274-56-57.

[╄╉╊┿╋┿

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., 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. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
16, ╀[, 58/41/6, 3/5, おうさこ. 〉ょけぉ. 
こかぇく., くけゃにっ すさせぉに, ぉぇすぇさっう. ╁ぇさ-
すに けぉきっくぇ! ]さけつくけ! 『. 2650 す.さ. 
372-41-68.

[╄╉╊┿╋┿

╃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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╆っき. せつ-おう, 20 き2, 14 き2, 10 き2, こけょ 
しすさ-ゃけ あうか. ょけきぇ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
こ. ]けかくっつくにえ, さぇいさぇぉけすぇくに. 
8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╂ぇさぇあ し けゃけとくけえ はきけえ, 27 き2, 
あ/ぉ, さ-く «╋っつっすぬ». 『. 80 す.さ. 
〈けさゅ. 8-912-24-45-066. 

[╄╉╊┿╋┿

ÎÁÌÅÍ
╋っくはの つぇしすぬ ょけきぇ 70 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, 7 しけすけお くぇ 
2-おけきく. おゃ. うかう こさけょぇき. 8-904-
98-94-877.

[╄╉╊┿╋┿

╋っくはの つぇしすくにえ ょけき (ゃけょぇ, 
ゅぇい, 6 しけす., さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ) くぇ 
1,5-2-おけきく. おゃ., ぉかぇゅけせしすさけっく-
くせの, 1, 2 ねす., こ. ]けゃっすしおうえ. 8-950-
64-29-770, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇしぇき, 
けすつっすくにっ ょけおせきっくすに. 8-965-53-
00-444.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

‶けきっとっくうっ ょかは きぇゅぇいうくけゃ 
う けそうしけゃ ゃ 2-ねすぇあ. いょぇくうう: 2 
ねす. – 300 き2 けす 500 させぉ./き2, こけょ-
ゃぇか.  こけき. − 300 き2 けす 250 させぉ./き2. 
8-908-90-61-661.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
╉ゃぇさすうさせ. 8-902-50-03-550.

[╄╉╊┿╋┿

╁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.

┿′ «╉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.

╁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.

‶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.

¨たさぇくくうお. ╂さぇそうお しせすおう つ/い 
ょゃけっ. 8-950-20-38-356, ┿かっおしっえ.

′ぇ こさ-ゃけ すさっぉせのすしは せこぇおけゃとう-
ちに. ╂さぇそうお ょっくぬ/くけつぬ, い/こ しょっかぬ-
くぇは. 4-77-66, 4-96-62.

╋っくっょあっさ ゃ けすょっか こさけょぇあ. 372-21-
16, 3-07-73.

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

╉かぇょけゃとうお (きせあ.), きっすういに, すっ-
こかけういけか. 8-902-87-03-077.

′ぇ しおかぇょ きっすぇかかぇ すさっぉせのすしは おかぇ-
ょけゃとうお (けこにす さぇぉけすに), しすさけ-
こぇかぬ. 8-922-13-55-840.

‶けゃぇさぇ 3, 4 さぇいさはょぇ, こけゃぇさ-
おぇししうさ, せぉけさとうちぇ. 4-09-35.

【うくけきけくすぇあくうお, い/こ けす 10 す.さ. 
8-912-278-66-81.

╋けくすぇあくうおう こけょなっきくけ-しっお-
ちうけくくにた ゃけさけす, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 
8 (343) 372-21-16, 379-05-99.

╉さぇしけすぇ う
いょけさけゃぬっ

]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.

[╄╉╊┿╋┿

[っきけくす ぉにすけゃけえ
すったくうおう

[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.

[╄╉╊┿╋┿

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

┥╉╋ ╆ぇ‒〉╈〈ぇ‒. ┵‶′╈‶′
8-922-21-14-098 [╄

╉╊
┿╋

┿

╅うゃけすくにっ
╁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.

[╄╉╊┿╋┿

╉《』【╅╇[╅

[╄
╉╊

┿╋
┿

8-904-38-78-067
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]すさけえきぇすっさうぇかに

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.

[╄╉╊┿╋┿

]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.

[╄╉╊┿╋┿

〉しかせゅう
〈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.

[╄╉╊┿╋┿

╇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.

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

]ぇくすったくうおぇ, ねか. きけくすぇあ: ゃしっ 
ゃうょに さぇぉけす. ┿おおせさぇすくけ, おぇつっしすゃっく-
くけ. ╋ぇしすっさ し きくけゅけかっすくうき しすぇあっき, 
せきっさっくくにっ ちっくに. ┿さしっくうえ, ぉっい ゃに-
たけょくにた. 8-902-44-14-019.

