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‶¨╂¨╃┿ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ
]さっょぇ, 21 うのかは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき +28+31, くけつぬの +18+20
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 737 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 22 うのかは
ぅしくけ, ょくひき +34+36, 

くけつぬの +16+18
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 

2 き/し, ょぇゃかっくうっ 739 きき さす.しす.

– ╁に こさけたけょうすっ, くっ しすけえすっ ゃ ょゃっさはた, 
– こさうゅかぇてぇっす ╋ぇさうは ╂っけさゅうっゃくぇ. – 〉 
くぇし こけか こさけゃぇかうかしは! – こさうつうすぇっす たけ-
いはえおぇ, っょゃぇ こっさっしすぇゃかはは くけゅう こけ ゃけか-
くけけぉさぇいくにき こけかけゃうちぇき.  

 – ╃けき しおけさけ しけゃしっき させたくっす, – ゅけゃけ-
さうす っひ きせあ ╂っけさゅうえ ]すっこぇくけゃうつ. – ╋に 
っゅけ さっきけくすうさけゃぇかう, くけ すけかおせ けす ねすけ-
ゅけ くうおぇおけゅけ. ╀さひゃくぇ, おけすけさにっ しかせあぇす 
けこけさけえ そせくょぇきっくすぇ, ういゅくうかう こけかくけ-
しすぬの, ゃしっ つっすにさっ さはょぇ. ╂さうぉけお いぇ 
けょうく ゅけょ ゃしひ しなっか. ╃ぇかぬくっえてっっ さぇし-
こさけしすさぇくっくうっ こかっしっくう は けしすぇくけゃうか, 
くけ けくぇ しゃけっ ょっかけ しょっかぇかぇ. 

╁ すぇおけき ゃっすたけき ょけきっ, ゅょっ けす しすっく 
けすゃぇかうゃぇのすしは けゅさけきくにっ おせしおう てすせ-
おぇすせさおう, こけゃしのょせ ゃっしうす こぇせすうくぇ, ぇ 
くぇ こけすけかおっ ゃうょくっっすしは つひさくにえ ゅさう-
ぉけお, ゃにあうゃぇっす せつぇしすくうお ╁っかうおけえ ¨す-
っつっしすゃっくくけえ ゃけえくに, すけこけゅさぇそうつっしおうえ 
さぇいゃっょつうお ╂.]. 〉しにくうく.  
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╁しの こさけてっょてせの しせぉぉけすせ ゃ くぇ-
てっき ゅけさけょっ さぇぉけすぇかぇ しなっきけつくぇは 
ゅさせここぇ そっょっさぇかぬくけゅけ すっかっおぇくぇかぇ 
[╄′-TV. ╅せさくぇかうしすに こけぉにゃぇかう くぇ 
せつさっょうすっかぬくけえ おけくそっさっくちうう こぇ-
すさうけすけゃ ╀っさひいけゃしおけゅけ, ゃいはかう うく-
すっさゃぬの せ こさっょしすぇゃうすっかっえ こけかうすう-
つっしおうた こぇさすうえ う ぇおすうゃくにた ゅけさけあぇく. 
′ぇ ねすけえ くっょっかっ すっかっおぇくぇか [╄′-TV 
こけおぇあっす しのあっす け くぇてっき きはすっあ-
くけき ゅけさけょっ ゃ けょくけき うい ゃにこせしおけゃ 
しゃけっえ こさけゅさぇききに «′けゃけしすう.24». ╉ 
しけあぇかっくうの, こけょしおぇいぇすぬ くぇてうき つう-
すぇすっかはき すけつくけっ ゃさっきは きに こけおぇ くっ 
きけあっき, くけゃけしすう – ょっかけ くっこさっょしおぇ-
いせっきけっ. ╁にてっょてうえ しのあっす きけあくけ 
ぉせょっす こけしきけすさっすぬ くぇ しぇえすっ すっかっ-
おけきこぇくうう www.ren-tv.com.

‶けかのぉけゃぇゃてうしぬ くぇてうき ゅけさけ-
ょけき, すっかっゃういうけくとうおう うい ╋けしおゃに 
いぇうくすっさっしけゃぇかうしぬ っゅけ うしすけさうっえ. 
╆ぇうくすっさっしけゃぇかうしぬ くぇしすけかぬおけ, つすけ 
ょけ しぇきけゅけ ゃっつっさぇ こさけゅけしすうかう せ くぇ-
てうた おさぇっゃっょけゃ ╁ぇかっさうは う ╄ゃゅっくうは 
╊けぉぇくけゃにた. ╅せさくぇかうしすに しこせしおぇ-
かうしぬ ゃ ねおしおせさしうけくくせの てぇたすせ, しぇきう 
きにかう いけかけすけ, さぇししきぇすさうゃぇかう きせ-
いっえくにっ ねおしこけいうちうう. ╁ さっいせかぬすぇすっ, 
おぇお けぉっとぇっす おけささっしこけくょっくす [╄′-
TV ┿かっおしぇくょさ ╅っしすおけゃ (おしすぇすう, 
ぉっさっいけゃつぇくうく こけ さけあょっくうの), そっ-
ょっさぇかぬくにえ おぇくぇか ゃにこせしすうす ゃ ねそうさ 
ぉけかぬてけえ きぇすっさうぇか. ′ぇょっっきしは, つすけ 
しきけあっき けこけゃっしすうすぬ くぇてうた つうすぇすっ-
かっえ け ゃさっきっくう っゅけ ゃにたけょぇ.

╂ぇいっすぇ
ういょぇっすしは

し 20 しっくすはぉさは
1937 ゅ.

『っくぇ しゃけぉけょくぇは

2010
ゑどだづぞごと
20 ó0¿　

ヽ 81 (9606)
╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.
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╀╊¨╉┿╃┿ ‶[¨[╁┿′┿!

╃¨[¨╂╇╄"╋╄〈┿╊╊〉[╂╇#
‶さうきうすっ"くぇてう"

うしおさっくくうっ"こけいょさぇゃかっくうは"
し"こさけそっししうけくぇかぬくにき"こさぇいょくうおけき"Î"

╃くひき"きっすぇかかせさゅぇ#""

‶けいょさぇゃかはっき" ゃしった." おすけ" しゃはいぇか" しゃけの" しせょぬぉせ"
し"ねすけえ"くっこさけしすけえ"う"けこぇしくけえ."くけ"くっけぉたけょうきけえ"
さぇぉけすけえ#
╀かぇゅけょぇさは"ゃぇてっきせ"すぇかぇくすせ."すさせょせ"う"せしこったぇき."

しけたさぇくはのすしは"う"こさっせきくけあぇのすしは"かせつてうっ"すさぇょう/
ちうう"けすさぇしかう0
╅っかぇっき."つすけぉに"ゃぇてぇ"さぇぉけすぇ"こさうくけしうかぇ"せょけ/

ゃかっすゃけさっくうっ"う"ょけしすぇすけお0
′けゃにた"こさけそっししうけくぇかぬくにた"ょけしすうあっくうえ#"
╉さっこおけゅけ"いょけさけゃぬは."しつぇしすぬは"う"ぉかぇゅけこけかせつうは"

ゃぇき"う"ゃぇてうき"ぉかういおうき#
╇ゃぇくけゃ"╀0┿0."ゅっくっさぇかぬくにえ"ょうさっおすけさ"¨¨¨"Å]╄┿╊"う"╉Ç

』っおけさっくおけ"╊0]0."こさっょしっょぇすっかぬ"]〈╉



╃.╋╄╃╁╄╃╄╁: ╋に し ╁ぇきう こけ-
しかっょくうっ ょゃぇ ょくは けぉとぇかうしぬ し くぇ-
てうきう くっきっちおうきう こぇさすくひさぇきう. 
╋けゅせ ╁ぇき しおぇいぇすぬ, つすけ けくう ょけゃけかぬ-
くに すっき, おぇお ぉにかけ けさゅぇくういけゃぇくけ 
きっさけこさうはすうっ. ぅ たけすっか ぉに っとひ さぇい 
こけぉかぇゅけょぇさうすぬ ゃしった あうすっかっえ ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ いぇ ゅけしすっこさううきしすゃけ, 
しけいょぇくうっ たけさけてうた せしかけゃうえ ょかは 
さぇぉけすに. ╇, おぇお こさうくはすけ ゅけゃけさうすぬ 
せ っゃさけこっえちっゃ, くぇき ねすぇ おせかぬすせさぇ 
こけおぇ くっ けつっくぬ しゃけえしすゃっくくぇ, «いぇ 
くっこさうはすくけしすう たけすっか ぉに こけぉかぇゅけ-
ょぇさうすぬ» [けす ぇくゅか. thanks for your 
trouble], おけすけさにっ こけくっしかう ゅけさけ-
あぇくっ うい-いぇ こさうっいょぇ すぇおけゅけ おけかう-
つっしすゃぇ ゅけしすっえ. ′け, すっき くっ きっくっっ, 
しぇきけっ ゅかぇゃくけっ – ねすけ こさぇおすうつっしおうっ 
さっいせかぬすぇすに, ぇ けくう っしすぬ. ╁に せつぇ-
しすゃけゃぇかう ゃ こっさっゅけゃけさぇた う ぉにかう 
しゃうょっすっかっき こけょこうしぇくうは しけけすゃっす-
しすゃせのとうた ょけおせきっくすけゃ.

╆くぇの, せ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう っしすぬ けつっくぬ 
けぉうかぬくにえ すけさゅけゃにえ けぉけさけす し 《っ-
ょっさぇすうゃくけえ [っしこせぉかうおけえ ╂っさきぇ-
くうは. ‶けねすけきせ  くぇょっのしぬ, つすけ ねすけす 
こさうっいょ ぉせょっす ゃけ ぉかぇゅけ けぉかぇしすう う 
こけきけあっす さってぇすぬ ょけゃけかぬくけ しかけあ-
くにっ ねおけくけきうつっしおうっ いぇょぇつう, しけ-
ちうぇかぬくにっ いぇょぇつう, おけすけさにっ しすけはす 
こっさっょ くぇてっえ しすさぇくけえ う こっさっょ ╁ぇ-
てっえ けぉかぇしすぬの ゃ つぇしすくけしすう. ╉ぇお ╁に 
しつうすぇっすっ, おぇお ねすけ ゃしひ しおぇあっすしは う 
おぇおうっ ぉせょせす さっいせかぬすぇすに?

┿.╋╇【┿[╇′:
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ – 

ねおしこけさすくけ-けさうっくすうさけゃぇくくぇは. 〉 
くぇし ゃくってくうえ けぉけさけす こさっゃにてぇ-
っす 10 きうかかうぇさょけゃ ょけかかぇさけゃ, ぇ し 
╂っさきぇくうっえ, おけすけさぇは  ゃ 1991 ゅけょせ  
しすぇかぇ こっさゃにき きっあょせくぇさけょくにき 
こぇさすくひさけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう  
(ょけ ねすけゅけ ゅけさけょ う けぉかぇしすぬ ぉにかう 
いぇおさにすに こけかくけしすぬの), こさっゃにしうか 
こけかすけさぇ きうかかうぇさょぇ ょけかかぇさけゃ. ╁ 
こさけてかけき ゅけょせ けく せこぇか, う きっさけ-
こさうはすうは, こさけゃっょひくくにっ ゃつっさぇ う 
しっゅけょくは, しせとっしすゃっくくけ, は せゃっさっく, 
こけゃかうはのす くぇ すっきこに さけしすぇ う こけゃに-
てっくうっ うくゃっしすうちうけくくけえ こさうゃかっおぇ-
すっかぬくけしすう おさぇは.

╃.╋╄╃╁╄╃╄╁: ‶けかすけさぇ きうかかう-
ぇさょぇ ょけかかぇさけゃ. ]け きくけゅうきう しすさぇ-
くぇきう, くぇてうきう けつっくぬ ぉかういおうきう 
こぇさすくひさぇきう, せ くぇし すけさゅけゃけえ けぉけ-
さけす ゃしっえ しすさぇくに さぇゃっく ねすうき ちうそ-
さぇき, う ょぇあっ きっくぬてっ, うきっの ゃ ゃうょせ 
し くっおけすけさにきう しすさぇくぇきう ]′╂. ぁすけ 
しっさぬひいくぇは ちうそさぇ.

┿.╋╇【┿[╇′: ╉けくっつくけ. ¨ぉ-
かぇしすぬ こけしすさぇょぇかぇ けす おさういうしぇ 
ぉけかぬてっ, つっき ゃ しさっょくっき こけ [けししうう. 
╆ぇ 6 きっしはちっゃ ねすけゅけ ゅけょぇ ねおけくけきう-
おぇ くぇつうくぇっす さぇしすう, うくょっおし さけしすぇ 
こさけきにてかっくくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ しけ-
しすぇゃうか 110,9 こさけちっくすぇ. ぁすけ こけかけ-
あうすっかぬくけ しおぇいぇかけしぬ  くぇ しくうあっくうう 
ぉっいさぇぉけすうちに – し 93 すにしはつ しくういう-
かぇしぬ ょけ 73 すにしはつ, う ゃぇあくけ, つすけ 
おけかうつっしすゃけ ゃぇおぇくしうえ せゃっかうつうかけしぬ 
ゃ すさう し かうてくうき さぇいぇ: し 14 ょけ 42 
すにしはつ.

′ぇ きけえ ゃいゅかはょ, こけかけあうすっかぬくけ 
ういきっくはっすしは ょっきけゅさぇそうつっしおぇは しう-
すせぇちうは. ╁ こさけてかけき ゅけょせ ゃこっさゃにっ 
けぉかぇしすぬ こさうさけしかぇ くぇ 1000 つっかけ-
ゃっお, こさぇゃょぇ し せつひすけき こけかけあうすっかぬ-
くけえ きうゅさぇちうう; さけょうかけしぬ 57 すにしはつ, 
ゃ ねすけき ゅけょせ ぉせょっす いぇ 60 すにしはつ. ┿ 

すぇおけえ ゅけさけょ, おぇお ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 
すさっすうえ ゅけょ うきっっす っしすっしすゃっくくにえ 
こさうさけしす, ねすけ っょうくしすゃっくくにえ ゅけさけょ 
しさっょう ゅけさけょけゃ-きうかかうけくくうおけゃ. 〉 
くぇし ゃけいくうおかぇ こさけぉかっきぇ: しっゅけょくは 
けつっさっょぬ ゃ ょっすしおうっ しぇょに – こけつすう 
50 すにしはつ.

╃.╋╄╃╁╄╃╄╁: ぁすけ, お しけあぇかっ-
くうの, くっ すけかぬおけ ゃぇてう こさけぉかっきに – 
ねすけ こさけぉかっきに ゃけ ゃしっえ しすさぇくに. ╉ぇお 
さってぇっすっ?

┿.╋╇【┿[╇′: ]っゅけょくは こさぇゃう-
すっかぬしすゃけき けぉかぇしすう こさうくはすぇ こさけ-
ゅさぇききぇ, こさっょせしきぇすさうゃぇのとぇは かうお-
ゃうょぇちうの すぇおけえ けつっさっょう いぇ しつひす 
すさひた くぇこさぇゃかっくうえ.

‶っさゃけっ  – ねすけ ょけせこかけすくっくうっ ゃ 
さぇきおぇた しぇくうすぇさくにた くけさき. ]せとっ-
しすゃせのとうっ くけさきぇすうゃに (し せつひすけき 
ういきっくっくうは こさうおぇいぇ ╋うくいょさぇゃぇ) ゃ 
こぇしこけさすっ ょっすしおけゅけ ょけておけかぬくけゅけ 
せつさっあょっくうは, しぇくうすぇさくにっ くけさきに, 
こけいゃけかはのす ょけせこかけすくうすぬ. ╋に しつう-
すぇっき, つすけ いぇ しつひす ねすけゅけ きに ょけ-
こけかくうすっかぬくけ しけいょぇょうき けおけかけ 13 
すにしはつ きっしす ゃ ょっすしおうた しぇょぇた.

╁すけさけっ, ゃけいゃさぇす すった ょっすしおうた 
しぇょけゃ, おけすけさにっ ぉにかう こっさっこさけそう-
かうさけゃぇくに いぇ こさっょにょせとうっ ゅけょに: 
ねすけ こけつすう 40 こさけちっくすけゃ ょっすしおうた 
ょけておけかぬくにた せつさっあょっくうえ. ╆ぇ すさう 
ゅけょぇ きに こかぇくうさせっき ゃっさくせすぬ ょけ-
こけかくうすっかぬくけ 16 すにしはつ きっしす  ょっす-
しおうた ょけておけかぬくにた せつさっあょっくうえ.

╇ すさっすぬっ くぇこさぇゃかっくうっ – しすさけう-
すっかぬしすゃけ くけゃにた, ねすけ 20 すにしはつ くけ-
ゃにた きっしす ゃ ょっすしおうた ょけておけかぬくにた 
せつさっあょっくうはた いぇ すさう ゅけょぇ, つすけ くぇき 
こけいゃけかはっす ゃ ちっかけき さってうすぬ ねすせ 
こさけぉかっきせ. ╁しっゅけ こさっょせしきけすさっくけ 
17 きうかかうぇさょけゃ させぉかっえ くぇ 4 ゅけょぇ.

╃.╋╄╃╁╄╃╄╁: ╃けしすけえくぇは こさけ-
ゅさぇききぇ, たけさけてぇは, あっかぇの, つすけぉに 
ゃに っひ うしこけかくうかう ゃ しさけおう, おぇお う 
ょけゅけゃぇさうゃぇかうしぬ.
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╋｠, 
こさっょしすぇゃうすっかう こけかうすうつっしおうた 

きっしすくにた けすょっかっくうえ こぇさすうえ: 
«╄ょうくぇは [けししうは» (╋ぇたけゃ ].╇.), 
╉‶[《 (╂かぇいにさうく ┿.╇.), ╊╃‶[ 
(╆ぇかうたけゃしおうえ ╁.].); 

こさっょしすぇゃうすっかう けぉとっしすゃっくくにた 
けぉなっょうくっくうえ ゅけさけょぇ: けぉとっしすゃぇ 
ゃっすっさぇくけゃ ╁っかうおけえ けすっつっしすゃっく-
くけえ ゃけえくに (╇ゃぇくけゃぇ ╄.′.), けぉ-
とっしすゃぇ ゃっすっさぇくけゃ ╂¨╁╃ (╂かせて-
おけゃ ┿.′), けぉとっしすゃぇ ゃっすっさぇくけゃ 
ゃけけさせあひくくにた しうか (┿かぬきせたぇき-
きっすけゃ ╁.╁.), きけかけょひあくけえ けさゅぇ-
くういぇちうう «╇きこっさうは きけかけょひあう» 
(╊せおうく ┿.′.), ]けゃっすぇ あっくとうく 
(╂せとうくぇ ╁.′.);

こさっょしすぇゃうすっかう ¨ぉとっしすゃっくくけえ 
こぇかぇすに (╀ぇぉおうく ╁.╄.) う ょせきに 
╀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 
(┿さすっきぬっゃぇ 〈.╀.);

うくうちうぇすうゃくにた ゅさせここ こさけ-
すうゃ こさけっおすぇ «╀けかぬてけえ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅ» ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおうえ 
(〈うきうく ╁.┿.), こけしひかおぇ ╉っょさけゃおぇ 
(╋ぇおかぇおけゃぇ ╁.╄.), こけしひかおぇ ╉かの-
つっゃしお (╂けゃけさせたうくぇ ╄.┿.), こけしひかおぇ 
╊けしうくおぇ (]うきけくけゃぇ ′.‶.); 

こけねすうつっしおけゅけ おかせぉぇ (╇いきけょっ-
くけゃぇ ╁.┿.);

けぉとっしすゃっくくけえ けさゅぇくういぇちうう 
«╋うさ いけかけすぇ» う ょさせゅうっ,

しけけぉとぇっき け しけいょぇくうう 
けぉとっしすゃっくくけ-こけかうすうつっしおけゅけ 
けぉなっょうくっくうは «′ぇて ゃにぉけさ».

¨しくけゃくぇは ちっかぬ けぉなっょうくっくうは 
– いぇとうすぇ くぇてっゅけ しかぇゃくけゅけ う かの-
ぉうきけゅけ  ゅけさけょぇ, しけたさぇくっくうっ っゅけ 
ぉけっゃにた う すさせょけゃにた すさぇょうちうえ. ╋に 
ぉっさひき こけょ しゃけひ くぇぉかのょっくうっ さぇ-
ぉけすせ ゅけさけょしおけえ ぇょきうくうしすさぇちうう, 
くぇきっさっくに けおぇいにゃぇすぬ しけょっえしすゃうっ 
ゃ しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうう う せかせつてっ-
くうう さぇぉけすに ゃしった けさゅぇくけゃ ゃかぇしすう. 
╋に くぇしすぇうゃぇっき くぇ こさうくはすうう ょせ-
きけえ ╀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 さってっくうは け こさけゃっょっくうう 
さっそっさっくょせきぇ こけ ゃけこさけしせ こさう-
しけっょうくっくうは ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおうえ 
お ゅけさけょせ ╄おぇすっさうくぉせさゅせ.

╋に いぇはゃかはっき け くぇてっき あっかぇくうう 
ゃ ょぇかぬくっえてっき ゃにぉうさぇすぬ きねさぇ ゅけ-
さけょぇ ╀っさひいけゃしおうえ う ゃけいけぉくけゃかっ-
くうう ゃにぉけさけゃ ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう.

╋に くぇきっさっくに ぇおすうゃくけ せつぇしすゃけ-
ゃぇすぬ ゃ ゃにぉけさくにた おぇきこぇくうはた う くぇ-
ぉかのょっくうう いぇ たけょけき ゃにぉけさけゃ.

╋に ょけかあくに しょっかぇすぬ くぇて ゅけさけょ 
おさぇしうゃにき う こさうゃかっおぇすっかぬくにき, 
せょけぉくにき ょかは あうすっかっえ, し つうしすにき 
ゃけいょせたけき う いょけさけゃけえ ぇすきけしそっさけえ.

╋に こさうゅかぇてぇっき ょさせゅうっ こけかう-
すうつっしおうっ こぇさすうう う けぉとっしすゃっくくにっ 
けぉなっょうくっくうは, ゃしった くっさぇゃくけょせて-
くにた ゅけさけあぇく こさうくはすぬ せつぇしすうっ ゃ 
«′ぇてっき ゃにぉけさっ».