[╄╉╊┿╋┿

╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 89089024652.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

ÏÐÎÄÀÌ
╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 1100 させぉ. 8-902-
87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

╃さけゃぇ, 1000 させぉ. ‶うかけきぇすっさうぇか, いぇ-
ぉけさくにっ しすけかぉうおう. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

╃さけゃぇ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

¨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.

[╄╉╊┿╋┿

‶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.

[╄╉╊┿╋┿

]っくけ, ちっくに ゅうぉおうっ. 8-965-50-08-867.
[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
╊けき ょさぇゅけちっくくにた きっすぇかかけゃ. 
╃けさけゅけ. 8-965-50-47-266.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う
ゃけしこうすぇくうっ

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

[╄╉╊┿╋┿

╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.
[╄╉╊┿╋┿

╋うくう-しぇょうお. 8-950-65-65-476.
[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう
╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

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

╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

╃ってっゃけ. 8-908-91-34-165.
[╄╉╊┿╋┿

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

╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-20-28-222.
[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ
╉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 «╀っかぇさせしぬ-920», 
700 させぉ./つぇし. 4-00-23, 4-60-57.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

ÏÐÎÄÀÌ
′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.

[╄╉╊┿╋┿



]╃┿╋
• 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. 
『. 2000 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. 
『. 1500 す.さ. 〈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.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 8, 75,5/19/9, 2/2, ょっさっ-
ゃはくくにえ ょけき, し/せ, ゃけょぇ たけかけょくぇは. 『. 
450 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. 【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. ╋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. ┿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. ╀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.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 9/9, おうさこうつ, 
61/38,2/8,5, し/せ さぇいょ., かけょあうは いぇ-
しすっおかっくぇ. 『. 2400 す.さ.
• き-く «[ぇょせあくにえ», せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
2/1, 10/10, きけくけかうす, 57,6/40/11, し/せ 
しけゃきっとっく. 『. 2680 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.
• せつ-お 12 しけすけお, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ. 『. 600 す.さ.
]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.
• 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 34 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.
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╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ., こ. 【うかけゃおぇ. 〈っか. 8-965-
53-33-270.
• 1-, 2-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• ょけき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉきっ-
くぇ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• しぇょ, いっき. せつぇしすおう うかう こさっょかけあせ ゃぇ-
さうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-909-00-91-249.
• 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.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, ょっさっゃ., 2/2, 
11,7 き2. 『. 450 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.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. 〈さぇくしこけさ-
すくうおけゃ, 42, おうさこ., 5/5, 23 き2, し/せ 
しけゃき., ょせて. おぇぉうくぇ, こかぇしすうお. けおくけ. 
『. 800 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.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 2, 
2/5, 53/29/9, し/せ さぇいょ., かけょあうは. 
『. 2160 す.さ.
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. ╂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.

]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
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ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

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.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 16┿, ょけき しょぇく ゃ 2005 ゅ., 
おうさこ., 55/26/11, かけょあうは, 7/7. 『.  2700 
す.さ. 〈っか. 8-902-278-37-03.
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.

┿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.
• ゃ くけゃけき おけすすっょあ. こけしっかおっ 【うておう-
くけ 12 おき けす ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ (2 おき けす 
╀っさっいけゃしおけゅけ). ╉けすすっょあ 2 ねす., 153 き2, 
おうさこ., あ/ぉ こっさっおさにすうは, ぉかぇゅけせしすさ. 
こけょ おかのつ, せつぇしすけお 10 しけす. 『. 5700 
す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 8-909-009-12-49.
]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.
• いっき. せつぇしすおう ゃ こ. 【うておうくけ (12 おき 
けす ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 2 おき けす ╀っさっいけゃ-
しおけゅけ) けす 10 ょけ 20 しけすけお. 〈っか. 8-909-
009-12-49.
╂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.

• 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.
╉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.
• お/し わ 17, こ. ╋けくっすくにえ, 3,5 しけすおう, 
すっこかうちぇ, こぇさくうお, おせしすぇさくうおう, ねか-ゃけ, 
ゃけょぇ. 『. 120 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).

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-, 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., せ/こ, しさっょくうえ ねすぇあ.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ, 12,5 き2, ゃ 2-おけきく. おゃ., 
′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9/2, 
1/5. 『. 780 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. 【うかけゃおぇ, ゃ くけゃけき ょけきっ, せか. ′. 
╅けかけぉけゃぇ, 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 
• 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.
• 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. 』おぇかけゃぇ, 1┿, 2/2, おうさこ., おけき-
くぇすに しきっあくにっ, しけしす. たけさけてっっ. 『. 
1500 す.さ.
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, 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., 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., 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., 
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, 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.
]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.
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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.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• せか. ╋うさぇ, 3, 4/5, 18,5 き2, ゃ たけさ. 
しけしす., しっえそ-ょゃっさぬ, しすっおかけこぇおっす, 
おけきくぇすぇ う おせたくは, こさけゃっょっくぇ ゃけょぇ. 
『. 970 す.さ.
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.". 『. 1580 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.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
5, 2/2, 41/23/5,5, おけきく. しきっあ., こけかせ-
すけさぇおゃぇさすうさくうお. 『. 1 きかく.
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. 『. 550 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. ╋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. ╋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. ]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.
• 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. 『. 1700 す.さ. 〈けさゅ. 
〈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.
• せつ-お ゃ お/し «╋ぇかぇは ╉っょさけゃおぇ» こ. 
╉っょさけゃおぇ こけょ いぇしすさけえおせ, 8 しけす., 
しおゃぇあうくぇ. ][¨』′¨! 『. 150 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-912-208-70-34.
╂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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╁╄[′╇╉»
′╀‶, 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.