] こさっょかけあっくうはきう きけあくけ けぉさぇ-
とぇすぬしは お 〈うきうくせ ╁かぇょうきうさせ ┿かっお-
しぇくょさけゃうつせ こけ すっか. 8-919-370-5121.

′┿【 ╁｠╀¨[!
[っいせかぬすぇすけき こさけてっょてっゅけ ゃ ╃っくぬ くっいぇゃうしうきけしすう 12 うのくは つっすに-

さったすにしはつくけゅけ きうすうくゅぇ こさけすっしすぇ, こはすう すにしはつ しけぉさぇくくにた ゃ いぇとうすせ 
しぇきけしすけはすっかぬくけしすう ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ こけょこうしっえ う こけしかっょせのとっゅけ 
ゅかせたけゅけ きけかつぇくうは けぉかぇしすくにた ゃかぇしすっえ しすぇかけ しけいょぇくうっ けぉとっしすゃっくくけ-
こけかうすうつっしおけゅけ けぉなっょうくっくうは «′ぇて ゃにぉけさ». 〉つさっょうすっかぬくぇは おけくそっさっく-
ちうは しけしすけはかぇしぬ ゃ きうくせゃてせの しせぉぉけすせ. «′ぇて ゃにぉけさ» おけくしけかうょうさせっす 
ゃしの けぉとっしすゃっくくけしすぬ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゃ ぉけさぬぉっ いぇ くっいぇゃうしうきけしすぬ ゅけさけょぇ 
こっさゃけゅけ させししおけゅけ いけかけすぇ, し っゅけ きくけゅけゃっおけゃけえ うしすけさうっえ. 

 ]¨¨╀】╄′╇╄ ¨‶¨ «′┿【 ╁｠╀¨[»

‶¨]╊╄ ]¨╀｠〈╇ぅ

ぅおけゃ ┿]〈┿【╉╇′
《けすけ ぇゃすけさぇ

┬┱┸┲┴┰┤┺┬╃ 
┳┲ ┲┥┩┵┳┩┻┩┱┬╂ 

┧┴┤┪┨┤┱, ┱┩ ┬┰┩╂┽┬┹ 
┧┴┷┳┳┿ ┬┱┦┤┯┬┨┱┲┵┶┬, 

┳┴┲┶┩┫┱┲-┲┴┶┲┳┩┨┬┻┩┵┮┬┰┬ 
┬┫┨┩┯┬╃┰┬

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿[〉【┿〈を

╉[╇╋╇′┿╊を′｠╈ 》╇〈-‶┿[┿╃
╁ くけきうくぇちうう «]ぇきけっ おさうきうくけゅっくくけっ ゃさっきは しせすけお» こけぉっあょぇのす つぇしに 

し 17.00 ょけ 01.00
╁ くけきうくぇちうう «╇いかのぉかっくくぇは せかうちぇ ょかは しけゃっさてっくうは こさっしすせこかっくうえ» 

こっさゃけっ きっしすけ さぇいょっかうかう せかうちに ╂ぇゅぇさうくぇ, ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかっゃぇ う せかうちぇ 
〈っぇすさぇかぬくぇは.

╁ くけきうくぇちうう «]ぇきにえ おさうきうくけゅっくくにえ ょっくぬ くっょっかう» ゃっさた けょっさあぇかう 
]せぉぉけすぇ う ゃけしおさっしっくぬっ.

]さっょぬ ぉっかぇ ょくは 18 うのかは ゃけ-
ょうすっかぬ ╂┿╆-3110 くぇこさぇゃかはかしは 
こけ せかうちっ ′けゃぇは お せかうちっ ╋ったぇ-
くういぇすけさけゃ. ╆ぇきっつすぇゃてうしぬ, ゅさぇあ-
ょぇくうく てけそひさ くぇ おぇおけっ-すけ ゃさっきは 
こけすっさはか おけくすさけかぬ くぇょ しおけさけしすぬの 
すっつっくうは しゃけっえ ╁けかゅう, う けくぇ ゃに-
こかっしくせかぇしぬ くぇ こさけたけょはとっゅけ きうきけ 
こってったけょぇ. ╁かぇしすっかうく しすぇかぬくけえ 
さっおう, くう きうくせすに くっ しけきくっゃぇはしぬ, 
すせす あっ しきにかしは.

‶けしすさぇょぇゃてっゅけ こってったけょぇ くっいぇ-
きっょかうすっかぬくけ ょけしすぇゃうかう ゃ ╀っさひ-

いけゃしおせの 『╂╀ し つっさっこくけ-きけいゅけゃけえ 
すさぇゃきけえ う せてうぉけき こけいゃけくけつくうおぇ.

╁ すっつっくうっ けょくけゅけ つぇしぇ くぇさせてう-
すっかぬ ぉにか くぇえょっく. ‶さう いぇょっさあぇ-
くうう ゃにはしくうかうしぬ うくすっさっしくにっ こけょ-
さけぉくけしすう. ¨おぇいにゃぇっすしは, ゃけょうすっかぬ 
かうきせいうくぇ くぇ きけきっくす しけゃっさてっくうは 
╃〈‶ こさっぉにゃぇか ゃ こぬはくけき せゅぇさっ, ぇ 
すぇおあっ くっ うきっか こさう しっぉっ ゃけょうすっかぬ-
しおうた こさぇゃ, こけすけきせ つすけ けくう ぉにかう 
けすくはすに さぇくっっ いぇ すぇおうっ あっ こぬはくにっ 
おぇすぇくうは くぇ しさけお 19 きっしはちっゃ. ′せ, 
すっこっさぬ ねすけす しさけお っきせ こさけょかはす.

┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく うくそけさ-
きうさけゃぇか ╃きうすさうは ╋っょゃっょっゃぇ 
け しけちうぇかぬくけ-ねおけくけきうつっしおけえ 
しうすせぇちうう ゃ さっゅうけくっ, ゃ つぇしす-
くけしすう, けぉしせあょぇかうしぬ きっさに こけ 
ぉけさぬぉっ し ぉっいさぇぉけすうちっえ, しう-
すせぇちうは し くったゃぇすおけえ ょっすしおうた 
しぇょけゃ.

* * *

[┿╀¨』┿ぅ ╁]〈[╄』┿ ‶[╄╆╇╃╄′〈┿ [¨]]╇╇ ╃╋╇〈[╇ぅ ╋╄╃╁╄╃╄╁┿
] ╂〉╀╄[′┿〈¨[¨╋ ]╁╄[╃╊¨╁]╉¨╈ ¨╀╊┿]〈╇ ┿╊╄╉]┿′╃[¨╋ ╋╇【┿[╇′｠╋ ]¨]〈¨ぅ╊┿]を 
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ÏÎÆÀÐÍÛÅ Â «×ÀÉÊÅ» ╁ しせぉぉけすせ くぇ ゅけさけょしおけえ ぇゃすけ-
おさけししけゃけえ すさぇししっ こさけてかう すさぇょう-
ちうけくくにっ ゅけくおう くぇ ぇゃすけきけぉうかはた 
¨╉┿. ╇い-いぇ しせたけえ う しけかくっつくけえ 
こけゅけょに ゅけくおう こさけたけょうかう ゃ ぉけかぬ-
てけき けぉかぇおっ こにかう. ′っ けぉけてかけしぬ う 
ぉっい ぇゃぇさうえ. 〈ぇお, くぇこさうきっさ, ╄かっくぇ 
╉さぇてぇおけゃぇ ゃにったぇかぇ し すさぇししに, お 
しつぇしすぬの けくぇ けすょっかぇかぇしぬ かひゅおうき 
うしこせゅけき う ょぇあっ しきけゅかぇ しぇきけしすけは-
すっかぬくけ いぇおけくつうすぬ ゅけくおせ. 

╁ けあっしすけつひくくけえ ぉけさぬぉっ こっさゃけっ 
きっしすけ いぇくはかぇ おけきぇくょぇ «╅╉》-
》けかょうくゅぇ-1» ゃ しけしすぇゃっ: ╋うたぇうかぇ 
う ]っさゅっは ╋ぇさおうくにた, ぇ すぇおあっ ╊のょ-
きうかに ╉さっぉし. ‶けぉっょうすっかっき しせこっさ-
いぇっいょぇ ゃくけゃぬ しすぇか ]っさゅっえ ╋ぇさおうく, 
]っさゅっえ ╉さぇてぇおけゃ う ╆っかうきたぇく 
[あっゃちっゃ いぇくはかう, しけけすゃっすしすゃっくくけ,  
ゃすけさけっ う すさっすぬっ きっしすぇ.

ぅおけゃ ┿]〈┿【╉╇′, そけすけ ぇゃすけさぇ

]‶¨[〈

╂¨′╉╇ ′┿ ╅╄╊╄╆′｠》 ‶¨′╇

╁しった ゅさぇあょぇく, 
くせあょぇのとうたしは ゃ こさけすっいくけ-
けさすけこっょうつっしおうた ういょっかうはた, 

こさけしうき けぉさぇとぇすぬしは ゃ 
せこさぇゃかっくうっ しけちうぇかぬくけえ 

いぇとうすに くぇしっかっくうは 
ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ こけ ぇょさっしせ: 

せか.╊っくうくぇ, 73, 
おぇぉうくっす わ37 

(こけくっょっかぬくうお-つっすゃっさゅ 
し 8.00 ょけ 17.00; 

こはすくうちぇ し 8.00 ょけ 16.00). 
〈っかっそけく ょかは しこさぇゃけお: 

4-93-82

╁ きうくせゃてせの こはすくうちせ くぇ すっさ-
さうすけさうう かぇゅっさは «』ぇえおぇ»  こさけ-
てかぇ ょっすしおぇは こさけすうゃけこけあぇさくぇは 
うゅさぇ. ¨さゅぇくういぇすけさけき きっさけこさうは-
すうは しすぇか 16 けすさはょ 《っょっさぇかぬくけえ 
‶さけすうゃけこけあぇさくけえ しかせあぉに こけ 
╉うさけゃしおけきせ さぇえけくせ ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ.

 – ╂かぇゃくぇは ちっかぬ ねすけゅけ きっさけ-
こさうはすうは – けぉなはしくうすぬ ょっすはき, おぇお 
こさぇゃうかぬくけ ゃっしすう しっぉは こさう こけ-
あぇさっ, ぇ すぇおあっ こけいくぇおけきうすぬ うた 

し こけあぇさくけ-すったくうつっしおうき ゃけけさせ-
あっくうっき, - ゅけゃけさうす しすぇさてうえ うく-
しこっおすけさ こけ ぉけっゃけえ う そういうつっしおけえ 
こけょゅけすけゃおっ ╇さうくぇ 〈せさぇくしおぇは. ╁ 
かっすくうえ こっさうけょ こけょけぉくにっ うゅさに 
こさけたけょはす ゃ おぇあょけき ょっすしおけき 
かぇゅっさっ, おけすけさにえ くぇたけょうすしは くぇ 
すっささうすけさうう ╀╂¨ う ╉うさけゃしおけゅけ 
さぇえけくぇ ゅけさけょぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. ╁ 
しかっょせのとうえ さぇい こけあぇさくにっ こさうっ-
ょせす お ょっすはき ゃ すさっすぬの しきっくせ, こさう-
きっさくけ, ゃ  くぇつぇかっ ぇゃゅせしすぇ.  



2900 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
1/

2
 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-

ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.

くっょけしすさけえ, せか. ]けゃっすしおぇは, 162 き2, 
6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., こっくけぉかけお. 『. 2500 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-344-54.

せか. ╉. 『っすおうく, くけゃにえ, 2006 ゅ. こけ-
しすさけえおう, 1-ねすぇあ., こっくけぉかけお, こかぇしす. けおくぇ, 
ゃにしけすぇ こけすけかおぇ 2,75, くけゃぇは ぉぇくは, けゃけと. 
はきぇ, 9 しけす. ゃ しけしすゃ., 2 こけょなっいょぇ お ょけきせ. 
『. 2900 す.さ. 〈っか. 8-904-38-344-54.
〉つぇしすおう

╆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. 8-912-66-48-020.

]ぇょ 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,ち. 450 す. 
さ. 〈. 8-912-664-80-20. 

]ぇょ ゃ おけか. しぇょせ わ17, こ. ╋けくっす-
くにえ, 3 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ょけきうお, 
かっす. ゃけょけこさけゃけょ, くぇしぇあょっくうは, すっこかう-
ちぇ, つ/こ, ち. 120 す.さ. 〈. 8-902-87-44-311.

]ぇょ ゃ おけか. しぇょせ わ77, «]けかくっつ-
くにえ», さ-く «』うしすにっ こさせょに», 6 しけす., 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, くぇしぇあょっくうは, ち. 450 す.さ. 
〈. 8-908-91-03-795.

]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, ゃけょさっき, ち. 
300 す.さ. 〈. 8-963-04-10-718.

]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 ゃけょけっき, ち. 150 
す.さ. 〈. 8-963-04-10-718.
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ

1-おけきく. おゃ., せか. ╋けしすけゃぇは, 53╀, 
33/18/8, 3/5, おうさこうつ, けぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ. ゃ ╀っさっいけゃしおけき + ょけこかぇ-
すぇ. 〈. 8-904-38-344-54.

せか. 】っさぉぇおけゃぇ, 5/1, «ぉさっあくっゃおぇ», 
28,4/15,5/6, 4/5, こぇくっかぬ, けぉきっく, ち. 
1600 す.さ. 〈. 8-963-04-10-718.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 
5/2, しこっち. こさけっおす, 15/59/35/12, 7/16. 
『. 3100 す.さ. 〈. 8-908-903-07-22.
╂ぇさぇあ

[っあ. すさぇおす, おぇこ., けゃけと. はきぇ, ねかっおすさう-
つっしすゃけ. 『. 140 す.さ. 〈. 8-905-800-55-85.

╂ぇさぇあくにえ ぉけおし, せ-お わ19, さ-く ╉]『, 
25 き2. 『. 300 す.さ. 〈. 8-908-91-03-795.

さ-く 『っくすさ, 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. 『. 250 す.さ. 〈. 89043834454.
‶さけょぇき くっあうかけっ こけきっとっくうっ

╃っえしすゃせのとっえ ぇこすっおっ ゃ ′╀‶, 58,8 
き2 うかう しょぇき. 〈. 8-902-874-43-11.

╉〉‶╊ぃ
╉けきくぇすせ. 〈っか. 8-905-800-55-85. 
╉けきくぇすせ. 〈っか. 8-908-903-07-22.

1-2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈. 8-902-87-
44-311, 8-963-04-10-718.

1-おけきく. おゃ., ′╀‶, ][¨』′¨. 〉/こ, 
しさっょくうえ ねすぇあ. 〈っか. 8-908-903-07-22.

1-おけきく. おゃ., 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. 
せつ-お. 〈. 8-908-903-07-22.

╃けき うかう いっきっかぬくにえ せつ-お. 
〈. 8-912-66-48-020.

╃けき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-910-37-95.

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. 〈. 8-904-383-44-54.

3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きうおさ., 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-383-44-54.

 ]′╇╋〉
╉けきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき. 〈っか.:  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
]╃┿╋
 ╉けきくぇすせ, おゃ-させ. 〈. 8-908-910-37-95.
1-おけきく. おゃ. ゃ ′╀‶. 8-902-87-44-311.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすぇ 

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ 6ぇ, きぇかけしっきっえおぇ, 
12,2, 2/4, おうさこ., つ/こ, ち. 550 す.さ. 〈. 
8-908--03-07-22.

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. 
8-908-903-07-22.
1-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, «ぉさ», 31/18/6, 
4/5, こぇくっかぬ, つ/こ, 1350 す.さ. 〈. 8-963-
04-10-718.

こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すさけすうっかっえ 5, 
«たさ», 31/18/6, 1/3, おうさこ., ち. 790 す.さ. 
〈. 8-908-903-07-22.

(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, おうさこうつ, 49/24/10, 7/7, 
つ/こ, ち. 1300 す.さ. 〈. 8-963-04-10-718.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 12, せ/こ, 
39/19/8,5, 3/4, おうさこうつ, つ/こ. 『. 1000 
す.さ. 〈. 8-912-66-48-020.

こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
30/17/6, 1/2, «たさせと.». 『. 600 す.さ., 
うかう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおけき. 〈. 8-904-38-344-54.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 37 こ/き, 
39/20/10, 1/3, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 1350 す.さ. 
〈. 8-963-04-10-718.

せか. ′けゃぇは, 10, せ/こ, おうさこ., 
37/18/12, 3/3, つ/こ. 『. 1230 す.さ. 〈. 
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. ┿くせつうくぇ, 1, 40,6/30/6, 2/4, しすっ-

おかけこぇおっすに, おぇこ. さっきけくす, しっえそ ょゃっさう, 
ゃうょうけょけきけそけく, ち. 1640 す.さ. 〈. 8-904-
383-44-54.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6ぇ, ]‶, 
50/31/10, 5/7, おうさこうつ, つ/こ, 2350 す.さ. 
〈. 8-908-903-07-22.

せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, せ/こ, 48/30/9, 
1/9, こぇくっかぬ, かけょあうは 6 き., ち. 1750 す.さ. 
つ/こ. 〈. 8-908-903-07-22.

こ. 【うかけゃおぇ, せか ′けゃぇは, 14, 47/32/6, 
2/2, おうさこ., つ/こ. 『. 1280 す.さ. 〈. 8-908-
91-03-795.

╀けかぬくうつくにえ ゅけさ., 2, 45/29/6, 
1/2, たさせと., おうさこ. 『. 1430 す.さ. 〈. 
8-908-91-03-795.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 
47/29/8, 1/5, せ/こ, こぇくっかぬ, かけょあうは 
6 き, ょけおせきっくすに ゅけすけゃに, ち. 1790 
す.さ. 〈. 8-908-91-03-795. 

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, くけゃぇは, 
し/こ, 6/6, 52 き2 + かけょあうは 8 き2, つ/こ. 
『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718. 

くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
4/6, 93 き2 + かけょあうは 13 き2. 『. 3600 
す.さ. 〈っか. 8-912-24-599-89.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
2, «たさせと.», 43/30/5, 1/5, おうさこうつ. 
『. 1200 す.さ. 〈. 8-904-38-344-54.

せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, «ぉさっあくっゃおぇ», 
44/30/6, 1/5, こぇくっかぬ, つ/こ, しけしす. けすか. 
『. 1550 す.さ. 〈. 8-908-903-07-22.

(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, ち. 1967 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 
1, «ぉさっあ.», 45/31/6, 1/3, こぇくっかぬ. 
『. 1100 す.さ. 〈. 8-908-91-03-795.

せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, «ぉさっあくっゃ-
おぇ», 41/27/6, 3/5, おうさこうつ, つ/こ. 
『. 1550 す.さ. 〈. 8-912-66-48-020.

3-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.», 
62/46/6, 2/5, こぇくっかぬ, しけしす. けすか. 
¨ぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ., ち. 2200 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.

せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 6, 57/40/7, 2/2, 
ぉさせし, つ/こ, ち. 1500 す. さ., 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. 8-904-38-344-54.

くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, しこっち-
こさけっおす, 118 き2, 2/6, おうさこうつ, 2 かけょあうう, 
つ/こ, ち. 4500 す.さ. 〈. 8-908-90-30-722.

せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 60/38/8, 
1/5, おうさこ., けぉきっく, しけしす. たけさ., ち. 2100 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, せ/こ, 65/41/9, 
1/5, こぇくっかぬ, ち. 2390 す.さ., けぉきっく. 
〈. 8-908-903-07-22.

せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 12, せ/こ, 60/38/9, 
4/4, おうさこうつ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
3-おけきく. おゃ. ゃ ]けゃっすしおけき. 2 ねすぇあ. 
『. 2200 す.さ. 〈っか. 8-908-910-37-95.

せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, «ぉさ.», 60/42/7, 
1/9, ておぇそ-おせこっ, こかぇしす. けおくぇ. 
『. 2300 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. 
おゃ. し ょけこかぇすけえ. 〈. 8-904-38-34-454.

せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 53/36/6, 
1/4, «たさせとっゃおぇ». 『. 1700 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-344-54.
4-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, 14, せ/こ, 80/55/8, 1/5, 
こぇく., 2 ぉぇかおけくぇ いぇしすっおか., しすっおかけこぇおっす. 
『. 2720 す.さ. ╋っくはの くぇ 1 おけきく. おゃ. うかう 
いっき. せつ-お 〈っか. 8-908-910-37-95.
╃けきぇ

1/2 ょけきぇ せか. 〉さぇかぬしおぇは, 45/30/6, 
ぉさっゃっくつ., ゃけょぇ, ゅぇい, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
すっこかうちぇ, ゅぇさぇあ. 『. 1600 す.さ. 〈. 
8-908-91-03-795. [ぇししきけすさの ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ, すけさゅ.

╀さっゃっくつ. せか.  』ぇこぇっゃぇ 30/24/6, 3,6 
しけす. ち. 1500 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 1 おけきく. 
おゃ し ょけこかぇすけえ. 〈. 8-904-383-44-54.

せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, ぉさっゃっくつ., 44 き2, 9,5 
しけす. ゃ しけぉしす. 『.1900 す.さ. 『. 8-963-04-10-718.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ′ぇゅけさくぇは, ぉさっ-
ゃっくつ., ぉかぇゅけせしすさ., し/せ しけゃき., 50/30/8, 
17 しけす. ゃ しけぉしす. , ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ. 『. 
2100 す.さ. 〈. 8-908-91-03-795.

せか. 8 ╋ぇさすぇ, ぉさっゃっくつ., 53/47 き2, ゅぇい, 
ぉぇくは, 12 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1800 す.さ. 
〈っか. 8-904-383-44-54.

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., 30 おゃ. き+かっすくうえ ょけきうお くぇ 
せつ-おっ し こっつおけえ (12 き2), ぉぇくは, 11 しけす. ゃ 
しけぉしす. 2200 す.さ. 〈. 8-908-91-03-795.

こ. ╋けくっすくにえ, ぉさっゃつ., 1 
おけきく+おせたくは 26 しけすけお, うい くうた 19 ゃ 
しけぉしすゃ., ぉぇくは, ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゅぇさぇあ. 『. 
850 す.さ. 〈. 8-908-903-07-22.

せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉさっゃっくつ., 3 
おけきく. + おせたくは, 48/31/12, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.

せか. ╁けさけすくうおけゃぇ, ょっさっゃ., 45/31/7, 
12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ゅぇい, ゃけょぇ, 2 すっ-
こかうちに, うかう けぉきっく くぇ 3-おけきく. おゃ. し 
ょけこかぇすけえ. 『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-912-
66-48-020.

おけすすっょあ (くっょけしすさけえ, ぉかけつくにえ), 
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
105 き2, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 『. 

]′╇╋〉
╉ゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.

╉〉‶╊ぃ
1-おけきく. おゃ. 

‶[¨╃┿╋
′っあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか), 

65 おゃ. き, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, ち. 1800 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに

おけきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう せか. ╋うさぇ, 
3, 2/5, おうさこうつ, けぉとぇは-18,6 おゃ. き., 
あうかぇは-13,7 おゃ. き., しけしす. たけさ., ょせて ゃ 
しっおちうう, つ/こ. 『. 640 す.さ.

2 おけきく. せか. ╋うさぇ, 2, 3/5, おうさこ., 22,3 
おゃ.き. (あうかぇは 10,2 おゃ.き., 11 おゃ.き.), し/せ 
くぇ すさう おけきくぇすに. 『. 800 す.さ.

2 おけきく. ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 
3, 2/5, 79,1/30,7, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
さっきけくす, しすっかけこぇお. 『. 1300 す.さ. うかう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ うかう ょけき.
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, 16, 5/5, おうさこ., 
30,9/17,2/6, し/せ しけゃき., っゃさけさっきけくす 
(けおくぇ こかぇしすうお, かぇきうくぇす, しっえそ-
ょゃっさぬ), ゃしすさけっくくにえ おせたけくくにえ ゅぇさ-
くうすせさ, ぉぇかおけく. ち. 1450 す.さ.

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 11, 3/10, きおさ 
«[ぇょせあくにえ» きけくけかうす, 39,4/17,6/11,4, 
ょけき 2007 ゅ.こ., し/せ しけゃき., かけょあうは. 『. 
1650 す.さ.

せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 4/5, おうさこ., 
30,8/17,4/8, し/せ しけゃきと., ぉぇかおけく, ち. 
1450. ╇かう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. くぇ 1 ねす. 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 6, 2/5, おうさこうつ, 58/39/6, 
し/せ さぇいょ., ぉぇかおけく. 『. 2150 す.さ.

せか. ╉けしにた, 8, 5/5, おうさこうつ, 
50,5/34,3/6, おけきく. しきっあ., し/せ さぇいょ., 
ぉぇかおけく. 『. 1980 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
╃けきぇ

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは 
55ぇ, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 3100.

¨ぉなっおす 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. 〉か. ╉ぇかうくうくぇ. ╉けすすっょあ, 
S 160 おゃ. き, 2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, 
こっくけぉかけお, こけょ おさにてっえ, いっきっかぬくにえ 
せつぇしすけお 7,9 しけすおう + ょっさっゃはくくにえ 
あうかけえ ょけき 30,5 おゃ. き, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, 
ゅぇい さはょけき (すった. せしかけゃうは こけかせつっくに), 
ぉぇくは. 『. 3000 す.さ.

╉けすすっょあ, せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, S 200 
おゃ. き, 2 ねすぇあぇ + ちけおけかぬ, おうさこうつ, 
ゃけょぇ, ゅぇい, 10 しけす., ゃけいきけあくぇ うこけすっ-
おぇ. 『. 7000 す.さ. 〈けさゅ.

╉けすすっょあ, せか. ]ゃけぉけょに, 188 おゃ. き, 
おうさこうつ+ょっさっゃけ, ゅぇい, ゃけょぇ, 2 ねすぇあぇ, 
5 おけきくぇす, 2 し/せ, ぉぇくは, 8,5 しけす. いっき-
かう. 『. 5000 す.さ. 

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. 
╊っくうくぇ, 49,9/26,7/7,8 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 2 ゅぇさぇあぇ (けょうく しけ しきけすさけゃけえ 
はきけえ), けすょっかぬくけ しすけはとぇは かっすくはは 
おけきくぇすぇ し けゃけとくけえ はきけえ, 4 しぇさぇは, 
7,8 しけす. いっきかう. 『. 2100 す.さ.

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. 
《せさきぇくけゃぇ, 25,7/12/6 き2, ゃけょぇ, こっつ. 
けすけこかっくうっ, くぇ せつぇしすおっ けすょっかぬくけ 
しすけはとうえ あうかけえ て/いぇかうゃくけえ ょけき 25 
き2, 5 しけす. 『. 1600 す.さ.

╃けき ぉさっゃっくつぇすにえ, せか. 】けさしぇ, 
54,3 おゃ. き, ゅぇい, ゃけょぇ ゅけさはつぇは う たけ-
かけょくぇは, おぇきうく, ぉぇくは くけゃぇは, せつぇしすけお 
6 しけすけお, さぇいさぇぉけすぇく. 『. 2500 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, 42 き2, せか. ╉さぇし-
くにた ╂っさけっゃ, 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, ち. 1330 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, 38,4 き2, こっさ. 
╆ぇゃけょしおけえ, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 
13,25 しけす. いっきかう, ち. 1500 す.さ. 〈けさゅ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╋けかけょっあ-
くぇは, 50,4/38 おゃ. き, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 
6,85 しけす. いっきかう, ち. 2060 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╋っぉっかぬとう-
おけゃ, 52,9/38,2/8,7 おゃ. き, 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, ち. 2700 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 44 
おゃぇさすぇか, 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, 
せつ. 11,17 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけ-
ょけっきぇ 600 き. 『. 2100 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, せか. 《っゃさぇかぬ-
しおぇは, 97,3/38/9,7, 2 おけきく., おせたくは, し/せ 
ゃ ょけきっ, ゅぇい, ゃけょぇ いっき. せつ. 12 しけす. 『. 
2550 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, 1963 ゅ.こ., せか. 
¨. ╉けてっゃけゅけ, ╊っしけいぇゃけょしおけえ, 1/1, 
59,6/39,9, 3 おけきく.+おせたくは+おけすっか., し/せ 
くぇ せかうちっ, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, いっき. せつ. 
さぇいさぇぉけすぇく, 5,5 しけす. 『. 2050 す.さ. うかう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ.

╃けき てかぇおけいぇかうゃくけえ, こ. 【うかけゃおぇ, 
せか. ╉かせぉくぇは, 38,6/28,7/9,9, 3 おけきく., 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2450 す.さ.

╃けき ぉさっゃっくつぇすにえ, せか. ¨おすはぉさぬ-
しおぇは, 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.
〉つぇしすおう

ゅ. ╁っさたくはは ‶にてきぇ, せさけつうとっ «╉ぇつ-
おぇ», ]′〈 «╁っすっさぇく», いっきっかぬくにえ せつぇ-
しすけお, 1750 おゃ. き.,つ/こ, 『. 180 す.さ.

〉つぇしすけお し ょけきけき 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, 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.

〉つぇしすけお, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╁ぇさかぇ-
おけゃぇ, 970 き2, ょけき 20 き2 こけょ しくけし, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう こけ せかうちっ. 『. 1550 す. さ.

]ぇょに:
╉けか. しぇょ わ110 (てぇたすぇ «ぃあくぇは») こ. 

【うかけゃおぇ, つ/こ, こかけとぇょぬ 9,26 しけす, おさぇえ-
くうえ (そぇおす. 12 しけす.), ょけきうお かっすくうえ し きぇく-
しぇさょけえ, ゃけょけっき くっょぇかっおけ. 『. 400 す.さ.

╉けか. しぇょ わ81 «╀っさっいおぇ» (╋けくっすくにえ), 
2 いっきっかぬくにた せつぇしすおぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 
21 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., さぇいさぇぉけすぇくに, ょけき, 

くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
し/こ, 101 き2, 5/6, おうさこ., 2 かけょあうう, つ/こ, 
ち. 4200 す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
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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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

′¨╁｠╄ ╉╁┿[〈╇[｠, 
¨《╇]｠ う ╋┿╂┿╆╇′｠

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6.
╃けき しょぇく ゃ ぇこさっかっ 2008 ゅ.

╇こけすっおぇ, さぇししさけつおぇ, 
さぇしつっす ゃすけさうつくにき あうかぬっき. 

〈っか. 8-908-903-07-22

‶[¨╃┿╋
′¨╁¨╄ ¨《╇]′¨╄

 ‶¨╋╄】╄′╇╄ し けすょっかおけえ. 
╉さっょうす, さぇししさけつおぇ.
〈╄╊. 8-904-38-344-54

╆っき. せつ-お, 15 しけす., こ. ]ぇさぇこせか-
おぇ, さはょけき かっし, ち. 850 す.さ. 

〈っか. 8-904-38-34-454

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
]╄[╁╇]»

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

せか. ╉けしにた, 8, 5/5, おうさこ., 
28,8/16,7/6,7, し/せ しけゃきっと. しっえそ-
ょゃっさぬ, すっかっそけく, ぉぇかおけく. 『. 1400 す.さ.

こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 13, 2/2, 
28,6/16/6, し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, 
ち. 1050 す.さ.

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/2, 8/9, 36/15,5/10,5, 
かけょあうは, たけさけてうえ さっきけくす, ち. 1700 す.さ.

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 3/5, 36/21/6, 
おうさこうつ, かけょあうは, ち. 1380 す.さ.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╁うかけくけゃぇ, 10. 
1/10, こぇくっかぬ, 20,2/10/6, し/せ しけゃき., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1500 す.さ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは,3, 
3/3,  おうさこ., 30,4/18/5, し/せ しけゃき., 
ぉぇかおけく, 『. 1000 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, 10, つ/こ, 5/5, おうさこ., 
44,4/29,6/ し/せ さぇいょ.., ぉぇかお. 『. 1600 す.さ. 

せか. ′けゃぇは, 16, 1/3, おうさこうつ, 
49,6/28,6/7,5, せ/こ, おけきくぇすに くぇ さぇい-
くにっ しすけさけくに, 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. 『. 1550 す.さ.

せか 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, おうさこ, 
45,5/30,4/6, おけきく. ゃぇゅけくつうおけき, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ, 『. 1650 す.さ.

こ. ╊けしうくにえ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7, 
1/2, おうさこうつ, 29,7/22/5, おけきく. しきっあ-
くにっ, し/せ しけゃき., ち. 670 す.さ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╋っすぇかかう-
しすけゃ, 10, 2/2, 39,9/21/5, ょっさっゃ. ょけき, 
おけき. ういけか., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 780 す.さ.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ]ゃけぉけょに, 4, 
2/2, 36,9/21,7/6,6, ょっさっゃ. ょけき, おけき. 
しきっあ., し/せ しけゃきっと., ねか. こかうすぇ, しっえそ-
ょゃっさぬ, しすっおかけこぇおっすに, しけしす. たけさ., さっ-
きけくす 2008 ゅ. 『. 1000 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, 3, 2/4, 43,1/28,4/6, 
おうさこうつ, し/せ しけゃきっと., しすっおかけこぇおっすに, 
さっきけくす ゃ ゃぇくくけえ (いぇきっくぇ すさせぉ, しぇくすった-
くうおう, おぇそっかぬ), ぉぇかおけく. 『. 1700 す.さ.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, 
49,6/29,5/8, せ/こ, おけきく. ういけか., し/せ 
さぇいょ., かけょあうは. 『. 1850 す.さ.

せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 5/9, 44,3/30,4/6, 
し/せ さぇいょ., ぉぇかおけく. 『. 1580 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 31, 2/2, 
36,5/26,3/6, おけきく. しきっあ., ぉぇかおけく, 
あっか. ょゃっさぬ, し/せ ぉっい ゃぇくくに, たけか. ゃけょぇ, 
す/そ, うくすっさくっす, ゃ こけかぬいけゃぇくうう 2 しぇさぇは, 
けゃけと. はきぇ, いっき. せつ. 1 しけす. 『. 1050 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.

せか. 【うかけゃしおぇは, 15, 1/5, 
45,2/30,5/6, おうさこうつ, おけきく. ゃぇゅけく., 
ぉ/ぉ, 2 しすっおかけこぇおっすぇ. 『. 1620 す.さ.

こ. ╊っくうくしおうえ, 18, ょっさっゃ. ょけき, 1/1, 
51,8/27,4/7, おけきく. ういけかく., し/せ さぇいょ., 
ゃけょぇ たけかけょくぇは. 『. 800 す.さ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12ぇ, 2/5, 48,3/29/8, 
おうさこうつ, せ/こ, し/せ さぇいょ., ぉぇかおけく. 『. 
1950 す.さ.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 19, 
2/2, 44,5/28,4/6, おうさこうつ, し/せ しけ-
ゃきっと., ぉぇかおけく. 『. 900 す.さ.
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, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
ち. 3600 す.さ.

せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 24, 4/5, おうさこうつ, 
69,1/40/9,5, せ/こ, し/せ さぇいょっかぬく., ぉぇかおけく, 
ょけき しょぇく ゃ 2008 ゅ., さっきけくす. 『. 2500 す.さ.

せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 4, 2/2, ょっさっゃけ, 
53,3/37,7/6, し/せ, ゅぇい, たけか.ゃけょぇ, ゃぇく-
くに くっす. 〈けさゅ. ち. 1200 す.さ.

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 19, 2/5, こぇくっかぬ, 
57,2/39,6/7, し/せ さぇいょ., ぉぇかおけく. 『. 
2150 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 26, 2/2, おうさこうつ, 
57,5/35,5/10; すせぇかっす, ゃぇくくぇ くぇ おせた-
くっ, 2 ぉぇかおけくぇ, すっかっそけく, ち. 1400 す. 
さ., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
くぇ ]けゃっすしおけき こけし.

せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 8/9, こぇくっかぬ, 
62,8/39,4/8, し/せ さぇいょ., かけょあうは いぇ-
しすっおかっくぇ, すっかっそけく, ち. 2470 す.さ. ╁けい-
きけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.

せか. 』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. ╀させしくうちうくぇ, 3, 8/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63,6/41/8, し/せ さぇいょ., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2480 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, 2, 5/5, おうさこうつ, 
57,9/41,4/5,6, し/せ さぇいょ., すっかっそけく. 
『. 2050 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.

〈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.
╀けかぬくうつくにえ ゅけさ., 2, 45/29/6, 

1/2, たさせと., おうさこ. 『. 1430 す.さ. 〈. 
8-908-91-03-795.
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〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 

Р Ы Н О К
′╄╃╁╇╅╇╋¨]〈╇, 〈[〉╃┿, 〉]╊〉╂

]さけつくけ おせこかの
1-おけきく. おゃ.

〈っか. 8-908-91-03-795

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 23, し/こ, 
82/64/10, 4/5, おうさこうつ, こ/かけょ. + 
ぉぇかおけく, っゃさけさっきけく, きっぉっかぬ. 『. 
4000 す.さ. 〈っか. 8-908-903-07-22.

 ╉さっょうすに ょかは そういうつっしおうた う 
のさうょうつっしおうた かうち 

ょかは こけおせこおう あうかにた う くっあう-
かにた けぉなっおすけゃ.

〈っか. 89043834454, 89089030722



2-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 22, 
5/5, こぇくっかぬ, しすっおかけこぇおっすに, しけしす. けすか., 
つ/こ, ち. 1800 す.さ. 8-902-27-83-703.

2-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, 
おうさこうつ, 45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., 
しすっおかけこぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, 
つ/こ, ち. 1850 す.さ. 8-902-27-83-703.

2-おけきく. おゃ., せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 
5, 2/2, おうさこうつ, 42/24/8, おけきく. しきっあ., 
しすっおかけこぇお, し/せ さぇいょ., ぉぇかおけく いぇしすっ-
おかっく, しけしす. たけさけてっっ, つ/こ, ち. 1600 す.さ. 
8-902-27-83-703. 

3-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋け-
かけょっあくにえ, せか. ‶けつすけゃぇは 2, 51 き2, 1/2, 
ょっさっゃけ, こっつ. けすけこか., ち. 450 す.さ. 8-902-
278-37-03.

3-おけきく. おゃ., せか. ╉けしにた, 5 5/5, 
こぇくっかぬ, 53,3/43/5,8. 『.1800 す.さ. 〈. 
8-953-00-35-491.

3-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさ-
きけくすけゃぇ, 15, 5/5, 59/40/9, ち. 1600 す.さ., 
けぉきっく. 〈. 8-902-27-83-703.

3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 15, 
1/5, 54/38/7, おうさこうつ, しけしす. たけさけてっっ, 
しすっおかけこぇおっす, きけあくけ こけょ くっあうかけっ, ち. 
2300 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.

4-おけきく. おゃ., こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]け-
ゃっすしおぇは, 3, 5/5, おけきく. ういけか., ち. 2000 
す.さ. ¨ぉきっく. 〈. 8-902-27-83-703.
╃けきぇ

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. ち. 1500 
す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.

こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 12 しけす., 2 おけき-
くぇすに + おせたくは + こさうしすさけえ, ち. 3800 す.さ. 
〈. 8-950-64-88-906.

1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 
16 しけす., 30 おゃ. き, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ち. 
750 す.さ. 〈. 8-950-64-88-906.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさっゃはく., けぉかけあっく おうさこ.,, 1 ねすぇあ 
100 き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇ-
ゅけせしすさけっく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ 
ょけきうお, ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 
しけす ゃ しけぉしすゃ., ゅぇい, こけしすさけえおう 2004 ゅ. 
ち. 4300 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.

╃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, ち. 2550, 
こさけょぇき うかう けぉきっく. 8-922-13-18-399.

こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 30/20/10, 
ょっさっゃ., 2 おけきく.+おせたくは, こっつ. けすけこか., 
しおゃぇあうくぇ, 12 しけす., ぉぇくは, いぇ いぇぉけさけき 
こさせょ, ぇしそぇかぬす ょけ ょけきぇ, ち. 850 す.さ. 〈. 
8-902-27-83-703.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, ょっさっゃ., 
2 おけきく.+おせたくは, こっつ. けすけこか., ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, 25 しけす., ゃけいきけあくけ さぇいょっか. せつ., 
1400 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.

1/2 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. [せょくうつ-
くぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 ねすぇあ 
くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 15 しけす., 7 ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1000 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.

せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす. ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ ょけき し 
きっくぬて. こかけとぇょぬの. 〈. 8-953-00-35-491.

せか. ╉させこしおけえ, てかぇおけいぇか., 75 き2, 
2 ねす., きぇくしぇさょぇ し けすけこか., こさうしすさけえ 
うい こっくけぉかけおぇ 50 き2, ぉっい けすょっかおう, し 
けすけこか., ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, ぉぇくは くけ-
ゃぇは 6た5, せ-お 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ, しすっおかけ-
こぇおっすに, すせぇかっす ゃ ょけきっ, ち. 4500 す.さ. 〈. 
8-922-13-18-399.

╉けすすっょあう
せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 2 

ねすぇあ, ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす, ゃしっ ゃ しけぉしすゃ., 
ち. 6500 す.さ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 〈. 
8-902-27-83-703.

せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお, 2 ねすぇあ 110 
き2, ぉかぇゅ., ぉぇくは, 6 しけす. ゃしっ ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそす. ょうい., ち. 6000 す.さ.., すけさゅ, ゅけ-
すけゃ お こさけあうゃぇくうの. 8-902-27-83-703.

せか. ′っおさぇしけゃぇ, 135/100/20, ゅけしすっ-
ゃけえ ょけき, 7 しけす., ち. 4500 す.さ., けぉきっく. 〈. 
8-922-131-83-99.

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 107 き2,                
おうさこうつ, あ/ぉ こっさっおさにすうは, こけょゃぇかぬくけっ 
こけきっとっくうっ こけょ ゃしっき ょけきけき, ち. 7500 
す.さ., けぉきっく. 〈. 8-922-13-18-399.
]ぇょに

╉/し さ-く つうしすにた こさせょけゃ, 11 しけす. ぉっい こけ-
しすさけっお, ち. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-278-37-03.

44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃ. ょけき, 2 ねすぇあぇ, こっつ. 
けすけこか., しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, すっこかうちぇ, こかけょけ-
くけしはとうえ しぇょ, 5 しけす., かっし う さっおぇ さはょけき, 
つ/こ, ち. 1000 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.

お/し わ89 «′うゃぇ», こ. 【うかけゃおぇ, ょっ-
さっゃ. 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゃけい-
きけあくけしすぬ こさけこうしおう, こっさしこっおすうゃぇ 
ゅぇいぇ, 6 しけす., さはょけき かっし, ゃけょけっき, ち. 950 
す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.

お/し わ10, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 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, ち. 600 す.さ. 
〈. 8-902-27-83-703.

╉〉‶╊ぃ 

1-2-3 おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ けぉ-
きっく. 〈っか. 8-908-904-6116.

2-おけきく. おゃ. くぇ しさっょくっき ねすぇあっ, 
せか. 【うかけゃしおぇは.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすぇ
ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 37, 

2/3, 20 き2, しけしす. たけさ., けょうく しけしっょ. 『. 
870 す.さ. 〈けさゅ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

せか.  ╇しぇおけゃぇ, 18, 4/5,34/18/6,5, 
しけしす. たけさけてっっ. ち. 1550 す.さ. 

ゅ. ]にしっさすぬ, くけゃにえ ょけき, き-く «╉ぇ-
きっくくにえ ちゃっすけお», 34/18/9, し さっきけく-
すけき. ち. 1300 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, 3, 3/4, 43/30/6, つ/こ, 
ち. 1580 す.さ. 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9, 4/5, 
おうさこうつ, 45/31/6. 『. 1660 す.さ.

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, 4/5, 
49/30/9, っゃさけさっきけくす (3 ておぇそぇ-
おせこっ), おせた. ゅぇさくうすせさ. 『. 2080 す.さ.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀っかけさっつっく-
しおぇは, 34/1, 4/5, 42/28/6, しけしす. たけさけ-
てっっ, しすっおかけこぇおっすに. 『. 2330 す.さ.

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, 5/5, 
48/29/8, おうさこうつ. 『. 1860 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. ぁしおぇ-

ょさけくくぇは, くけゃにえ ょけき 86 き2. ち. 
3550 す.さ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12, 3/5, 60/40/6,5, 
おうさこうつ, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., しっえそ-
ょゃっさぬ, しすっおかけこぇおっすに. 『. 2200 す.さ.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 35, 2/3, 
78/54/10, おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ さぇいょ., 
つぇしすうつくにえ おぇこ. さっきけくす, おせた. ゅぇさくうすせさ.

せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 67/48/6, 
おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., ぉっい ぉぇかおけくぇ. 
『. 1980 す.さ.