〉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

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

┿ょきうくうしすさぇちうは 
う おけかかっおすうゃ せつうすっかっえ ておけかに わ2 

ゃにさぇあぇのす しけぉけかっいくけゃぇくうっ 
‶ぇゃかせたうくせ ぃさうの ‶ぇゃかけゃうつせ 
こけ こけゃけょせ しきっさすう っゅけ あっくに 

]ゃっすかぇくに ╀けさうしけゃくに, 
せつうすっかは させししおけゅけ はいにおぇ う かうすっさぇすせさに.
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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. 
• "╃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.

¨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.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5. 『. 1520 
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. 〈けさゅ.
• 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.
╃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.

╇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

• 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».

]╃┿╋
• 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. 『. 600 す.さ. 〈けさゅ うかう けぉ-
きっくはの くぇ ょけき ゃ ょっさっゃくっ, ゅょっ っしすぬ 
さっつおぇ, ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉか.
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.
• ′╀‶, «たさせと.», 1 ねす., おけきく. しきっあ., 
こけしかっ おぇこうすぇかぬくけゅけ さっきけくすぇ. 『. 
1850 す.さ. 〈けさゅ.
╃けきぇ
• ょっさっゃ., ょゃせたおゃぇさすうさくうお (つぇしすぬ 
あうかけゅけ ょけきぇ), こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ‶さう-
ゃけおいぇかぬくぇは, あうかぇは こかけとぇょぬ 42 き2 
(ょゃっ おけきくぇすに, おせたくは, こっつおぇ, しっくおう), 
せょけぉしすゃぇ くぇ せかうちっ, ゅぇいぇ う ゃけょに ゃ 
ょけきっ くっす, いっきかは 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 
650 す.さ. ╇かう こけきっくはの し ょけこかぇすけえ くぇ 
1-おけきく. おゃ. ゃ こ. ╉っょさけゃおぇ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, 4 しけすおう ゃ おけか. 
しぇょせ わ11, ょけき かっすくうえ 5た4 (2 おけき.), 
うい ぉさせしぇ, ゃっさぇくょぇ うい しすっおかぇ, おさにてぇ 
こっさっおさにすぇ こさけそくぇしすうかけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか. ねくっさゅうは, しぇさぇえ うい ょけしけお 2た3, 
2 すっこかうちに, っしすぬ こけょゃぇかぬくけっ こけきっ-
とっくうっ, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゃしっ くぇしぇあ-
ょっくうは うきっのすしは. 『. 680 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.

4-95-25
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áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. ÊÎÌÍÀÒÛ

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

ïîä ñòèð. ìàøèíó
8-950-550-59-78

2/3 Îâîùí. îò-

äåëåíèå
2/3 19 íåò 930 000ð.

êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä., ãàç
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

Ãàãàðèíà, 5 4/5 21/12/5 íåò 1 350 000ð. ñòåêëîïàêåòû 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà,19 8/9 39/16/10 ëîäæèÿ 1 395 418ð.
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 000ð.

ñòåêëîïàêåòû, êàôåëü â 

âàííîé, ñåéô-äâåðü
8-950-550-59-78

Ìîíåòíûé, 

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

ñòåêëîïàêåòû, ðåìîíò, 

íîâàÿ ñàíòåõíèêà
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

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

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

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

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

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

Ñïîðòèâíàÿ,8 6/9 63/35/10 ëîäæèÿ 2 246 973ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

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

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

ïîñ. Ëåíèíñêèé, 

17
2/2 45/32/6 íåò 1 300 000ð.

êèðïè÷, ñ/ó ðàçä., çåì-

ëÿ, ó÷àñòîê ñ áàíåé
8-950-550-59-78

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

×/Ï.Íîâàÿ ñîâðåìåííàÿ 

êóõíÿ, âàðî÷íàÿ ïî-

âåðõíîñòü, 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 000ð.

ñòåêëîïàêåòû, ëàìèíàò, 

êîìí.ñìåæíûå (âàãîí-

÷èêîì), áàëêîí çàñòå-

êëåí, îáøèâêà âíóòð., 

âíåøíÿÿ

8-950-550-59-78

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

áàòàðåè è òðóáû ïîìåíÿ-

íû, äóø. êàáèíà, êîìí. 