╃¨╋┿
╃けき, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, «ぉさっゃくけ+ 

おうさこうつ», 2 おけきく., おせたくは, し/せ, ゅぇい, 
ゃけょぇ, けすけこかっくうっ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, せつ-お 
10 しけすけお. 『. 2800 す.さ. うかう けぉきっく. 

╃けき ぉさっゃっくつ., 2-え おぇさぬっさ, ぉぇくは, 
くぇ ぉっさっゅせ さっおう せつ-お 8 しけす. 

╃けき ょっさっゃ., せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 
80/46/8, ぉぇくは, 13 しけすけお ゃ しけぉしすゃ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, ち. 3600 す.さ. 

〉』┿]〈╉╇

]┿╃｠
]ぇょ, こ. 【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., かっす. 

ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 
╂┿[┿╅╇

╂ぇさぇあ, こぇくっかぬ, 17 き2, せか. 
ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, ょけお. ゅけすけ-
ゃに, ち. 150 す.さ.
╋╄′ぅぃ

╃けき くぇ ょゃっ 1-おけきく. おゃ. うかう 
こさけょぇき.

1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは + 
くっぉけかぬてぇは ょけこかぇすぇ くぇ 2-おけきく. おゃ.

╉けすすっょあ, 120 き2, くぇ 2-3-おけきく. 
おゃ. + ょけこかぇすぇ うかう こさけょぇき.

]ぇょ, こ. 【うかけゃおぇ, くぇ おけきくぇすせ し 
くっぉけかぬてけえ ょけこかぇすけえ.

╆っき. せつぇしす., こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 
7,5 しけす. ゃ しけぉしす. くぇ 1-おけきく. おゃ..

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╋┿[〈»
〉か. ╇しぇおけゃぇ, 1, けそ. 2.
〈っか.: 8-912-208-70-34,
         4-29-02

‶[¨╃┿ぃ 
╉けきくぇすぇ ゃ けぉとっあうすうう, せか. 

╋うさぇ, 1, 3/5, S 18 おゃ. き, 780 す.さ.
╉けきくぇすに ゃ けぉとっあうすうう, せか. ╋うさぇ, 

2, 5/5, 21,8 おゃ. き, しきっあくにっ. 『. 950 す.さ.
╉けきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇ-

すっさうくぉせさゅ, せか. ‶ったけすうくちっゃ, 3/9, 11 
おゃ. き, ち. 750 す.さ. 〈けさゅ.

╉けきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう, せか. 
╋うさぇ, 1, 5/5, 13 おゃ. き, し/せ くぇ ょゃっ 
しっきぬう, ょせて. 『. 550 す.さ.

1-おけきく. おゃ. せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 
48, つ/こ, 31,5/19,4/6. 『. 1150 す.さ.

1-おけきく. おゃ. こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 
29, 2/2, おうさこ., 38,2/19,8/8,5. 『. 
1040 す. さ.

1-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 5/5. 
『. 1050 す. さ.

2-おけきく. おゃ. せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 
せ/こ, 3/9, こぇくっかぬ, 48/28/8, かけょあうは. 
『 1960 す.さ.

2-おけきく. おゃ. こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 
11, 2/2, 44/29/6, おけきく. しきっあ.,  ち. 1250 す.さ.

2-おけきく. おゃ. せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 5, 
40/32/8, 1/2, ぉぇかおけく. 『. 1520 す.さ.

3-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12ぇ, 
せ/こ, 1/5, 61/40/7,5, かけょあうは くぇ 2 
けおくぇ. 『. 2600 す.さ., すけさゅ.

3-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 
1/9, こぇくっかぬ, 62/40/8, きっくはの くぇ 
2-おけきく. おゃ.. 

3-おけきく. おゃ. こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 
10, 1/3, せ/こ, 67/41/10, ち. 1650 す.さ. 

3-おけきく. おゃ. こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 
せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 23, 2/3, せ/こ, 66/40/8, 
おうさこうつ, ぉぇかおけく, っゃさけけすょっかおぇ. 

3-おけきく. おゃ., ]すぇさぇは ]けさすうさけゃおぇ, 
せか. [けしすけつくぇは, 15/7, こぇくっかぬ, 3/10, 
かけょあうは, 63/40/8 うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. 
おゃ. ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ う ょけこかぇすぇ.

3-おけきく. おゃ., せか. ╋-]うぉうさはおぇ, 7, 
せ/こ, 5/5, 63/42/8, ち. 2550 す.さ.

4-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 3/9, 
こぇくっかぬ, 63/43/7, 2 ぉぇかおけくぇ, ち. 2350 す. さ.
╃¨╋┿:

〉か. 8 きぇさすぇ, ょっさっゃはくくにえ, 53 き2, 
3 おけきく.+ おせたくは+ちけおけかぬ. ねすぇあ (おうさ-
こうつ), ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす. ち. 2250 す.さ  
うかう けぉきっく くぇ 3 おけきく. おゃ.

〉か. ╁けさけすくうおけゃぇ, ょっさっゃ., S 56 
おゃ. き, 17,5 しけすけお ゃ しけぉ-すう, ゅぇい ゃ 
ょけきっ. 1900 す.さ. うかう きっくはっき.
╉¨〈〈╄╃╅╇:

〉か. ¨. ╉けてっゃけゅけ, こっくけぉかけお,                   
S 150 おゃ. き, ぉかぇゅけせしすさ, 2 ねす., ぉぇくは 
6た4, 7 しけすけお ゃ しけぉ-すう, ち. 4900 す.さ.

╉〉‶╊ぃ
1-2-3-おけきく. おゃ. 〈. 89122087034.
]╃┿╋
1-おけきく. おゃ., せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 1/5, 

30/16,5/6, くけゃぇは ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, しっえそ-
ょゃっさう, さってっすおう, ゃ たけさ. しけしす., くっょぇゃくけ しょっかぇく 
さっきけくす. 『. 9 す.さ. + ねか-ゃけ. 〈. 89022602271.

]′╇╋〉
1-2-3-おけきく. おゃ. 〈. 89122087034.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすぇ 
2 おけきく. ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『うけかおけゃ-

しおけゅけ, 12, 23,6 き2, 2/3 おけきく-すに ゃ たけさ. 
しけしす., あっか ょゃっさぬ. 〈. 8-902-260-22-71.

╉けきく. ゃ 2-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉けさけ-
かっゃぇ, 3/5 せ/こ, 49/15/8. 『. 900 す.さ. 〈. 
8-902-260-22-71.

1-おけきく. おゃぇさすうさに 
せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 6/9, こか. 51/21/13, けすか. 

さっきけくす, ゅぇさょっさけぉくぇは. ち. 1950 す.さ. 〈っか. 
8-902-260-22-71. ]さけつくけ!

せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 9, 4/5, 41,2/26,7/6, あっか.
ょゃっさぬ, ち. 1500 す.さ. 〈. 8-902-260-22-71.

こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 11, 2/2, 
おうさこ., 27,5/16,6/6, し/せ しけゃきっと. ち. 
1050 す.さ. 〈っか. 8-902-260-22-71.

2-おけきく. おゃぇさすうさに
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6, 2/3, 

43/27/6, しけしす. たけさ., あっか. ょゃっさぬ, ゅぇい. 
『. 1550 す.さ. 〈. 8-902-260-22-71.

せか. 【うかけゃしおぇは, 9, 2/3, 45,6/27,5/6,5 
ゃにし. こけすけか., ち. 1650 す.さ. 8-902-260-22-71.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶けしぇょしおぇは, 30, 
4/5, おうさこ., しけしす. たけさけてっっ, ち. 1950 
す.さ. うかう けぉきっく くぇ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 〈. 
8-902-26-02-271. ]さけつくけ. 〈けさゅ.

3-おけきく. 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, 

2000 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 2 おけきく. おゃ. 
8-902-260-22-71

こけし. ╉かのつっゃしお, せか. 』っさくにてけゃぇ, 4, 
4/4, 67 き2, せ/こ, さっきけくす, ゃしすさけっくくにえ おせた. 
ゅぇさく. ち. 1670 す.さ.. 〈.8-912-208-70-34.

〉か. 【うかけゃしおぇは, 21, 2/5, 61,4/39,7/8, 
せ/こ, しけしす. けすか., さっきけくす, しすっお.こぇおっすに, ょせて. 
おぇぉ. 『. 2600 す.さ. 〈. 8-902-260-22-71.

〉か. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 おゃ. き, さっきけくす, 
ち. 3700 す.さ. 〈. 8-902-260-22-71.

〉か. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/2, 5/10, 
96/55/12, けすか. しけしす., しすっおかけこぇおっすに, 
2 かけょあ., っゃさけさっきけくす. 『. 3600 す.さ. 〈. 
8-912-208-70-34.

〉か. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7ぇ, 5/5, 65/47/9, 
せ/こ, けすか. しけしす., かけょあうは 6 き し けすけこか., 
すっかっそけく, うくすっさくっす, しすっおかけこぇおっす. 『. 
2800 す.さ., すけさゅ. 〈. 8-912-208-70-34.

4-おけきく. おゃぇさすうさぇ
〉か. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 4/5, 115/61/14, 2 

かけょあうう, 2-せさけゃくっゃぇは, しけしす. けすか. 『. 4500 
す.さ. ╁けいきけあっく すけさゅ. 〈. 8-904-982-68-25.

╃けきぇ
〉か. 《っゃさぇかぬしおぇは, ちっくすさ, ゅぇい う 

ゃけょぇ ゃ ょけきっ, 15 しけす. 『. 2000 す. さ. 〈. 
8-902-260-2271. 

ゅ. ┿かぇこぇっゃしお, こ. ╃っさっゃけ., せか. ╊っくうくぇ. 24 
しけす., 33,9 き2,  ち. 300 す.さ. 〈. 8-902-260-22-71.

こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけゃぇは, 10 しけす., 
60 き2, 2 ねすぇあぇ, おぇきっくくにえ. 『. 1500 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 〈. 8-912-208-70-34.

╁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,
しけしすぇゃかっくうっ ょけゅけゃけさけゃ,

ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう)

し. ╉けしせかうくけ, ╀っかけはさしおうえ さ-く, せか. 
〉さぇかぬしおぇは, S 300 おゃ. き, ぉかぇゅけせしすさ., 2 
ねす., て/ぉか + こ/ぉか, きぇくしぇさょぇ 130 おゃ. き, 
3 し/せ, ゅぇさぇあ 90 おゃ. き,  て/ぉか., 18,5 しけす. 
ゃ しけぉ. 15000 す.さ.
〉』┿]〈╉╇:

せか. ]っさけゃぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 8 しけ-
すけお, 1530 す.さ.

こけし. ]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 
15, 2 しけすおう, ち. 990 す.さ.

こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, こっさ. ′ぇ-
ゅけさくにえ, 10,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっしくけえ 
きぇししうゃ, おけききせく. こけ せかうちっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ ょけき, ち. 2400 す.さ.

〉か. ╆うきくはは (くっょけしすさけえ), S 9た15 
おゃ. き, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 
10,5 しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ 
せかうちっ, ち. 2900 す.さ. うかう きっくはの.

せか. 8 きぇさすぇ, 12 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
おけききせく. こけ せかうちっ, ち. 1550 す.さ.
]┿╃:

[-く ╁. ‶にてきに «╉さぇしくけゅゃぇさ-
ょっえしおうえ» 8 しけす.

«ぅゅけょおぇ» お/し わ 43 5 しけす, かっすく. ょけ-
きうお, ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 2 すっこか., 550 す.さ.

«』っさっきてぇくおぇ», 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ち. 500 す.さ., そせくょぇきっくす 6た8.
╂┿[┿╅
こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ せつ-お わ 14, ゅぇ-
さぇあくにえ ぉけおし 22 き2, ち. 70 す.さ.
〉』┿]〈╉╇ ‶¨╃ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁¨ 
‶[¨╋. ¨╀‒╄╉〈¨╁: 

こけし. ╊っくうくしおうえ, 4,7 ゅぇ.
せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, さ-く 『っくすさ, 21 

しけす. いっきかう, ゃっすたうえ ょけき, ち. 950 す.さ.
]╃┿ぃ 

こ. ╊っくうくしおうえ, 1 ゅぇ いっきかう: 1000 き2 
しおかぇょしおけっ こけきっとっくうっ, ¨╀╉ – 200 き2.

こ. ╊っくうくしおうえ, 1 ゅぇ いっきかう.

44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, 1 おうさこ., 2 
ょっさっゃけ, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 8 しけす., せ かっしぇ, 
ち. 1000 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.
╂ぇさぇあう

せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈. 
8-902-26-24-408.
╆っき. せつぇしすおう

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 11 しけす. 
こせしすけえ. ち. 800 す.さ. 8-950-648-89-06.

さ-く ╉うさけゃしおうえ, 10 しけす., ち. 2300 す.さ. 
〈. 8-902-26-24-408.

ゅ. ╉ぇきっくしお-〉さぇかぬしおうえ, 4,5 ゅぇ しっかぬ-
たけいくぇいくぇつっくうは, ち. 450 す.さ./ゅぇ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつくぇは, 10 
しけす., ち. 2000 す.さ. 〈. 8-902-262-44-08.

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., ち. 700 す.さ., 
すけさゅ. 〈っか. 8-963-039-74-04.

せか. ╂けさくはおけゃ, 8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ さは-
ょけき, きけあくけ こけょ くっあうかけっ ち. 1600 す.さ. 
〈っか. 8-922-13-18-399.
]╃┿╋

╉けきくぇすせ ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, す. 8-912-649-80-29.

╉けきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう, せか. ╋うさぇ, 3, 
す. 8-912-649-80-29.
]′╇╋〉

1-おけきく. おゃ., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.
2-おけきく. おゃ., す. 8-912-649-80-29.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
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,
8-912-296-46-07

1-おけきく. おゃ. こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 
26 1/2, 38/19/9, ち. 990 す.さ.

2-おけきく. おゃ. せか. ┿くせつうくぇ, 3, 
41/26/6, 4/4, おけきく. ういけか., ぉぇかおけく. 
1550 す.さ. うかう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ.

╉けすすっょあ, ′╀‶, せか. ╃っおぇぉさう-
しすけゃ, 2 ねすぇあぇ, こっくけぉかけお, おうさこうつ, 
140 き2, ち. 7000 す.さ., すけさゅ, 10 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. さぇししきけすさうき けぉきっく.

]ょぇき こさけういゃけょしすゃっくくけっ こけきっ-
とっくうっ 300 き2 さ-く ちっくすさ.

]ょぇき ゃ ぇさっくょせ こけきっとっくうっ 
こけょ き-く, けそうし, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
22, 174 き2 (ちけおけかぬ), くぇ ょかうすっかぬ-
くにえ しさけお. 〈. 8-912-26-70-758.

せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, 2 ねすぇあぇ, 
こっくけぉかけお, けぉてうす しぇえょうくゅけき, あうかけえ, 
こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく., 190 き2, 8 
しけすけお いっきかう, ゅぇさぇあ し ぇゃすけきぇすうつっしおう-
きう ゃけさけすぇきう, さっきけくす, ぉぇくは, ぉっしっょおぇ, 
ち. 7500 す.さ. 〈. 8-902-26-24-408.

╉〉‶╊ぃ

〉つ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ.
¨╀╋╄′

2-おけきく. おゃ., こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′け-
ゃぇは, くぇ 2 おけきくぇすに.

‶[¨╃┿╋
2 しきっあ. おけきくぇすに, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 

15/4, 22,5 き2, おせたくは 8, しぇく/せいっか さぇいょか., 
9/9, ぉっい ぉぇかおけくぇ, ち. 930 す.さ.. 〈. 8-902-
27-83-703.

╉けきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., ゃ ょっさ. 
ょけきっ, せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 8, 18 き2, 1 
ねすぇあ, ち. 650 す.さ. 〈っか. 8-922-131-83-99.

╉けきくぇすぇ ゃ ゃ ょっさ. ょけきっ, せか. 『う-
けかおけゃしおけゅけ, 10, 14 き2, おけさうょ. しうしすっ-
きぇ, ち. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-131-83-99.

1-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ, 8, 2/2, 
おうさこ., 29/15,5/7,5, しすっおかけこぇおっす, しぇく. 
せいっか しけゃきっと., ち. 1100 す.さ., すけさゅ. すっか. 
8-922-13-18-399.

1-おけきく. おゃ., こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 
14, おうさこ., 2/2, 30/17/6, おぇこ さっき. ょけきぇ 
2009 ゅ., しすっおかけこぇおっす, ち. 1200 す.さ., すけさゅ. 
╁けいきけあっく けぉきっく. 〈. 8-902-27-83-103.

1-おけきく. おゃ., せか. ╀. ╉けきうししぇ-
さけゃ, 38, 1/2, 40/21/10, ち. 1800 す.さ. 
〈. 8-963-03-97-404.

1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 
1/5, 32/18/6,5, お/ょ, ち. 1250 す.さ. 〈. 
8-922-131-83-99.

2-おけきく.おゃ., せか. ╊っくうくぇ, ぉかぇゅけせしす. 
42/27/8, 1/2 ょっさっゃ., しけしすけはく. たけさけてっっ, 
ち. 1000 す.さ. 〈. 8-953-00-35-491.

2-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, こ. 
╋けかけょっあくにえ, 40 き2, ょっさっゃけ, せか. ‶け-
つすけゃぇは 2, 2/2, こっつ. けすけこか., ち. 350 す.さ. 
89022783703

2-おけきく. おゃ., ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, しすっ-
おかけこぇおっすに, 43/30/6, ぉぇかおけく いぇしす., 5/5 ゃ 
たけさ. しけしす., ち. 1700 す.さ. 8-950-648-89-06.

╉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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿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. 
〈っか.: 4-11-45, 3-48-95

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”

1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 11, 
5/5, 31/20/7, こぇくっかぬ, ち. 1350 す.さ. 
〈. 8-950-64-88-906.

╉けきくぇすぇ, こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 
╋っすぇかかうしすけゃ, 10, 2/2, ょっさっゃ., 11,6 おゃ. 
き, ち. 350 す.さ. 〈っか. 8-950-64-88-906

]さけつくけ 1 おけきく. おゃ., ゃ かのぉけき しけ-
しすけはくうう, かのぉけえ ねすぇあ, ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
くぇかうつくにきう. 〈っか. 8-953-00-35-491.

2-おけきく. おゃ. し きっぉっかぬの, こ. 【う-
かけゃおぇ. ]ゃけっゃさっきっくくせの けこかぇすせ ゅぇ-
さぇくすうさせの. 〈. 8-912-649-80-29.

′╄╅╇╊｠╄ ‶¨╋╄】╄′╇ぅ:
‶[¨╃┿ぃ

せか. ╊っくうくぇ, 2ぇ, 2 ねす., おうさこ., 
S 512 き2, 8 しけすけお ゃ しけぉ-すう, ち. 
12000 す.さ.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╁にしけち-
おけゅけ, 0,74 ゅぇ, こけょ ぇゃすけしぇかけく, ち. 
35000 す.さ.

さ-く 『っくすさ, 1200 おゃ. き, 2 ねす.: 
1 ねす. – 600 き2, 2 ねす. – 600 き2, ち. 
12000 す.さ. + ゃしっ おけききせくうおぇちうう.

2-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
15/2, 9/9, 42/27/9. 『. 1850 す.さ.

せか. ╋うつせさうくぇ, ぉかぇゅけせしす., 68 おゃ. き, 4 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 6,5 しけす., ぉぇくは, 
ち. 2600 す.さ. うかう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.

〉か. ¨.╉けてっゃけゅけ くけゃにえ, ぉかぇ-
ゅけせしすさけっくくにえ, 120 き2 こっくけぉかけお, 6 
しけす. ゃ しけぉしす. ぉぇくは 4た3, かぇくょてぇそす. 
『. 3800 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2, 
すっか.: 8-953-38-61-537,

8-912-267-07-68
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

1-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9, 4/5, 
34/18/7, ち. 1550.
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ぉぇくは, ぉっしっょおぇ, ねか-ゃけ. ╁けいきけあくぇ こさけょぇ-
あぇ せつぇしすおけゃ こけ けすょっかぬくけしすう. 『. 700 す.さ.

╉けか. しぇょ  わ11 ╀╆]╉ (こ. ╉ぇかうくけゃ-
おぇ), いっき. せつ-お 4,3 しけす., ょけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか-ゃけ, ち. 370 す.さ.

╉けか. しぇょ  わ8 (こ. 【うかけゃおぇ), いっき. 
せつ-お 2,4 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ, ょけき, ち. 330 す.さ.

╉けか. しぇょ  わ67, 6 しけす., せ ゃけょに, ねか-
ゃけ さはょけき, こけしすさけっお くっす, ち. 550 す.さ.

╉けか. しぇょ  わ6, さぇえけく ╃¨]┿┿《, いっき. せつ. 
487 き2 ゃ しけぉしすゃ., しぇょけゃにえ ょけき うい ぉかけおけゃ 
22,9 き2, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく, ち. 430 す.さ.

╉けか. しぇょ  わ38, 44 おゃぇさすぇか, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけっき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく, ち. 850 す.さ.

╃けき ょっさっゃはくくにえ, 2-けえ おぇさぬっさ, 
30 おゃ. き., ねかっおすさうつっしすゃけ, おけかけく-
おぇ, いっきっかぬくにえ せつぇしすけお 14 しけす., ち. 
850 す.さ.

‶けし. ]すぇさけこにてきうくしお ]‶¨ «《ぇ-
いっくょぇ» わ126, 744 おゃ. き., 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.

〉か. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこ. 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. 『. 15000 す.さ.



╉〉‶╊ぃ:
1-2-3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう 

せつぇしすけお.
‶[¨╃┿╋:

╉けきくぇすに: 
ゃ 3-おけきく. おゃ. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, ′╀‶, 

2/5, ち. 730 す.さ.. うかう けぉきっく くぇ 1 おけきく. おゃ.
ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 5, 

14 おゃ. き. 『. 630 す.さ.

]╃┿ぃ
2-おけきく. おゃ. ′╀‶, 3-おけきく. おゃ. ′╀‶.
╉〉‶╊ぃ
╉けきくぇすせ こけ せか. ╋うさぇ, 1, 3.
╉けきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ さ-く.
1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ さ-く.
1-おけきく. おゃ., ′╀‶, «たさせと.».
2-おけきく. おゃ., «ぉさっあ.», ゃ たけさ. しけしす., 

ょけ 5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 

けすょ., 2/3, 17 おゃ. き + 7 おゃ. き, おけきく. 
ういけかうさ. 『. 850 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 43, 13,2 おゃ. き, 
こけかくけきっすさぇあ., 2 すせぇかっすぇ, ゃぇくくぇは, 
ゅけさ. ゃけょぇ. 『. 410 す.さ.

ゃ 5-おけきく. おゃ., せか. ╂けさぬおけゅけ, 6ぇ, 18 
おゃ. き, 1/4, おうさこうつ, ょせて. おぇぉうくぇ, し/せ, 
つ/こ. 『. 650 す.さ.

1-おけきく. おゃ.
╀けかぬくうつくにえ ゅけさ., 2/2.『. 1200 す.さ.
]こっち. こさけおす, せ/こ, おうさこ., ょけき 3/5, 

35/18/9, しぇく. せいっか しけゃきっとっく, しけしす. 
けすかうつくけっ. 『. 1900 す.さ.

]けゃ. き-く, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18, しこっち. 
こさけっおす, せ/こ, つ/こ, 3/5, おうさこうつ, 38/18/9, 
しけしす. けすか., かけょあうは. 『. 1900 す.さ.

2-おけきく. おゃ.
せか. 〈けかぉせたうくぇ, 11, 4/5, 44/29/8, こっさっ-

こかぇくうさけゃおぇ, くけゃぇは しぇく.すった., ゃしすさ. おせた-
くは., ておぇそ-おせこっ, おけきく. ういけか., ぉぇかおけく, 
すっこかにっ こけかに ゃ おけさうょけさっ, ち. 1650 す.さ.

〉か. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 2/5, こぇくっかぬ, ゃぇ-
ゅけくつうおけき, 44/30/6, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, 
つ/こ, ち. 1550 す.さ.

‶けし. ╊っくうくしおうえ, 2/2, ょっさ., 50/40/8, 
っしすぬ ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, すせぇかっす, おけきくぇ-
すに ういけかうさけゃぇく. 『. 830 す.さ.

〉か. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, 4/5, 44/27/7, おけきく. 
ういけかうさ. くぇ さぇいくにっ しすけさけくに, ち. 1650 す.さ. 
うかう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ.

〉か. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 1/5, 44/28/6, 
おけきく. ういけかうさ., ち. 1550 す.さ.

こ. ╉ぇかうくけゃおぇ, 3/5, 44/33/6, ぉぇかおけく, 
すっかっそけく, しけしす. けすかうつくけっ, ち. 1600 す.さ.

こ. ╊けしうくにえ, せか. ¨. ]けおけかけゃぇ, 1/2, 
50/28/8, おうさこ., せ/こ, おけきく. ういけか., 
かけょあうは 6 き, つ/こ, ち. 980 す.さ.

〉か. 〈けかぉせたうくぇ, 11, 1/5, こぇくっかぬ, 
おけきく. «ゃぇゅけくつうお», ち. 2000 す.さ.

3-おけきく. おゃ.
せか. ╂っさけっゃ すさせょぇ, 20, せ/こ, 59/37/7,5, 

5/5, おうさこ., かけょあうは 6 き., ち. 2300 す.さ.
せか. ╀させしくうちにくぇ,1, 8/9, せ/こ, っゃさけさっ-

きけくす, ち. 2570 す.さ.
〉か. ╀させしくうちにくぇ, 1, 8/9, おうさこ., 

63/40/10, しすっおかけこぇおっすに, 2 かけょあ.  いぇ-
しすっおかっくに, たけさ. さっきけくす., ち. 2570 す.さ.

〉か. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 5/5, おうさこ., 
53/38/6, ち. 1900 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.

〉か. ╀させしくうちにくぇ, 3, 6/9, 63,3/41/10, 
せゅかけゃけえ こけょなっいょ, かけょあうは, ち. 2470 す.さ. 

〉か. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 1, 3/5, こぇく., 
54/38/6, «ぉさっあ.», すっか., ぉぇか-
おけく, しけしす. たけさ., こっさっこかぇく., つ/こ, 
ち. 2100 す.さ.

〉か. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ., 
ち. 2250 す.さ. うかう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ. 
さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.

〉か. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 10, せ/こ, 67/39/12, しすっ-
おかけこぇおっすに, くけゃにっ ょゃっさう, ち. 2350 す.さ.

〉か. ╂ぇゅぇさうくぇ, 3, 62/45/6,5, おけきく. 
ういけか., しすっおかけこぇおっすに, ょせて. おぇぉうくぇ, 
ち. 2160 す.さ. うかう けぉきっくはの くぇ ょけき.

〉か. ]こけさすうゃくぇは, 4, 60/41/7,5, 
ぉぇかおけく+かけょあうは, ち. 2000 す.さ.

〉か. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2, 3/4, 55/42/6, 
ぉぇかおけく, ち. 1850 す. さ.

〉か. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, 3/5, せ/こ, おうさ-
こうつ, おけきく. ういけか., ち. 2170 す.さ. うかう 
きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.

〉か. 』ぇこぇっゃぇ, 17, 5/5, せ/こ, こぇ-
くっかぬ, 66,4/40,5/9, かけょあうは 6 き2, ち. 
2450 す.さ.

4-おけきく. おゃ.
〉か. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-

あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす., 
ち. 3000 す.さ. うかう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.

╃けきぇ

〉か. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ. ょけき 30 き2, 
1 おけきく.+おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. 
おぇくぇか. さはょけき. 10 しけすけお いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすうさせ. 
[ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. せか. ╉けき-
きせくに つぇしすぬ ょけきぇ, 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. 『. 1300 す.さ.

‶っさ. 8 ]っゃっさくにえ, ]けしくけゃにえ ╀けさ, 
70/40/30, ゅぇい, ゃけょぇ, おうさこ. ょけき, ぉぇくは, 
10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., けぉきっく, さぇししきけすさの 
かのぉけえ ゃぇさうぇくす. 『. 3200 す.さ., すけさゅ.

‶っさ. 2 ]っゃっさくにえ, こっくけぉかけお, けぉ-
かうち. おうさこうつけき, 98 おゃ. き, きぇくしぇさょぇ, 
4 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす う 
ゃぇくくぇは ゃ ょけきっ, おぇきうく, 9 しけす., くけゃぇは 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 4700 す.さ. 

〉か. 】けさしぇ, 70 おゃ. き, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて., ち. 2500 す.さ. 

〉か. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 3 おけきくぇすに 
+ おせたくは, 51 おゃ. き, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, 
ぉぇくは, すっこかうちに, 4 しけす., ち. 2250 す.さ.

〉か. ╉けききせくに, つぇしすぬ ょけきぇ, 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., 
ち. 1500 す.さ., うかう 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 おゃ. き, 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. 『. 2400 す.さ.

]ぇょに
お/し  わ77, «]けかくっつくにえ», しぇさぇえ, ゃけょぇ, ねか-

ゃけ, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ., こか.-はゅけょくにっ くぇしぇあょ., 
ち. 420 す.さ.

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, けしす. «【ぇたすぇ ぃあ-
くぇは», お/し わ10, 3 しけす., おうさこうつ. ょけき, 
ねか-ゃけ, ゃけょけこさけゃけょ, こけしぇょおう, こさけこう-
しおぇ. 『. 500 す.さ.

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
〉つ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, せか. ¨しっく-

くはは, ち. 1000 す.さ. 

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

«╀ぃ[¨
]¨╂╊┿]¨╁┿′╇╈» 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «[┿╁-╊〈╃»
′けゃけぉっさっいけゃしおうえ こけし., 

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25.
〈っか.: 3-13-22, 

8-908-903-17-08, 
8-902-262-47-85,
8-953-387-37-80

ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6ぇ, 18 おゃ. き, くっょけさけゅけ. 『. 550 す.さ.

1-おけきく. おゃ.: 
せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, ち. 1250 す.さ.
′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 21, 4/5, 

せ/こ. 『. 1450 さ.
せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, 5/5, 20 おゃ. き, 

1350 す.さ.
こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 おゃ. き, 

こ/ぉ, 550 す.さ.
2-おけきく. おゃ.:
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 4, 2/3, ち. 

1350 す.さ.
せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 2/4. 『. 

1400 す. さ.
′╀‶, せか. ╉けさけかっゃぇ, 9, 1/5, ういけか., 

44 おゃ. き, ち. 1550 す.さ.
′╀‶, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, 3/5, こさけょぇき 

うかう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 3, 4/5, 

せ/こ, こさけょぇき うかう こけきっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ., «たさせと.» し ぉぇかおけくけき + ょけこかぇすぇ.

こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
おうさこうつ., 1/4, ち. 1230 す.さ., すけさゅ.

こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 8, こぇ-
くっかぬ, 5/5, ち. 1050 す.さ., すけさゅ.

〉か. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9/2, 2/5, 
1480 す.さ.

こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
5, 1/5, おけきく. ういけか.,ち. 1230 す.さ.

〉か. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 2/2, おけきく. ういけか., 
1500 す.さ., ょけき こけしかっ おぇこ. さっきけくすぇ.

╆-おけきく. おゃ.:
せか. ╉けしにた, 8, 1/5, 60/39/6, «ぉさっあ-

くっゃおぇ», ち. 1900 す.さ., ゃけいきけあくぇ うこけ-
すっおぇ, かうぉけ けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. くぇ 
]けゃっすしおけき+ょけこかぇすぇ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 1/9, 62/40/8, 
っゃさけさっきけくす (おぇこ. さっきけくす けすけこかっくうは, 
しすっおかけこぇおっすに, くぇ おせたくっ すっこかにえ こけか, 
ゃ おけきく. – かぇきうくぇす, ゃぇくくぇは – おぇそっかぬ, 
いぇきっくっくに: ゃぇくくぇ, さぇおけゃうくぇ, せくうすぇい), 
ぉけかぬてぇは いぇしすっおか. かけょあうは, ち. 2400 す.さ.

ゅ. ┿かぇこぇっゃしお, せか. ╀さ. ]っさっぉさはおけ-
ゃにた, 3/5, 55 き2, すっかっそけく, ち. 1200 す.さ.

こ. ╀. ]うょっかぬくうおけゃけ, ]にしっさすしおうえ 
さ-く, 5/5, 56 き2, せ/こ.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさっゃ. 
1/2, ち. 900 す.さ.

〉か. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ., ち. 2050 す.さ.

′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, 5/5, せ/こ, 
こさけょぇき うかう けぉきっく.

〉か. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, こさけょぇき 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.+ょけこかぇすぇ.

こ. ╊っくうくしおうえ, 1/2, ょっさっゃ., おけき. 
ういけかうさ., 63 おゃ. き, ち. 1150 す.さ.

′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 3/6, 
せ/こ, ]‶, おうさこ., 101,3/57,4/15, 2 かけょあ.

‶けし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬ-
しおぇは, 11, こさけょぇき うかう けぉきっく くぇ 
2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.

4-おけきく. おゃ.:
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 1/5, おけきく. 

ういけか., こさけょぇき うかう けぉきっくはの.
╃けきぇ:
こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╁けしすけつくぇは, 25 き2, 

ょっさっゃ., 12 しけす, ち. 1200 す.さ.
こ. ]ぇさぇこせかおぇ (ちっくすさ), せか. ╉ぇかうくう-

くぇ, 62 き2, ょっさっゃ., 14 しけす. いっきかう, ち. 
1200 す.さ.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. いっきかう, ゃっすたうえ ょけき, ち. 900 す.さ.

こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけゃぇは, 1/
2
 

ょけきぇ, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., くぇ おけくちっ 
せつ-おぇ かっし, ち. 1400 す.さ.

½ ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, 35 おゃ. き, 10 
しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ち. 1150 す.さ.

こ. ]すぇくけゃぇは, ょっさっゃ. 25 き2, ねか-ゃけ, 
しおゃぇあうくぇ, 12,5 しけす., ち. 1150 す.さ.

╉けすすっょあう:
せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 77, 180 き2, 2-ねすぇあ., 

ぉさういけかうす けぉかけあっく おうさこ., ゅぇい, ゃけょぇ, 
ちっくすさ. おぇくぇかうい., ねか-ゃけ, ぉぇくは 45 き2, すっ-
こかにっ こけかに, ゅぇさぇあ し ぇゃすけきぇす. ゃけさけすぇ-
きう, 12 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ., つうしすけゃぇは 
けすょっかおぇ, ゃしすさけっく. きっぉっかぬ, ち. 9300 す.さ.

]ぇょに:
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇこさけすうゃ 

«╃ぇきぉに», ぉけかぬてけえ ょけき, こっつくけっ 
けすけこかっくうっ, ゅぇさぇあ, すっこかうちぇ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇこさけすうゃ 
«╃ぇきぉに», 8 しけす., 2 ょけきぇ.

‶けし. ╋けくっすくにえ, 10 しけす., 2-ねす. ょけき, 
ぉぇくは. 『. 500 す.さ.

‶けし. ╋けくっすくにえ, 4 しけす., 130 す.さ.
‶けし. ╋けくっすくにえ, 7 しけす., ねか-ゃけ, 

しおゃぇあうくぇ, 230 す.さ.
〉か. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 6 しけす., ち. 

600 す.さ.
‶けし. ╋けくっすくにえ, ち. 80 す.さ.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう: 
こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╋ったぇくういぇすけさけゃ, 13, 7 

しけす. ち. 800 す.さ.
こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 12 

しけす., けおけかけ かっしぇ, さぇいさぇぉけすぇく, ち. 700 す.さ.
こ. ╉かのつっゃしお (ちっくすさ), せか. ╆ぇゃけょ-

しおぇは, 12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう, ち. 850 す.さ.

さぇぉ. こ. ╁. ′っえゃうくしおうえ, 11 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけき こけしっかおっ, くぇ ゅけさっ せ かっしぇ, 
けつっくぬ あうゃけこうしくけっ きっしすけ, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう, ち. 450 す.さ., すけさゅ, しさけつくけ.

]くうきせ
╉けきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき, おけすすっょあ.
╆っき. せつぇしすおう
せか. 【おけかぬくうおけゃ, 12 しけす. いっきかう. 『. 

1500 す.さ., すけさゅ.
¨ぉなっおす 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
せか. ╅うかぬちけゃぇ, おけさけぉおぇ 12た12, 6 

しけす. ゃ しけぉしすゃ. + 14 しけす. ょけかゅけしすさけつ-
くぇは ぇさっくょぇ., すけさゅ. 『. 3000 す.さ.

╁っすたうえ ょけき
╁しっ おけききせくうお., 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 

しさけつくぇは こさけょぇあぇ. 『. 1500 す.さ., すけさゅ.
╉けすすっょあう:
][¨』′┿ぅ ‶[¨╃┿╅┿: ′╀‶, 9 おき. けす 

ゅか. こけつすぇきこぇ ╄╉╀, 25 しけす. いっきかう, くぇ 
せつぇしすおっ 77 しけしっく, きっぉっかうさけゃぇくくにえ, 
150 き2, 2 ゅ. 『. 15000 す. さ., すけさゅ.

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 250 き2 うい ぉさういけかうすぇ 
(おさぇしくにえ おうさこうつ), いっき. せつ-けお 25 しけす. 
くぇ せつ-おっ ぉけかぬてぇは ぉぇくは し ゅけしすっゃにき 
ょけきけき, ゅぇさぇあ, ち. 8500 す.さ., すけさゅ.

せか. ]っさけゃぇ, 29 しけす. いっきかう し かっしけき, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, 415 き2, ゅけ-
しすっゃけえ ょけき, ぉぇくは, ぉぇししっえく, きっぉっかう-
さけゃぇくくにえ. ち. 25000 す.さ., すけさゅ, ゃけい-
きけあくぇ さぇししさけつおぇ.

せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 360 き2, きっぉっかう-
さけゃぇくくにえ, ゅぇさぇあ, ぉぇくは, くけゃにえ, おうさ-
こうつ, ち. 25000 す.さ., すけさゅ.

せか. ╇しぇおけゃぇ, 600 き2, し いうきくうき しぇょけき, 
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, 
いっき. せつ-お 20 しけす. ち. 18000 す.さ., すけさゅ.

せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 150 き2, くけゃけしすさけえ, 
ぉぇく. おけきこかっおし 80 き2, ゅぇさぇあ, ぇゃすけきぇ-
すうつ. ゃけさけすぇ, 12 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ., 
ゃしっ おけききせくうおぇちうう.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお: 
いっき. せつぇしすけお 34 しけす. ゃ しけぉしすゃ., あう-

ゃけこうしくけっ きっしすけ, 2た せさけゃくっゃにえ かぇくょ-
てぇそす, ちっくぇ ょけゅけゃけさくぇは, ょけさけゅけ. 

おけすすっょあ, こっさ. ′ぇゅけさくにえ, くけゃにえ, 
おうさこうつ, 600 き2, 5 せさけゃくっえ, 12,5 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., あうゃけこうしくけっ きっしすけ, せ かっしぇ, 
ち. 15000 す.さ., すけさゅ.

おけすすっょあ, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 300 き2, 
おかっっくにえ ぉさせし, ゃ しすうかっ «てぇかっ», きっ-
ぉっかうさけゃぇくくにえ, かぇくょてぇそす ょういぇえく, 
ゃ あうゃけこうしくけき きっしすっ せ かっしぇ, 15 しけす.
いっきかう. 30000 す.さ., すけさゅ. 

‶[¨╃┿ぃ:
′っあうかけっ こけきっとっくうっ:

〉か. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 61 き2, 
おうさこうつ, くけゃにえ ょけき, ち. 30 す.さ./き2.

〉か. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 
おうさこうつ, くけゃにえ ょけき, ち. 30 す.さ./き2.

〉か. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 57 き2, ち. 30 
す.さ./き2.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか.: 219-56-27.
╂. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4

‶. ╇いけこかうす, こっさ. ╉さにきしおうえ, 40 おゃ. 
き, 2 おけきく. + おせたくは, ぉさっゃっく., こさう-
しすさけえ てかぇおけぉっすけく, こぇさ. けすけこかっくうっ, 
おけかけょっち ゃけ ょゃけさっ, 6,5 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっくく. 『. 2500 す.さ. 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 くぇ おゃぇさすうさせ.

‶けおせこぇっき いっき. せつぇしすおう, けぉな-
っおすに 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, おけすすっょあう, ょけきぇ.

′っょゃうあうきけしすぬ ゃ 』ったうう, ╀けかゅぇ-
さうう. ‶けかくけっ のさ. しけこさけゃけあょっくうっ, 
けいくぇおけきうすっかぬくにっ すせさに. ╉けくしせかぬ-
すぇちうう こけ すっか. 8-922-228-58-88.

┿′ «╃¨╋ – 2000»
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 28, 

けそ. 117.
〈っか.: 8-912-29-62-568, 

8-912-04-27-067, 
8-922-22-85-888

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿.╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, 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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

]すさけうすっかぬしすゃけ: ょけきぇ, ぉぇくう けす 10 
す.さ. ‶けょぉけさ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ 
こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ.

«[けょくうお», 20 しけす., 800 す.さ.
‶けし. ╉かのつっゃしお, 16 しけすけお いっきかう, 

かっし, 1100 す.さ.
‶けし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす., 850 す.さ.
‶けし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす., ょけき おぇ-

きっく., 1000 す.さ.
‶けし. ╋けくっすくにえ, せか. ]っゃっさくぇは, 16 

しけす., しおゃぇあうくぇ, 650 す.さ.
〉か. ╉ぇかうくうくぇ, 10 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, 

ち. 1750 す.さ.
‶けし. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 

しけす. ゃ しけぉしすゃっくくけしすう., たけさ. おさぇしうゃ. 
きっしすっ. 『. 650 す. さ.

╉さぇしくけょぇさしおうえ おさぇえ, ゅ. ]けつう, せか. ╁うて-
くっゃぇは, 6 しけす., ゃしっ おけききせくうおぇちうう さはょけき, 
ゃけいきけあくぇ こけきけとぬ ゃ しす-ゃっ, ち. 3300 す.さ.

〉つぇしすおう:
〉つ-お こけょ きぇゅぇいうく こけし. ╉かのつっゃしお 

うかう けぉきっくはの くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ.
╂ぇさぇあう:
′╀‶, さ-く 7 ておけかに, 120 す.さ.
こ. ╉うさけゃしおうえ, 80 す.さ., すけさゅ.

]╃┿╋:
2-おけきく. おゃ. , せ/こ くぇ ょかうす. しさけお, 

ちっくすさ. 
╉けきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ. くぇ ]けゃっす-

しおけき こけし., 12 き2.