èçîëèð., ñòåêëîïàêåòû

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãå-

ðîåâ,5
2/5 51/34/6 íåò 2 270 000ð.

2 ñìåæíûå êîìíàòû, 

äóøåâàÿ êàáèíà, ñòå-

êëîïàêåòû

8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà,12 3/5 59/40/6 áàëêîí çàñò. 2 400 000ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

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

Ãàãàðèíà,18 5/6 68/46/12 ëîäæèÿ 3 600 000ð.

ñòåêëîïàêåòû, çàìåíåíà 

ñàíòåõíèêà, òðóáû, óñòà-

íîâëåí êîíäèöèîíåð, 

ñèãíàëèçàöèÿ, âèäåîêà-

ìåðà, ä/ã, îñâîáîæä.

8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,8 9/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 681 583ð. ñäà÷à 4 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,21 5/5 62/45/7 áàëêîí 2 550 000ð. ïàíåëü, êîìí. èçîëèð., ÷/ï 8-950-550-59-78

Òåàòðàëüíàÿ,22 6/9 105/61/12 2 ëîäæèè 3 667 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ãàãàðèíà,18 3/6 85/61/9 ëîäæèÿ 3 855 000ð.
åâðîðåì., äèçàéíåðñê.

ïðîåêò
8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

êâ.ì.

ïëîùàäü 

çåìëè, ñîò
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí ñïå-

öèàëèñòà

ïîñ. Ìîíåòíûé, 

óë. Ãîðíÿêîâ
2 400 16 5 450 000ð.

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 000ð.

íà çåì. ó÷àñòêå ðàñïî-

ëîæåí íåäîñòðîåííûé 

äîì â 2 ýòàæà èç áðóñà, 

óñòàíîâëåíû ñòåêëîïà-

êåòû, ïîäâåäåíî ýë-âî, 

ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, 

öåíòðàëèçîâ. õîëîäíàÿ 

âîäà

8-950-550-59-78

ç/ó ïîñ. Áåëî-

ÿðñêèé, óë. 

Ñàäîâîäîâ

  6 105 000ð.
êàò. çåìåëü: çåìëè íà-

ñåë. ïóíêòîâ
8-950-550-59-78

ÑÏÎ ¹ 115 «×å-

ðåìøàíêà»
  11 650 000ð.

ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, 

âñå íàñàæäåíèÿ. Ìàë.

ëåòíèé äîì

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ

ïëî-

ùàäü, 

êâ.ì.

öåíà, ðóá îïèñàíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Òåàòðàëüíàÿ,22 öîêîëü/9 158,3 9 500 000ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 öîêîëü/9 77,3 4 990 000ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 öîêîëü/9 77,5 4 990 000ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

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

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 20,31 913 950ð.
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 620ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

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

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 15,74 708 300ð.
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 800ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

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

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 15,42 693 900ð.
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 800ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

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

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 13,93 626 850ð.
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 600ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

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

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 21,03 841 200ð.
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 000ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

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

Öèîëêîâñêîãî,16 öîêîëü/4 12,9 516 000ð.

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 180ð.

òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 

ãîäà

8-922-29-84-636

╉けか-
ゃけ  

おけき-
くぇす

┿ょさっし
ぁすぇあ/ 
ねすぇ-
あっえ

‶かけとぇょぬ 
けぉと/あうか/

おせた

╀ぇかおけく/ 
かけょあうは

『っくぇ  
す.さ.  ‶さうきっつぇくうっ

1/1 〈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 ╂ぇゅぇさうくぇ, 12ぇ 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

ょけき ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, 
8 ╋ぇさすぇ 1 58/44/8 せつ. 9,6 しけす. 3550

ゅぇい, ゃけょぇ, 
けぉきっく 
くぇ おゃ-させ

ょけき こ. ╋けくっすくにえ, 8 
╋ぇさすぇ 2 180 せつ. 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. 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. 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. 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 ┿╀]¨╊ぃ〈′¨ ╀╄]‶╊┿〈′｠╈
‶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%
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8-912-28-43-289, 

8 (343) 254-67-03



‶さけょぇき
ÏÎËÈÏÐÎÏÈ-

ËÅÍÎÂÛÅ 
ÌÅØÊÈ Á/Ó

1 てす. − 2 させぉ.

8-950-65-41-363 [╄
╉╊

┿╋
┿

〈さっぉせっすしは 
ゃけょうすっかぬ 

くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ 
させおけゃけょうすっかは 

╂┿╆-31105 
(けこにす, けす 35-50 かっす, 

ぉっい ゃさっょくにた こさうゃにつっお, 
かのぉうすっかっえ くっ ぉっしこけおけうすぬ)

8-904-544-13-05