¨╀╋╄′:
ょけき せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-た おけきく.おゃ 

(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ) 89022602030 
‶[¨╃┿╅┿
╉けきくぇすぇ: せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 

42, 2/5, 12 おゃ.き., 500 す.さ. すけさゅ 
89022602030

1-おけきく. おゃ. せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 3/5, 
30/17/5, しけしす たけさけてっっ 1250 す.さ. 
89022602030

2-おけきく. おゃ.
╂. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╋-]うぉうさはおぇ, 

23, 43/30/6, しけしす たけさ 2400 す.さ. 
89221799230 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, こぇくっかぬ, 1/5, 
44/28/7,5, せ/こ, つうしすぇは こさけょぇあぇ, 
1650 す.さ. 89222931920

こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
2/2, ょっさっゃけ, 42 おゃ.き., 350 す.さ. 
89022602030

3-おけきく. おゃ. 
〉か. ╋.]うぉうさはおぇ, 3, 3/5, こぇ-

くっかぬ, 62 おゃ.き., さっきけくす, 2150 す.さ. 
89022602030

せか. 【うかけゃしおぇは, 17, おうさこうつ, 4/5, 
59/42/6,5, しけしす. くけさき, 2150 す.さ. 
89022602030

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. 
89022602030

ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ̈ こぇかうたうくしおぇは, 
31, ぉかけおう, 8/9, せ/こ, 68/-/8, しけしす.
くけさき, 3400 す.さ. 89222931920

╃けきぇ/ おけすすっょあう 
‶. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえゅけさけょけゃぇ, 

ょけき 75/50/12, こっくっかぬ, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてう-
くに, 8 しけす いっきかう, たけさ. さっきけくす 3000 
す.さ. すけさゅ うかう けぉきっく くぇ 2 けょくけおけき-
くぇすくにっ おゃぇさすうさに ゃ ╀っさっいけゃしおけき 
89022602030

‶. ╋けくっすくにえ, せか. 8 きぇさすぇ, ょけき 
75/50/12, ょっさっゃけ/ぉかけお, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, 12 しけす いっきかう, たけさ. さっきけくす 
2500 す.さ.89022602030

╂. ╄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 おゃ.き., 6 
しけす いっきかう しけしす. くけさき. 2500 す.さ. 
89022602030

〉か. ‶うけくっさしおぇは, ょけき 38 おゃ.き. 10 
しけす いっきかう, ゅぇい, ゃけょぇ けぉきっく くぇ 2-た 
おけきく おゃ ゃ たけさ しけしす 89022602030

こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╉かせぉくぇは, 200 
おゃ.き., おさぇしうゃけっ すうたけっ きっしすけ, さはょけき 
かっし, くぇ せつ. っしすぬ ぉぇくは 5*6, ゅぇさぇあ くぇ 
2 きぇてうくに, ゃけょぇ しおゃぇあうくぇ, ゅぇい 6700 
す.さ. 89022602030

せか. ╉っょさけゃぇは, 170 おゃ.き. ゃ すけき つうし-
かっ こけょゃぇか 80 おゃ.き., 1 ねすぇあ あうかけえ, 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, 11 しけす., 3900 す.さ. うかう 
けぉきっく くぇ 1 おけきく.おゃ. ゃ くけゃけしすさけえおっ, 
し ょけこかぇすけえ 89022602030

‶. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
360 おゃ.き. こけょ つうしすけゃせの けすょっかおせ, ゅぇ-
さぇあ- きぇしすっさしおぇは, ぉぇくは し ゅぇいけゃにき 
けすけこかっくうっき, 10,5 しけす ゃ しけぉしすゃ. 
10200 す.さ. 80922602030

せか. ]けゃっすしおぇは, 120 おゃ.き. こけょ つう-
しすけゃせの けすょっかおせ – 1 ねす., くっょけしすさけえ 
– 2 ねす., 63 おゃ.き. ゅけすけゃに お こさけあうゃぇ-
くうの, ぉぇくは し ぉぇししっえくけき, しぇせくぇ, 9 しけす 
ゃ しけぉしすゃ, 7500 す.さ. 89022602030

こ. ╊けしうくにえ(こ.╊せぉはくけえ), ょけぉさけす-
くにえ ょけき, 38 おゃ.き., ぉぇくは, ねか-ゃけ, こっつ-
くけっ けすけこか, おけかけょっち けおけかけ せつ, ぇし-
そぇかぬすけゃぇは ょけさけゅぇ お ょけきせ, 850 す.さ. 
89221799230

こ.╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく/
ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ+ きぇくしぇさょぇ, 120 
おゃ.き., ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす. 
[はょけき かっし, ゃけょけっき, 1800 す.さ. すけさゅ 
89221799230

こ. ╉かのつっゃしお, くっょけしすさけえ 80% ゅけ-
すけゃくけしすぬ, 15 しけす., ゃ しけぉしすゃ, くぇ ぉっさっ-
ゅせ こさせょぇ 89222931920

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
╉けか. ]ぇょ わ 78, 4,7 しけす ゃ しけぉしすゃっく-

くけしすう, さはょけき けいっさけ «╅せかぇくけゃしおけっ» 
150 す.さ. 89022602030

こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╁けしすけつくぇは, 11,6 
しけす., ゃ しけぉしす, そせくょぇきっくす 8*9, 
たけいこけしすさけえおう, 1050 す.さ. うかう けぉ-
きっく くぇ 1-おけきく.おゃ. ゃ ╀っさっいけゃしおけき 
89022602030

こ. ╋けくっすくにえ, 8 しけす ゃ しけぉしすゃ, ゅぇい, 
ゃけょぇ, さはょけき, 550 す.さ. 89022602030
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〉か. ╉けききせくに, 74 き2, 12 しけす., ゅぇい, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ. 『. 2500 す. さ. ╁けいきけあっく 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ し ょけこかぇすけえ. 
〈. 8-902-260-22-71.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, ′.-╇しっすしおうえ さ-く, せか. 
╂っさちっくぇ, 5/5 しけすけお, 42 き2. 『. 2400 す.さ. うかう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ し 
ょけこかぇすけえ. 〈. 8-912-208-70-34.

こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 14 
しけすけお, 60 き2, 3 おけきく., ぉさせし. 『. 1500 
す.さ. 〈. 8-912-208-70-34.

せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., 10, しけす., 45 
き2, 3 おけきく., ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, ぉぇくは, 
ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 『. 
2550 す.さ. 〈. 8-902-260-22-71.

╉けすすっょあう
〉か. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあくにえ, 170 

おゃ. き, ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, くけゃにえ, せつ. 6 
しけす., ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは, ち. 4500 す.さ., 
すけさゅ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ くぇ 
おゃぇさすうさせ 〈. 8-902-260-22-71.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╋. 
╂けさぬおけゅけ, 11 しけす., 2 ねすぇあぇ, 140 き2, 
ち. 7500 す.さ., すけさゅ. 〈. 89122087034.

〉つぇしすおう
こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 しけす. ち. 

1000 す.さ., すけさゅ, 8-912-208-70-34.
〉か. 〉さぇかぬしおぇは, 7 しけす., くぇ せ-おっ ゃっすたうえ 

ょけき 30 き2, ち. 1500 す.さ. ╁けいきけあっく すけさゅ うかう 
けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 〈. 8-912-208-70-34.

╉うさけゃしおうえ さ-く, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 10 
しけす., くぇ せ-おっ ょけき こけしかっ こけあぇさぇ, 
ゅぇい, ゃけょぇ こけょゃっょっくに お ょけきせ, ち. 
1800 す.さ. 〈. 8-912-208-70-34.

ゃ お/し, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす., 
ょけき 80 き2, ち. 1200 す.さ. 〈. 8-912-208-
70-34.

╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお 724 おゃ. き., 
せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ち. 1300, す. 8-902-
260-22-71.

╉\し «╃ぇかぬくうえ ╀っさっいうす» 12 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ねか-ゃけ, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ しぇょせ, ち. 500, す. 8-912-208-70-34.

╂ぇさぇあう
‶けし. ╉うさけゃしおうえ (こっさゃにえ さはょ 

けす せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, おぇこうす.., けゃ. 
はきぇ, ねか.). ]さけつくけ. 『. 120 す.さ. 
〈. 8-902-260-22-71.

¨ぉなっおす くっいぇゃっさてっくくけゅけ しす-ゃぇ
せか. ‶さけたかぇょくぇは, 10た10, おうさこ., 1 

ねすぇあ + ゅぇさぇあ, せつ-お 10 しけす., ねか-ゃけ, 
ゃけょぇ くぇ せつ-おっ, ゅぇい さはょけき, ち. 2500 
す.さ., 8-902-260-22-71.
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′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 〉か. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか.: 8-904-176-72-29

╉〉‶╊ぃ 
]ぇょ.
╆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.
‶[¨╃┿╋
2-おけきく. おゃ. 
ゅ. ′うあくうえ 〈ぇゅうか, せか. 』っさくにた, ょ. 

31, 1/5, 44/27/6, て/ぉかけお, こけょけえょっす 
こけょ きぇゅぇいうく うかう けそうし.

こけし. ╉っょさけゃおぇ, ]けゃっすしおぇは, 3/5, 
こぇくっかぬ, 44/29/6 おけきく. ういけか., し/せ 
さぇいょ. 『. 1300 す.さ.

4-おけきく. おゃ. 
こけし. ╉っょさけゃおぇ, ]けゃっすしおぇは, 1/5, 

こぇくっかぬ, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ. 『. 
1850 す.さ.

╉〉‶╊ぃ
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, ′╀‶ う こさうかっあぇとうた 
こけしっかおぇた. ]さけつくけ.

]′╇╋〉
1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っさっ-

いけゃしおけき う こさうかっあぇとうた こけしっかおぇた.
]╃┿╋
╉けきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ 15 き2, せか. 

【うかけゃおぇは, 5, ぉっい きっぉっかう, ち. 6000 さ. 
+ ねかっおすさけねくっさゅうは.

2-おけきく. おゃ, せか. 【うかけゃおぇは, 20, 2/5, 
し きっぉっかぬの, くぇ ょかうす. しさけお, しっきぬっ, ち. 
10000 さ. + ねかっおすさけねくっさゅうは.

¨╀╋╄′
2-おけきく. おゃ., くぇ ′╀‶ こけかくけきっすさぇあ-

おせ, 53/40/10, 3/3, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっ-
かっえ, 33 くぇ きぇかけゅぇぉけさうすくせの 2-おけきく. 
おゃ. けぉと. こか. けす 29 き2 ょけ 35 き 2, 2 ねすぇあ 
し ょけこかぇすけえ.

1 おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ′╀‶ せか. 
』ぇこぇっゃぇ, 37, 2/3, 19,7 き2, 2 たけいはうくぇ, 
う おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ゃ ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ┿さきぇゃうさしおぇは, 15,6 き2, 1/3, 
3 たけいはうくぇ くぇ 2-おけきく. おゃ., «ぉさっあくっゃ-
おせ», 1 う 5 ねす. くっ こさっょかぇゅぇすぬ.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅ, せか. ┿さきぇゃうさしおぇは, 23, 1/3, ぉっい 
ぉぇかおけくぇ, 36/18/10, 650 す.さ., すけさゅ.

1-おけきく. おゃ., せか. ╉けさけかっゃぇ, 5, 1/5, 
30/17/6, おうさこ., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇか-
おけくぇ, すさっぉせっす さっきけくすぇ. 1300 す.さ.

2-おけきく. おゃ., こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 2/2, 
こけかせぉかぇゅけせしすさ., 36/24/6, こさうせしっぉく. 
せつ-お. ち. 1050 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. ]すさけすうかっかっえ, 9,  
4/5, 44/27/6, おうさこ., ち. 1600

2-おけきく. おゃ., こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 
╄かけゃぇは, おうさこ., 3/3, 40/34/6, ち. 950 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13ぇ, 
1/5, 44/30/6, し/せ さぇいょ., ぉっい ぉぇかおけくぇ, 
ち. 1050 す.さ., 2/3 ょけかう.

2-おけきく. おゃ., せか. ╊っくうくぇ, 63, 1/4 おうさ-
こうつ, 44/27/6, こけすけかおう 3 き. ち. 1550 す.さ.

3-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, せか. 
‶せておうくぇ, 11, 65/45/7, しけしすけはくうっ たけ-
さけてっっ, ゅぇい, ゃけょぇ, せょけぉしすゃぇ ゃ おゃぇさ-
すうさっ, ち. 1065 す.さ.

3-おけきく. おゃ., ゅ. ╉さぇしくけすせさうくしお, せか. 
[ぇょうとっゃぇ, 65/40/6, おうさこうつ, おけきく. 
ういけか., ち. 1250 す.さ.

╃けき
1/2 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, 2, ょっさっゃ., 40/30/10, こっつく. 
けすけこかっくうっ, せょけぉしすゃぇ くぇ せかうちっ, 6 
しけす. いっきかう ゃ ぇさっくょっ. 『. 750 す.さ.

╃っさっゃはくくにえ, せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 
けぉかけあっく おうさこうつっき, 7た11, ゅぇい, ゃけょぇ, 
おぇくぇかういぇちうは ゃ ょけきっ, ゅぇさぇあ, しぇさぇえ うい 
おうさこうつぇ 4た11, ぉぇくは, いっきかは 8 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ち. 3700 す.さ.

╂ぇさぇあう
′╀‶, いぇ ておけかけえ わ7, 4た6, けゃけとくぇは 

はきぇ, 90 すにし. させぉ.
ゃ さ-くっ こ. ╉うさけゃしおけゅけ, けゃけとくぇは はきぇ, 

しきけすさけゃぇは はきぇ, 100 すにし. させぉ., すけさゅ 
せきっしすっく.

]ぇょ
いぇ ぉけえくっえ, いっき. せつ-お 7 しけす., ょけき 5た4, 

2 ねすぇあぇ, ゃしっ くぇしぇあょっくうは, ねか-ゃけ, ゃけょぇ 
ゃ しぇょせ. 『. 550 す.さ.

╆っき. せつ-お ゃ お/し わ94, 6 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ねか-ゃけ, ゃけょに くっす, ち. 220 す.さ.

╆っき. せつ-お, お/し «╋けつぇかけゃおぇ», 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ねか-ゃけ, ゃけょに くっす, ち. 220 す.さ.

〉つぇしすけお いっきかっこけしっかっくうは 
15 しけす. ゃ しけぉしすゃ. こ. ¨おすはぉさぬしおうえ. 
ち. 650 す.さ.

]′╇╋〉
╃けき.
1-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
]╃┿╋
‶さけういゃけょしすゃっくくにっ こかけとぇょう ゃ ゅ. 

╀っさっいけゃしおけき.
‶[¨╃┿╋
1-おけきく. おゃ. 
せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, 35,7/21,4/6 

(こっさっこかぇくうさけゃぇくけ ゃ 2-おけきく. おゃ.). 
『. 1470 す.さ.

2-おけきく. おゃ. 
‶. ╊けしうくにえ, せか. ¨かっゅぇ ╉けてっゃけ-

ゅけ, ょけき おうさこ., 1/2, 45,8/27,4/7. 
『. 980 す.さ.

3-おけきく. おゃ.
〉か. ╉けしにた, 8, 60,5 おゃ. き, おせたくは – 15 

おゃ. き (ぉにゃてぇは 4-おけきく. おゃ. し こっさっ-
こかぇくうさけゃおけえ), うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. 
おゃ. + ょけこかぇすぇ.

〉か. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5, うかう けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.

╃けきぇ/おけすすっょあう
こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 おゃ.き., 

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., ち. 700 す.さ.

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, しけしく. ╀けさ. ‶っさ. 
5-にえ しっゃっさくにえ, あうかけえ ょけき – 215 
き. おゃ., あうかぇは こかけとぇょぬ – 103 き. おゃ. 
こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく. ╆っき. 〉つ-お 
10,5 しけす. ╁ しけぉしすゃっくくけしすう ゃしっ ゃ たけ-
さけてっき しけしす., ぉぇくは, ぉっしっょおぇ, すっこかう-
ちぇ, くぇしぇあょっくうは, 10500 す. さ.

こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, ょけき 
ょっさっゃ., 36 おゃ. き, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっき-
かは – 16 しけす., ち. 2400 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, ょけき おぇきっくくにえ, 
74 おゃ. き, ぉかぇゅけせしすさけっく., ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, 6 しけすけお いっきかう, ゃしっ ゃ たけさけてっき 
しけしすけはくうう, ち. 4500 す.さ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 1/2 ょけきぇ, ょっさっゃ., 
40 き2, 8 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす. せ ゃけょに, 
ぉぇくは, ゃしっ おけききせくうおぇちうう, ち. 3500 す.さ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
おけさけぉおぇ 2-ねすぇあくぇは うい こっくけぉかけおぇ, 
こけょ おさにてっえ 100 き2, 10 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ., ち. 4000 す.さ., すけさゅ.

こ. ]すぇくけゃぇは, 1/2 ょけきぇ, 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., ち. 1270 す.さ.

╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬ-
くにた さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 
そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ ょけ-
おせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう し 
くっょゃうあうきけしすぬの.

¨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.

╃¨╋┿ 
〈┿〉′-》┿〉], 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, せか. ̈ 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.

せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 245 き, ゅぇさぇあ, 
2-ねすぇあ., ぉっい ゃくせすさっくくっえ けすょっかおう, 
こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさ., せつ-お 14 しけすけお.

]けしくけゃにえ ╀けさ, こっさ. ‶にてきうくしおうえ, 
44/30, 2-おけきく., おせたくは, こけかくけしすぬの 
ぉかぇゅけせしすさけっく, せつぇしすけお 7,4 しけすおう, ち. 
2100 す.さ., すけさゅ.

48 き, ぉさせし/こっくけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, 
くぇ ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきぇ, くけゃぇは しぇせ-
くぇ 30 き, ゅぇさぇあ 60 き 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 しけすけお, ゃ お/し わ36.

]┿╃｠
]ぇょけゃにっ せつ-おう けす 6 しけす. ╉] わ102 

こ. ╋けくっすくにえ, ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ, 
けす 120 す.さ. 

お/し «╃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 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, 3,5 
しけす., ょけきうお, すっこかうちぇ.

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 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.

こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, お/し 
«]すさけうすっかっかぬ-100», 5 しけす., ょけき うい ぉさっゃ-
くぇ し きぇくしぇさょけえ, 2 すっこか., ゃけょけこさけゃけょ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 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, くぇ ぉっさっゅせ 
さ. ‶にてきぇ, 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.

╂┿[┿╅′｠╄ ╀¨╉]｠
 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».
5*5, さぇえけく ‶すうつぬっえ ゅけさおう.

‶[¨╃┿ぃ 
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈

╃¨╋ ょっさっゃはくくにえ, ゅぇい, 7 しけす., せか. 
╇しぇおけゃぇ, 1880 す.さ.

╃¨╋, せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 122 き2, 2 ねす., 
21 しけす., 4900 す.さ.

44 おゃぇさすぇか, 150 き2, おけすすっょあ, 10 
しけす., ぉっさっゅ ゃけょけっきぇ. 『. 4200 す.さ.

¨╆╄[¨ ╁ ╊╄]〉. 14 ゅぇ. 『. 3,5 きかく させぉ.

┿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. 8-904-5490-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 【かぇおけいぇかうゃくけえ, 
せか. ╋ぇてうくうしすけゃ, 59 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 
いっきかは 6 しけす. ゃ しけしすゃ., ち. 2900 す.さ.

]┿╃｠
[-く [っあっゃしおけゅけ すさぇおすぇ, 4 しけす., さは-

ょけき ゃけょぇ, 2-ねす. ょけき 6*6, くぇしぇあょっ-
くうは, ち. 550 す.さ.

╂┿[┿╅╇
[-く 7-え ておけかに, ′╀‶, 6*8, ち. 350 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
おけきくぇすせ, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 

╀けかぬてぇおけゃぇ, 17 き2, ち. 800 す.さ.
おけきくぇすせ, せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 

16 き2, ち. 630 す.さ.
1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 5/5, 

おうさこうつ, ち. 1400 す.さ.
1-おけきく. おゃ., こけし. 【うかけゃおぇ, せか. 

╆ぇさっつくぇは, 17, せ/こ, 2/3, 33/16/8,8, ち. 
1250 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. ]すさけうすっかっえ, 
7,  2/5, おけきく. しきっあ. うかう きっくはの くぇ 
3-おけきく. おゃ..

せつぇしすけお, せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 15 しけす.
ょけき, ]けしくけゃにえ ぉけさ, こっさ. 〈ぇくおう-

しすけゃ, ょっさっゃ. (こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ), 
10 しけす. 『. 2100 す.さ.

しぇょ, こ. 【うかけゃおぇ, «′うゃぇ» せ かっしぇ. 
『. 380 す.さ.

╂ぇさぇあ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, ち. 500 す.さ.

¨¨¨ «RESPEKT»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16
(ゃたけょ つ/い きぇゅぇいうく «〉のすくにえ ょけき»).
〈っか.: 4-90-01,  8-908-927-15-59

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

〉か. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか.: 3-12-92, 

3-01-21, 8-912-232-00-18, 
8-908-914-50-36

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

4 20 èþëÿ
2010 ãîäà

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 〉か. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.

 〈っか.: 4-51-81, 8-908-92-06-126, 
8-908-92-12-664

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, РЕКЛАМА

ぃさうょうつっしおうっ おけくしせかぬ-
すぇちうう, けそけさきかっくうっ いっき. 
せつぇしすおけゃ, しけこさけゃけあょっくうっ 
しょっかけお し くっょゃうあうきけしすぬの. 

〈っか. 8-922-12-57-166. [
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îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 
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öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîìíàòû

ïîñ.Ìîíåòíûé, 

óë.Êèðîâà, ä.10
2/2 -/19/-  400 000ð. ðåìîíò 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

Ãàãàðèíà,16 5/6 36/16/10 ëîäæèÿ 1 550 000ð. õîð.ðåìîíò 8-950-550-59-78

Øèëîâêà, Íîâàÿ,13 1/2 28/16/6  1 300 000ð.
åâðîðåìîíò,äóø.êàáèíà, 

øêàô-êóïå
8-950-550-59-78

Øèëîâêà, Íîâàÿ,16 2/3 33/16/9 áàëêîí 1 290 000ð.  8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 47/18/11 ëîäæèÿ 1 577 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 48/19/12 ëîäæèÿ 1 634 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,16 1/5 49/19/11 ëîäæèÿ 1 549 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,16 1/5 47/23/11 ëîäæèÿ 1 507 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 5/5 35/14/9 ëîäæèÿ 1 213 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 37/15/10 ëîäæèÿ 1 305 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1-5/5 34/14/9 ëîäæèÿ 1 213 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1,5/5 37/15/9 ëîäæèÿ 1 306 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 1/12 38/17/11 ëîäæèÿ 1 326 000ð. 2 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 1/12 35/18/8 ëîäæèÿ 1 298 000ð. 2 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 6/12 40/17/11 ëîäæèÿ 1 440 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 12/12 39/17/11 ëîäæèÿ 1 397 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 3/9 50/23/12 ëîäæèÿ 1 708 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,28 2/5 40/27/6
áàëêîí 

çàñò.
1 550 000ð.  8-950-550-59-78

Øèëîâñêàÿ,19 2/5 41/27/6 íåò 1 560 000ð. æ/äâåðü 8-950-550-59-78

Øèëîâñêàÿ, 12 5/5 36/21/7 ëîäæèÿ 1 500 000ð. åâðîðåìîíò 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Èñàêîâà,7 8/9 55/32/12 ëîäæèÿ 2 650 000ð. ñ/ó ðàçä, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà 8-950-550-59-78

Øèëîâêà, Íîâàÿ,15 1/2 45/32/6  1 300 000ð. íîâàÿ êàíàëèçàöèÿ 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 66/32/11 ëîäæèÿ 2 244 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 65/32/13 ëîäæèÿ 2 213 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,14 1/5 69/30/11 ëîäæèÿ 2 289 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,16 5/5 66/32/11 ëîäæèÿ 2 226 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,16 5/5 66/32/13 ëîäæèÿ 2 213 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 49/28/8 ëîäæèÿ 1 679 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 3/5 55/28/9 ëîäæèÿ 1 986 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1-5/5 49/28/9 ëîäæèÿ 1 722 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1-5/5 55/31/9 ëîäæèÿ 1 938 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 2/12 51/28/9 ëîäæèÿ 1 833 000ð. 2 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 12/12 52/30/9 ëîäæèÿ 1 872 000ð. 2 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 10/12 52/30/9 ëîäæèÿ 1 907 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 2,4/9 88/41/18 2ëîäæèè 2 795 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 8/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 213 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 5,7/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 270 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Öèîëêîâñêîãî,16 4/4 66/35/9 ëîäæèÿ 2 158 000ð. íîâàÿ 8-950-550-59-78

Öèîëêîâñêîãî,16 1/4 77/33/12 2ëîäæèè 2 311 000ð. íîâàÿ 8-950-550-59-78

Öèîëêîâñêîãî,16 4/4 80/35/11 2ëîäæèè 2 558 000ð. íîâàÿ 8-950-550-59-78

Øèëîâñêàÿ,8 1/5 41/26/6  1 600 000ð. ñåéô-äâåðü 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Áðóñíèöûíà,2 6/9 62/42/8 ëîäæèÿ 2 450 000ð.  8-950-550-59-78

Áðóñíèöûíà,3 3/9 64/40/8 ëîäæèÿ 2 000 000ð. ñòåêëîïàêåòû 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 16 3/9 62/39/8 ëîäæèÿ 2 420 000ð. ÷/ïðîäàæà 8-950-550-59-78

Êðàñíûõ Ãåðîåâ,5 2/5 51/36/7 íåò 2 200 000ð. ÷/ïðîäàæà 8-950-550-59-78

Êðàñíûõ Ãåðîåâ,7À 3/5 58/36/6 ëîäæèÿ 2 420 000ð. êîìí.èçîëèðîâ.,æ/äâåðü 8-950-550-59-78

Ìàÿêîâñêîãî,3À 3/5 74/48/11 2 ëîäæèè 2 700 000ð. êîìí.èçîëèðîâ. 8-950-550-59-78

Ì.Ãîðüêîãî,10À 2/4 56/31/6 íåò 1 950 000ð. ÷/ïðîäàæà 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 86/49/11 2ëîäæèè 2 913 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,14 1/5 87/50/11 2ëîäæèè 2 889 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,16 5/5 87/50/11 2ëîäæèè 2 937 000ð. 2 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 78/45/12 ëîäæèÿ 2 572 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 3/5 78/45/12 ëîäæèÿ 2 732 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 79/47/12 ëîäæèÿ 2 673 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1-5/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 753 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 4/9 88/41/18 2ëîäæèè 2 782 000ð.
íîâàÿ (ñîâì. êóõíÿ-

ãîñòèííàÿ+2 êîìí)
8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 4,7/9 106/61/12 2ëîäæèè 3 570 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 9/9 108/60/14 2ëîäæèè 3 433 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ,20 1,5/5 110/67/13 2ëîäæèè 3 714 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Çàãâîçêèíà,18 2/9 115/69/12 2ëîäæèè 2 436 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

êâ.ì.

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí ñïå-

öèàëèñòà

Âàéíåðà 1 75 8 2 150 000ð.

1/2 äîìà, ãàç, âîäà, ãàçîâîå 

îòîïëåíèå; òóàëåò, âàííàÿ â 

äîìå.2 òåïëèöû, áàíÿ, ãàðàæ, 

âåðàíäà. âñå â ñîáñòâåííîñòè

8-950-550-59-78

Ìàÿêîâñêîãî 2 210  7 800 000ð. íîâûé,áëàãîóñòð. 8-950-550-59-78

8 Ìàðòà 2 238  10 000 000ð. íîâûé,áàíÿ,ãàðàæ.òîðã 8-950-550-59-78

Îêòÿáðüñêàÿ 1 49 10 2 800 000ð.
ñòåêëîïàêåòû, äîì äåðåâÿí-

íûé, ñ/ó â äîìå
8-950-550-59-78

Ôóðìàíîâà 1 27 18 2 950 000ð. ãàðàæ,ãàç ïî óëèöå. ÒÎÐÃ 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Ñàäîâûå ó÷àñòêè

àäðåñ îïèñàíèå

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ê/ñ ¹67
2 ýòàæíûé äîì èç áðóñà,áåñåäêà 3õ6 ñ êàìèíîì,ñêâàæèíà. 

ýëåêòðè÷åñòâî
4 1 450 000ð. 8-950-550-59-78

ê/ñ «×åðåì-

øàíêà»
ëåòíèé äîìèê,íåäîñòðîåííàÿ áàíÿ. Òîðã. 12 600 000ð. 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü, 

êâ.ì.
öåíà, ðóá îïèñàíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 38 1 900 000ð.

«Áèçíåñ öåíòð», ìàãàçèí ïðîì.òîâàðîâ, 

ìîæíî ïîä îôèñ, âîçìîæíî óâåëè÷åíèå 

ïëîùàäè

8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 ïîäâ/4 72,1 1 442 000ð. àäìèíèñòðàòèâíîå ïîìåùåíèå 8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 16 1/5 87,3 2 954 000ð.

â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî, âîçìîæ-

íîå èñïîëüçîâàíèå ñîöêóëüáûò, àïòåêà, 

ñòîìîòîëîãèÿ

8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110 3 715 000ð.

â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî, âîçìîæíîå 

èñïîëüçîâàíèå ìàãàçèí, ñîöêóëüáûò, àïòå-

êà, ñòîìîòîëîãèÿ

8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü, 

êâ.ì.

öåíà, ðóá/

ìåñ
îïèñàíèå

òåëåôîí ñïå-

öèàëèñòà

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 17 7 500ð. ìàãàçèí ïðîì.òîâàðîâ, ìîæíî ïîä îôèñ 8-922-29-84-636

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 38 11 500ð. ìàãàçèí ïðîì.òîâàðîâ, ìîæíî ïîä îôèñ 8-922-29-84-636

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 76 22 800ð. ìàãàçèí ïðîì.òîâàðîâ, ìîæíî ïîä îôèñ 8-922-29-84-636

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 114 34 200ð. ìàãàçèí ïðîì.òîâàðîâ, ìîæíî ïîä îôèñ 8-922-29-84-636

《うさきぇ «]ぇょ-しっさゃうし» ゃにこけか-
くうす さっきけくすくけ-しすさけうすっかぬくにっ 
さぇぉけすに かのぉけえ しかけあくけしすう, 
ゅうぉおうっ ちっくに, ゅぇさぇくすうは おぇつっしすゃぇ.

〈っか. 8-912-67-145-11.

[
╄╉

╊
┿

╋
┿



ÏÐÎÄÀÞ
• 1-おけきく.おゃ., ちっくすさ. 〈. 89122638785.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく.おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 5/5. 
『. 1050 す.さ. 〈. 89533861537.

[╄╉╊┿╋┿

• 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 ょ. 3, せ/こ, 53,5/28/9, かけょあうは 6 き2, 
5/5, ち. 1850 す.さ. 〈. 8-904-542-48-82.

[╄╉╊┿╋┿

•3-おけきく.おゃ., 65 き2, せか. ╀させしくうちうくぇ, 
3, 5/9, っゃさけさっき. 〈. 89122400929.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく.おゃ., せか. ╋-]うぉうさはおぇ, 7, 
5/5, せ/こ, 63/42/8. 『. 2550 す.さ. 〈っか. 
8-953-386-15-37.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けすすっょあ, 200 き2, ぉさせし, ぉぇくは, 
ぉぇししっえく, 6 しけす., しけぉしすゃっくくうお, せか. 
]すさけうすっかっえ, 34, ち. 3500 す.さ. 〈っか. 
8-903-07-85-701.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき 62,5 + ゅけしす. ょけき 28, こ. ╊っ-
しけいぇゃけょしおけえ, ょせて. おぇぉ. し ゃぇくくけえ, 
ぉぇくは, こけしぇょおう, ゅぇい, ゃけょぇ, 3200 す.さ. 
うかう きっくはの くぇ 2-た おけきく. おゃ. し ょけ-
こかぇすけえ. 〈っか. 8-905-807-33-29.

[╄╉╊┿╋┿ 
• ╃けき うかう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. し 
ょけこか. 〈っか. 8-950-20-389-81.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつぇしすけお こけょ こさけき. こかけ-
とぇょおせ 1,6 ゅぇ, ぇゃすけこけょなっいょ, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, いっきかは ぇさっくょぇ 49 
かっす. 〈. 8-912-245-08-18.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 14 しけす., こ. ╉かの-
つっゃしお. 〈っか. 8-912-24-00-929.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇこ. ゅぇさぇあ, ゃ ]けしくけゃけき ぉけさせ. 
〈.: 89089154546, 89089245251.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, 4た6, ′╀‶, いぇ 7 てお. 〈っか. 
8-904-161-57-91.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÞ
• 1-おけきく. おゃ., 40 き2, くけゃけしすさけえ, 
2/9, しけぉしすゃ. 〈っか. 8-950-203-66-17.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., ゃ ]けゃっすしおけき さ-くっ. 
〈っか. 8-902-262-47-74.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. せ/こ, ′╀‶. 〈. 89089120392.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╋けかけょぇは しっきぬは しくうきっす 2-おけきく. 
おゃ., ゃ ]けゃっすしおけき さ-くっ. 〈っか. 8-965-
52-190-50.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 〈. 8-922-203-88-96.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 8-922-213-13-17.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, けすしっゃ, とっぉっくぬ, くぇゃけい. 
¨す 1 ょけ 3 おせぉ. 〈っか. 8-950-644-29-25.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか, くぇすはあくにっ こけ-
すけかおう, ねかっおすさけきけくすぇあ, しぇく-
すったさぇぉけすに. 〈. 89089068758.

[╄╉╊┿╋┿

• ̈ すしっゃ, とっぉっくぬ, しおぇかぇ. 〈っか.:8-
922-205-93-85, 8-950-193-02-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
〈っか. 8-922-129-48-98.

[╄╉╊┿╋┿

• ][〉╀｠ ょけきけゃ, ぉぇくぬ. 《〉′╃┿-
╋╄′〈, ╉[¨╁╊ぅ. ╂ぇさぇくすうは おぇつっ-
しすゃぇ. 〈っか. 8-922-16-10-738.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». 
〈っか. 8-908-900-59-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ 5 す, しすさっかぇ 3 す. 
〈.: 89043814144, 89126453277.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すしっゃ, とっぉっくぬ. 8-904-389-55-38.
[╄╉╊┿╋┿

• ぁ╊╄╉〈[╇╉┿, おぇつっしすゃけ. 
8-922-153-83-99, ┿くょさっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨ぉさっいぬ こうかけきぇすっさうぇかけゃ 
ぉっしこかぇすくけ. 〈っか. 4-91-95.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-737-20-14.
[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇, [╄【╄〈╉╇, ╁¨-
[¨〈┿, ╆┿╀¨[｠, ╋╄〈┿╊. ╃╁╄[╇. 
′ういおうっ ちっくに. 〈.: 89505404651, 
89043838387, 89089122104.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇきけしゃぇか, 2,5 おせぉ. 〈. 89222240237.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 〈. 89089024652.
[╄╉╊┿╋┿

• 』っさくけいっき, すけさそ, くぇゃけい, けこうか, 
とっぉっくぬ, けすしっゃ, こっしけお, しおぇかぇ. 
〈っか. 8-922-118-77-87.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお 650 
さ/つぇし. 〈っか. 8-904-54-32354.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 〈っか. 
8-963-03-59-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆ぇあうゅぇすっかぬくぇは すぇきぇょぇ. 〈っか. 
8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6き, 6す. 〈っか. 
8-912-229-36-37.

[╄╉╊┿╋┿
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•  ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╃╋╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. 〈っか.: (343) 
290-92-54, 89536003958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ╉¨[¨╁┿. 〈. 8-922-14-23-126.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃうくけきぇすけお う たさはおぇ. 〈っか. 
4-91-87, 8-912-213-36-13.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ. 〈. 8-912-212-94-41.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇいっかぬ-すっくす. 8-963-044-44-85.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈っか. 8-908-900-5916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• 》せくょぇえ ‶けさすっさ, おせいけゃ 3 き.
〈っか. 8-919-371-07-00

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈っか. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ ゃ かのぉけっ ゃさっきは! 〈っか. 
8-922-141-51-24.

[╄╉╊┿╋┿

•╉ぇき┿╆ (ぉけさす), 8 す, 6 き, くぇか./ぉっい-
くぇか. 〈っか. 8-922-615-70-06.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇいっかぬ-すっくす. 〈っか. 89501975384.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ╃[¨╁┿ ょってっゃけ, 800 させぉ. 〈っか. 
8-902-87-99-331.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃さけゃぇ, 700 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. 〈. 89049837546.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 〈っか. 8-908-913-41-65.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. ╀っさっいぇ, しけしくぇ, けしうくぇ. 
〈っか. 8-952-73-23-586.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿.  〈っか.: 8-922-212-8256.
[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿. 〈っか. 8-904-389-54-20.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 〈っか. 
8-912-6-9999-18.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 〈っか. 
8-912-045-64-04.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ けす 7500 さ., ゃけさけ-
すぇ, さってっすおう, いぇぉけさに. 〈っか. 8-952-
728-38-68.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 〈っか. 8-902-44-09-787.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ しせたうっ, おけかけすにっ, 700 
させぉ. 〈っか. 8-961-573-64-75.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ けす 800 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 〈っか. 8-963-851-63-43.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉せこかの かっし. 〈っか. 8-922-11-13-
711, 8-912-65-43-778.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ┿おゃぇさうせき くぇ 100 か し さにぉおぇきう. 
〈っか. 8-950-203-66-17.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ′ぇ こうかけさぇきせ すさっぉせのすしは さぇき-
とうおう, おけかぬとうおう ょさけゃ, ゃけょう-
すっかぬ. ╉ぇすっゅけさうう «]» くぇ ╆╇╊ 131. 
〈っか. 8-902-87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ ゃ すぇおしう し か/ぇ. 〈っか. 
8-965-50-911-41.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っおさっすぇさぬ (ょっゃせておぇ 18-30 
かっす) ゃけいきけあくけ ぉっい け/さ, い/こ けす 12 
す.さ., さぇぉけすぇ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 〈っか. 
4-52-74, 200-65-03.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち こっつぇすくけえ こさけょせお-
ちうう ゃ き-く «╀っさっいおぇ», ′╀‶. 〈っか. 
8-922-29-78-542.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけういゃけょしすゃせ きはゅおけえ きっぉっかう 
すさっぉせのすしは てゃっう, いぇおさけえとうお くぇ 
かっしけゃけい, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは. 〈っか.: 
4-73-47, 8-902-275-13-18.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは. 
〈っか. 8-912-66-999-09.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂〉‶ CO «╊》‶¨» しさけつくけ すさっぉせっすしは 
ゃけょうすっかぬ くぇ かっしけゃけい, けこかぇすぇ しょっかぬ-
くぇは. 〈.: 4-65-32, 89221598203.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ‶うかけきぇすっさうぇか. ╃さけゃぇ. ╃ってっ-
ゃけ. ╃けしすぇゃおぇ. 〈. 89222020983.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすおぇ: すさけすせぇさ., そぇしぇょくぇは, 
ぉけさょのさ. 〈っか. 8-904-38-14-144.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 
〈っか. 8-922-129-48-98.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀させし, ょけしおぇ, ゃぇゅけくおぇ. ╃け-
しすぇゃおぇ. 〈っか. 4-91-95, 201-40-82.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに. ╃ってっゃけ. 
〈っか. 8-908-913-41-65.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすに こっさっおさにすうえ こせしすけす-
くにっ, ょかうくぇ 4, 8 う 6 き). ╃ってっゃかっ 
いぇゃけょしおけえ ちっくに. 〈っか. 8-922-21-
89-246.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

〈っか. 8-922-2-114-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく.
〈っか. 4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

ÎÊÍÀ
4900 – ぉっい きけくすぇあぇ
8700 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3500 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5500 – «こけょ おかのつ»

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

www.gostspecstroy.ru  ┶╉[.: 219-43-83, 8-904-16-15-763
[╄╉╊┿╋┿

1300

14
00

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, ┱┤┦┲┫, ┧┯┬┱┤,

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀,
┤┵┸┤┯╀┶, ┲┳┬┯, ┳┯┬┶┱╃┮

Ò. 8-922-15-66-550

[╄
╉╊

┿╋
┿

でí½Üïçí¿▲, 
~¡ï¡íçíöÜë-äÜÇëÜ£ôó¡,

äÜ¿Üäëóîñä Üö¡ë▲ö▲ú 13,6 ½. 
ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,

ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう ]すさけえきぇすっさうぇかに ╁ぇおぇくしうう

╂させいけこっさっゃけいおう

[ぇいくけっ

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

′ぇ こさけういゃけょしすゃけ ‶╁》-ういょっかうえ すさっぉせ-
のすしは しぉけさとうおう し け/さ, ゃけょうすっかぬ し か/ぇ 
╂┿╆っかぬ くぇ こさ-ゃけ う ゅさせいつうおう. 8-912-266-
94-52, 4-59-04.

┵┶┬┱┲┯-┵┩┴┦┬┵
┴╉]〉〈』

‒〉[〉╈′[ぉ〈′‶〉╆
┶╉[. 8 (343) 2-071-071

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Äåøåâî

Òåë. 8-953-003-76-47

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

けす 7500 させぉ.

Ðåøåòêè, çàáîðû,
âîðîòà, äâåðè
8-912-045-64-04,
8-904-389-54-20

けす 7500 させぉ.

8-912-045-64-04,
8-904-389-54-20

[╄╉╊┿╋┿

┿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

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

• ¨ゅせさちに いぇしけかけつくにっ, しぇかぇす-
くにっ. 〈っか.  8-912-260-81-60.

[╄╉╊┿╋┿

‶さけょせおすに 
こうすぇくうは

¨¨¨ «』っさきっすうくゃっしす-〈»
╆ぇおせこぇっす かけき つっさくにた きっすぇかかけゃ 

こけ ゃにしけおうき ちっくぇき. 

¨こかぇすぇ くっきっょかっくくけ. しぇきけゃにゃけい, 
ょっきけくすぇあ, こけさっいおぇ

┿ょさっし こかけとぇょおう:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╉かのつっゃしお,

こっさ. ╀けかぬくうつくにえ, 22,
すっか. 8 (34369) 36-001, 36-161, 36-101

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÃÓÏ ÑÎ «Ìîíåòíûé 
ùåáåíî÷íûé çàâîä» 
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 

4-87-20 (ÎÒÄÅË ÊÀÄÐÎÂ)

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

ÁËÎÊÈ: 
ïîëèñòèðîë, 

áåòîí 
ñ äîñòàâêîé. 

8-905-85-99-759

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

¨¨¨ «〉さぇかかぇす»
すさっぉせのすしは さぇぉけすくうおう くぇ こさけういゃけょしすゃけ

- [ぇぉけすぇ こけしきっくくけ
- ╃けしすぇゃおぇ くぇ さぇぉけすせ う し さぇぉけすに

¨ぉさぇとぇすぬしは ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 46ゃ
〈っか. (34369) 4-60-77

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ょけしすけゃっさっくうっ ゃっすっさぇくぇ すさせょぇ 
わ269720 けす 30.07.1996 ゅ. しつう-
すぇすぬ くっょっえしすゃうすっかぬくにき ゃ しゃはいう 
し せすっさっえ.

[╄╉╊┿╋┿

‶けすっさう, 
くぇたけょおう

• 〈さっぉせっすしは ゃけょうすっかぬ おぇす. «╁», 
«]». 〈っか. 8-922-16-43-329.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ, ゃにこせしおくうお ╁〉╆ぇ. 
〈っか. (343) 372-21-16, 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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 (けぉせつっくうっ). 〈っか. 
(343) 372-21-16, 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけきけくすっさ ぉっい ゃ/こ. 〈っか. 
8-908-635-60-09.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは けこっさぇすけさ うくょせお-
ちうけくくけえ こぇえおう, けこかぇすぇ しょっかぬ-
くぇは. 〈っか. (343) 342-02-63.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ くぇ こさけういゃけょ. せつ-お. 
〈っか. 8-904-981-11-4.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╄» くぇ しぇきけ-
しゃぇか. 〈っか. 8-922-115-30-12.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっう し けこにすけき さぇぉけすに, くぇ 
こけてうゃ しせきけお, さのおいぇおけゃ, さぇくちっゃ. 
〈っか. 8-922-28-54-77, 4-86-02.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお う ゃけょうすっかぬ-
こけゅさせいつうお. 〈. 8-912-23-34-526.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは てうくけきけくすぇあくうお. 
〈. 8-922-164-33-29.

[╄╉╊┿╋┿

╁]╄╂¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
23 うのかは くぇ さにくおっ こ. ′けゃけぉっさっいけゃしおうえ 

し 9.00 ょけ 18.00
]けしすけうすしは ゃにしすぇゃおぇ-こさけょぇあぇ ╇ゃぇくけゃしおけゅけ すっおしすうかは 

けす こさけういゃけょうすっかは, a すぇおあっ さぇしこさけょぇあぇ あっくしおけゅけ こぇかぬすけ 
こけ ちっくっ 1300 させぉかっえ. ‶さ-ゃけ ゅ H. ′けゃゅけさけょ. 

(『っくに くぇ すっおしすうかぬ しきけすさうすっ しすさけゅけ ゃ こさぇえし-かうしすっ せ こさけょぇゃちぇ)

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

╁′╇╋┿′╇╄!
╂〉 «╀っさっいけゃしおうえ ちっくすさ いぇくはすけしすう» けおぇあっす ぇょさっしくせの こけょょっさあおせ ゃ 

さぇいきっさっ ょけ 60 すにし. させぉ. ゅさぇあょぇくぇき, すさせょけせしすさぇうゃぇのとうきしは くぇ ゃさっ-
きっくくせの うかう こけしすけはくくせの さぇぉけすせ いぇ こさっょっかぇきう ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ う ゅ. 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ.

╆ぇ こけかくけえ うくそけさきぇちうっえ けぉさぇとぇすぬしは ゃ ちっくすさ いぇくはすけしすう こけ ぇょさっしせ: 
せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 1 «ぉ». ╉けくすぇおすくにえ すっかっそけく 4-75-22 ╉ぇいぇくちっゃぇ ′ぇ-
すぇかぬは ‶っすさけゃくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê Ó×ÀÑÒÈÞ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÀÓÊÖÈÎÍÅ

ÄËß ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÌÀËÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Çàêàç÷èê: Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ ÖÃÁ».
Àäðåñ çàêàç÷èêà: 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Øèëîâñêàÿ, 28.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà: 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9.
Ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî àóêöèîíà âîçëîæåíî íà Åäèíóþ êîìèññèþ ïî ðàçìåùåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì 

îêðóãå (äàëåå Åäèíàÿ êîìèññèÿ).
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ìóñèíà Óëüÿíà Âàëåðüåâíà, òåë./ôàêñ (34369) 4-33-60, ýë.àäðåñ: musina_uv@admbgo.ru, Îñàä÷èõ Âÿ÷åñëàâ Ãàâ-

ðèëîâè÷,  òåë.  922-222-70-70.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Çàìåíà êðîâëè çäàíèÿ äåòñêîãî ñîìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:  1 333 722 ðóáëÿ. 
Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã): 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Øèëîâñêàÿ, 28.
Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ðàçìåùåíà íà îáëàñòíîì ñàéòå: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåð¸çîâñêèé, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 9, ê. 315, â ðàáî÷èå äíè 

ñ 9.00 äî 18.00 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà 
äî äàòû è âðåìåíè íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà àóêöèîí. Ñòîèìîñòü êîïèè äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íà áóìàæíûõ 
íîñèòåëÿõ ñîñòàâëÿåò 2 ðóá. çà 1 ëèñò (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ), íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíî.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà àóêöèîí: ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00) ñ 
21 èþëÿ 2010 ãîäà äî 09.30 ÷àñîâ 10 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî àäðåñó: 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåð¸çîâñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9, ê.315. 

Ìåñòî, äåíü è âðåìÿ íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåð¸çîâñêèé, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 9 10 àâãóñòà  2010 ãîäà 
ñ 09.30 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåð¸çîâñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9, ê. 315 (èëè àêòîâûé çàë ê. 
211), 16 àâãóñòà  2010  ãîäà  â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
ÏÐÎÒÎÊÎË ÀÓÊÖÈÎÍÀ  

¹ 22-3/2010-ÀÀ îò15 èþëÿ 2010ã.
Ïðîòîêîë ïîäïèñàí âñåìè ÷ëåíàìè åäèíîé êîìèññèè ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè è çàêàç÷èêîì.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ðåìîíò äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:  20 000 000 ðóáëåé.
Çàêàç÷èê: Óïðàâëåíèå ÆÊÕ  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Àäðåñ çàêàç÷èêà: 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Àäìèíèñòðàöèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà: 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.Áåðåçîâñêèé, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 9.
Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Áåð¸çîâñêèé, óë.Òåàòðàëüíàÿ, 9, 15 èþëÿ 2010 ã. â 10.05 ÷àñîâ ìåñòíîãî 

âðåìåíè.
Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà:

22/1 ÎÎÎ «ÁåðåçîâñêÄîðÑòðîé»
22/2 ÎÎÎ «Ãàðàíò-Ñòðîé»
22/3 ÎÎÎ «ÃðàíèòÑòðîé»
22/4 ÎÎÎ «Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå ïðåäïðèÿòèå»
22/5 ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå ÄÐÑÓ»
22/6 ÎÎÎ «ÎáëÄîðÑòðîé»
22/7 ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ XXI âåê»
22/8 ÎÎÎ «ÑòðîéÑòàíäàðò-ÍÒ»
22/9 ÎÎÎ ÔÃÓÏ «Ñâåðäëîâñêàâòîäîð»

22/10 ÇÀÎ «Óðàëñòðîé»

Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå êîíòðàêòà:
1) ÎÎÎ «ÁåðåçîâñêÄîðÑòðîé», 620135, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïðîñïåêò Êîñìîíàâòîâ, 68-10 öåíà êîíòðàêòà 11 800 000 ðóá.
Ó÷àñòíèê àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå êîíòðàêòà:
2) ÎÎÎ «ÎáëÄîðÑòðîé», 620137, ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Áëþõåðà, 45-106 öåíà êîíòðàêòà  12 000 000 ðóá.
Âñå ïðîòîêîëû îïóáëèêîâàíû íà îáëàñòíîì ñàéòå: http://zakupki.midural.ru:8080.

18 うのかは 2010 ゅ. せてかぇ うい あういくう ╃[〉╅╇′╇′┿ ╂ぇかうくぇ 
′うおけかぇっゃくぇ.

╂さぇあょぇくしおぇは こぇくうたうょぇ しけしすけうすしは 21 うのかは ゃ 
13.00 ゃ ちっさおゃう.

╃っすう



╂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 14917. 〈うさぇあ 3160. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru ╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 

うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇ-
きけょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ “╀[” けぉはいぇすっかぬくぇ.

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33.

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

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

¨すょっか さっおかぇきに - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ¨かぬゅぇ ‶¨╁┿[′╇『╇′┿, ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《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.
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╅╇╊を╄ ╋¨╄

‶¨]╊╄ ‶[┿╆╃′╇』╉┿, 
╁ 』╄〈╁╄[╂…
‶けしかっ ╃くは ‶けぉっょに こさけてかけ すさう 

きっしはちぇ. ¨すいゃせつぇかう こけいょさぇゃかっくうは, 
こっしくう, しぇかのすくにっ いぇかこに, ぇ ゃきっしすっ 
し くうきう, おぇお ぉせょすけ ぉに, さぇしすゃけさう-
かぇしぬ う いぇぉけすぇ け ゃっすっさぇくぇた. ′ぇ しぇ-
きけき ょっかっ きくけゅうっ うい くうた しっゅけょくは 
けゅけさつっくに すっき, つすけ くっ こけかせつうかう 
けぉっとぇくくけゅけ こさっいうょっくすけき くけゃけゅけ 
あうかぬは. ╆ぇはゃかっくうっ ╃きうすさうは ╋っょ-
ゃっょっゃぇ かうおゃうょうさけゃぇすぬ «ゃっすっさぇく-
しおせの» けつっさっょぬ こさけいゃせつぇかけ ょゃぇ 
ゅけょぇ くぇいぇょ. 7 きぇは 2008 ゅけょぇ けく 
こけょこうしぇか せおぇい わ714, しけゅかぇしくけ おけ-
すけさけきせ くせあょぇのとうっしは せつぇしすくうおう う 
うくゃぇかうょに ╁¨╁, ぇ すぇおあっ うた ゃょけゃに, 
ょけかあくに こけかせつうすぬ くけゃにっ おゃぇさすうさに 
お 65-かっすうの ‶けぉっょに. ‶さう あっかぇくうう, 
きけあくけ ぉにかけ こけかせつうすぬ ょっくっあくせの 
おけきこっくしぇちうの. ]さっょしすゃぇ くぇ あう-
かぬひ ゃにょっかはかうしぬ うい そっょっさぇかぬくけゅけ 
ぉのょあっすぇ, ぇ こけかくけきけつうは こけ っゅけ 
こさっょけしすぇゃかっくうの こっさっょぇゃぇかうしぬ 
さっゅうけくぇき. 

‶けしかっ ゃにたけょぇ せおぇいぇ ╋っょゃっょっゃぇ 
くぇてう ゃっすっさぇくに, くっ こけょぇゃてうっ いぇ-
はゃかっくうっ くぇ せかせつてっくうっ あうかうとくにた 
せしかけゃうえ ょけ 1 きぇさすぇ 2005 ゅけょぇ, 
いぇしせっすうかうしぬ. ╁しっゅけ ゃ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうの ╀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  こけしすせこうかけ 61 いぇはゃかっくうっ, 
45 つっかけゃっおぇき, しさっょう おけすけさにた くぇて 
ゅっさけえ, ぉにかけ けすおぇいぇくけ. 

– ╂っけさゅうは ]すっこぇくけゃうつぇ は いくぇの 
し 1971 ゅけょぇ. ¨く けつっくぬ しおさけきくにえ 
つっかけゃっお う しぇき しっぉっ ゃにこさぇてうゃぇすぬ 
くうつっゅけ くっ こけえょっす. ′け, いくぇは っゅけ きぇ-
すっさうぇかぬくけっ こけかけあっくうっ, きに ゃおかの-
つうかう っゅけ ゃ けぉとっっ いぇはゃかっくうっ ゃしった 
くせあょぇのとうたしは ゃ あうかぬっ ゃっすっさぇくけゃ 
こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ, – ゅけゃけさうす 
こさっょしっょぇすっかぬ けぉとっしすゃっくくけえ けさ-
ゅぇくういぇちうう ┿くぇすけかうえ ╄しすぇそぬっゃうつ 
╆にさはくけゃ. –  ′っ こけくうきぇの, こけつっきせ 
っきせ おけきうししうは けすおぇいぇかぇ… ╃させゅけえ 
ぉに くぇ っゅけ きっしすっ せあっ ょぇゃくけ あうかぬひ 
ゃにたかけこけすぇか. ┿ ねすけす くっ すぇおけえ.

╃¨╋ ′┿ ╀¨╊¨〈╄
╁ ょけきっ わ2 くぇ せかうちっ 〉さぇかぬ-

しおけえ ゃっすっさぇく あうゃっす し あっくけえ う 
しにくけき-うくゃぇかうょけき. 』っすにさっ ょけつっ-
さう ╂.]. 〉しにくうくぇ さぇいなったぇかうしぬ こけ 
さぇいくにき ゅけさけょぇき. ′け けくう くっ いぇ-
ぉにゃぇのす くぇゃっとぇすぬ さけょうすっかっえ. ╁ 
ょっくぬ くぇてっゅけ こさうっいょぇ ゃ こけしひかけお 
ょゃっ うい くうた ゅけしすうかう ゃ ╋けくっすくけき. 

– [けょうすっかう こけしすさけうかう ねすけす ょけき 
ゃ 1959 ゅけょせ, – さぇししおぇいにゃぇっす ╇さう-
くぇ ╂っけさゅうっゃくぇ. ‶っさゃけっ ゃさっきは, おけ-
くっつくけ, ゃしひ ぉにかけ たけさけてけ. ′け きに, 

ょっすう, こけしすっこっくくけ さぇいなったぇかうしぬ, 
さけょうすっかう けしすぇかうしぬ いょっしぬ けょくう. 

‶かけたけ すけ, つすけ ょけき くぇたけょうすしは ゃ 
くういうくっ. ′ぇ ねすけき きっしすっ う さぇくぬてっ 
ぉにかけ きくけゅけ ゃけょに: うい こけょこけかぬは っひ 
ゃにおぇつうゃぇかう, ぇ くぇ せかうちっ お かっすせ ゃしひ 
ゃにしにたぇかけ. ′け し ゅけょぇきう ゃけょに しすぇ-
かけ ぉけかぬてっ, こっさゃにえ ょけき くぇ せかうちっ 
〉さぇかぬしおけえ しゅくうか ょぇゃくけ. ]っえつぇし 
いっかひくぇは かせあぇ ゃこかけすくせの こけょけぉさぇ-
かぇしぬ お ょけきせ 〉しにくうくにた. 

– ╃けき しかけゃくけ くぇ ぉけかけすっ しすけうす, – 
こけょょっさあうゃぇっす さぇいゅけゃけさ ′ぇょっあょぇ 
╂っけさゅうっゃくぇ, おけすけさぇは こさうったぇかぇ うい 
′ぇぉっさっあくにた 』っかくけゃ. – ╆ょっしぬ くっ-
ゃけいきけあくけ あうすぬ. ╁ ょけきっ しにさけしすぬ. 
‶っつおぇ くっ すけこうすしは, こけねすけきせ いうきけえ 
けつっくぬ たけかけょくけ. ′にくつっ ぉぇすぇさっう 
こけすっおかう. ′っ いくぇの, おぇお さけょうすっかう 
いうきけゃぇすぬ いょっしぬ ぉせょせす. 

– ¨ぉうょくけ, つすけ すぇお し いぇはゃかっくうっき 
こけかせつうかけしぬ, – ゅけゃけさうす ょけつぬ せつぇしす-
くうおぇ ゃけえくに. – 〉 くぇし きくけゅけ いくぇおけ-
きにた, おけすけさにっ こけかせつうかう おゃぇさすうさに, 
けくう ょぇあっ ゃにぉうさぇかう あうかぬひ こけ さぇえ-
けくせ, こけ ょけきせ. ╀けかぬてうくしすゃけ うい くうた 
いぇしっかうかうしぬ ゃ くけゃけしすさけえおう.

╉けゅょぇ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの こけ-
しすせこうかけ いぇはゃかっくうっ けす ゃっすっさぇくけゃ 
╋けくっすくけゅけ, ゃ こけしひかけお くぇゃっょぇかぇしぬ 
きっあゃっょけきしすゃっくくぇは おけきうししうは,  ゃ 
おけすけさせの ゃたけょはす しこっちうぇかうしすに 
しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに くぇしっかっくうは, 
せこさぇゃかっくうは ╅╉》, ╀〈╇. ╁っすっさぇくぇ 
ゃけえくに しすぇゃはす ゃ けつっさっょぬ くぇ せかせつ-
てっくうっ あうかうとくにた せしかけゃうえ すけかぬ-
おけ ゃ すけき しかせつぇっ, っしかう ぉせょっす こさう-
いくぇくけ, つすけ っゅけ ょけき うかう おゃぇさすうさぇ 
くっこさうゅけょくぇ ょかは あうかぬは. ╃かは ょっ-
さっゃはくくにた ょけきけゃ こさけちっくす ういくけしぇ 
しけしすぇゃかはっす ゃにてっ 65 こさけちっくすけゃ, 
ょかは おうさこうつくにた しゃにてっ – 70 こさけ-
ちっくすけゃ.

‶けしかっ けしきけすさぇ ょけきぇ ╂.]. 〉しに-
くうくぇ,  くぇ けしくけゃぇくうう ぇおすぇ きっあ-
ゃっょけきしすゃっくくけえ おけきうししうう, しこさぇゃ-
おう そうかうぇかぇ «╀っさひいけゃしおけっ ╀〈╇ う 
[′» ]╂〉‶ «¨ぉかぇしすくけゅけ ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ ちっくすさぇ すったくうつっしおけえ 
うくゃっくすぇさういぇちうう う さっゅうしすさぇちうう 
くっょゃうあうきけしすう» う けこさけしくけゅけ かう-
しすぇ けすょっかぇ しっきっえくけえ こけかうすうおう, 
けこっおう う こけこっつうすっかぬしすゃぇ おけきうししうは 
こけしすぇくけゃうかぇ: ゃ ょけきっ こけしかっ おぇこう-
すぇかぬくけゅけ さっきけくすぇ あうすぬ きけあくけ.

]さっょくうえ ういくけし こけ けしくけゃくにき 
ねかっきっくすぇき くぇ 1 きぇさすぇ 2010 ゅけょぇ 
– 64 こさけちっくすぇ. 《せくょぇきっくす ょけきぇ 
ういくけてっく くぇ 70 こさけちっくすけゃ, しすっくに 
う こけかに ょけとぇすにっ – くぇ 65, こっさっゅけ-
さけょおう, こっさっおさにすうは う おさにてぇ – くぇ 
60 こさけちっくすけゃ. 

]╄╋を ‶╇【╄╋, 〈[╇ ╁ 〉╋╄…
╋に さぇいけぉさぇかうしぬ, けすおせょぇ ゃいはかうしぬ 

ねすう ちうそさに, う こけつっきせ せつぇしすくうおせ 
ゃけえくに ぉにかけ けすおぇいぇくけ ゃ せかせつてっくうう 
あうかぬは.

– 〈ぇお おぇお ゃ いぇおかのつっくうう きっあゃっ-
ょけきしすゃっくくけえ おけきうししうう くぇこうしぇくけ, 
つすけ ょけき こさうゅけょっく ょかは こさけあうゃぇくうは, 
ねすけ う はゃかはっすしは けしくけゃぇくうっき ょかは けす-
おぇいぇ けす こけしすぇくけゃおう くぇ せつひす, – せぉっあ-
ょぇっす しこっちうぇかうしす こけ あうかうとくにき ゃけ-
こさけしぇき ╂.╁. ╄さひきうくぇ. – ╋に, こさっあょっ 
ゃしっゅけ, させおけゃけょしすゃせっきしは くけさきぇすうゃ-
くにきう ょけおせきっくすぇきう. ╄しかう ゃ ょけおせ-
きっくすぇた ぉせょっす けょくけ, ぇ こけ そぇおすせ きに 
こさっょけしすぇゃうき あうかぬひ, し くぇし しこさけしはす, 
くぇ おぇおけき けしくけゃぇくうう ゃに っきせ ょぇかう 
おゃぇさすうさせ? ╁ しけけすゃっすしすゃうう しけ しすぇ-
すぬっえ 51 ╅うかうとくけゅけ ╉けょっおしぇ [《, きに 
こさっょけしすぇゃかはっき あうかぬひ すけかぬおけ すけゅ-
ょぇ, おけゅょぇ こさけあうゃぇくうっ ゃ こけきっとっくう-
はた くっ けすゃっつぇっす せしすぇくけゃかっくくにき ょかは 
あうかにた こけきっとっくうえ すさっぉけゃぇくうはき, – 
ゅけゃけさうす ╂ぇかうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ.

‶けつっきせ ょけきせ ╂っけさゅうは ]すっこぇくけ-
ゃうつぇ こけしすぇゃうかう 64 こさけちっくすぇ ういくけ-
てっくくけしすう, くぇき こけはしくうかう ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき ╀〈╇.

– ╉けゅょぇ きに ょっかぇかう しこさぇゃおせ け 
しけしすけはくうう あうかぬは ゃっすっさぇくぇ, きに 
させおけゃけょしすゃけゃぇかうしぬ ╋っすけょうおけえ 
けこさっょっかっくうは そういうつっしおけゅけ ういくけしぇ 
ゅさぇあょぇくしおうた いょぇくうえ, せすゃっさあょっく-
くけえ こさうおぇいけき ╋うくうしすっさしすゃぇ ╅╉》 
わ404 けす 27 けおすはぉさは 1970 ゅけょぇ. ╁ 
ねすけき ょけおせきっくすっ くぇこさけすうゃ おぇあょけゅけ 
こさけちっくすぇ ういくけしぇ しすけうす たぇさぇおすっさう-
しすうおぇ すったくうつっしおけゅけ しけしすけはくうは いょぇ-
くうは. 〈ぇお おぇお ゃ ょけきっ あうゃせす かのょう, 
ゃにてっ きに こけしすぇゃうすぬ くっ きけゅかう. ╁ 
しゃけっえ しこさぇゃおっ きに くぇこうしぇかう, つすけ 
ょけき けすくけしうすしは お おぇすっゅけさうう ゃっすたけゅけ. 
╃ぇゃぇすぬ ゃっすっさぇくせ あうかぬひ うかう くっす, 
こさうくうきぇのす さってっくうっ ゃ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう, – おけききっくすうさせっす させおけゃけょうすっかぬ 
こさけういゃけょしすゃっくくけゅけ けすょっかぇ ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ╀〈╇ ぃかうは ╉けかけしおけゃぇ. 

╁ ]〉╃, ╁]╄ – ╁ ]〉╃!
′ぇ こさっしし-おけくそっさっくちうう ゅかぇゃに 

╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, 
おけすけさぇは しけしすけはかぇしぬ ゃ きうくせゃてうえ 
つっすゃっさゅ, きに こけうくすっさっしけゃぇかうしぬ, つすけ 
けく ょせきぇっす けぉ ねすけえ しうすせぇちうう. 

– ╁っすたうっ ょけきぇ はゃかはのすしは こさうゅけょ-
くにきう ょかは こさけあうゃぇくうは, ぇ ぇゃぇさうえ-
くにっ ょけきぇ – くっす, – しおぇいぇか ╁はつっしかぇゃ 

‶うせしけゃうつ. – ‶けゃっさぬすっ, きに たけすうき 
こけきけつぬ ゃっすっさぇくぇき, すぇお おぇお ょけこけか-
くうすっかぬくにっ うくゃっしすうちうう ゃ すっささう-
すけさうの うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ 
くうおけゅょぇ かうてくうきう くっ ぉにゃぇのす. ′け 
しっえつぇし しこっちうぇかうしすに さぇぉけすぇのす ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し いぇおけくけき. ╄しかう きに 
ょぇょうき あうかぬひ ゃっすっさぇくせ, くっ うきっは くぇ 
すけ いぇおけくくにた けしくけゃぇくうえ, きに こけくっ-
しひき けすゃっすしすゃっくくけしすぬ. ╁ こけょけぉくにた 
しおけかぬいおうた しうすせぇちうはた, ょけこせしおぇのとうた 
さぇいくにっ ゃぇさうぇくすに うしすけかおけゃぇくうは, きに 
こさうくはかう さってっくうっ さっおけきっくょけゃぇすぬ 
ゅさぇあょぇくぇき しぇきうき けぉさぇとぇすぬしは ゃ しせょ. 
╄しかう しせょ, おぇお こけしかっょくはは うくしすぇくちうは, 
しけいょぇしす のさうょうつっしおうえ こさっちっょっくす, 
こさうくはゃ さってっくうっ こけ おけくおさっすくけきせ 
ょっかせ ゃ こけかぬいせ ゃっすっさぇくぇ, きに し せょけ-
ゃけかぬしすゃうっき こっさっしきけすさうき ょっかけ. 

╉しすぇすう, ょかは しゃっょっくうは: ゃ くぇてっき 
けおさせゅっ ゃっすたけゅけ あうかけゅけ そけくょぇ – 80 
こさけちっくすけゃ. 

╊¨╂╇╉┿ ╆┿╉¨′¨〈╁¨[『╄╁
╁けす すぇおぇは うくすっさっしくぇは かけゅうおぇ こけ-

かせつぇっすしは せ しけいょぇすっかっえ ゃっすっさぇくしおうた 
いぇおけくけゃ. ]こっちうぇかうしすに ╀〈╇ しすぇゃはす 
こさけちっくす ういくけてっくくけしすう おけくしすさせお-
ちうえ, せつうすにゃぇは, つすけ ゃ くひき あうゃせす 
かのょう. ╁ ぇゃぇさうえくけき ょけきっ くうおすけ くっ 
あうゃひす, しけけすゃっすしすゃっくくけ, ょけき 〉しにくう-
くにた, こけおぇ っゅけ くっ こけおうくせす たけいはっゃぇ, 
ぇゃぇさうえくにき くうおけゅょぇ くっ こさういくぇのす, ぇ 
いくぇつうす, う くっ ょぇょせす くけゃせの あうかこかけ-
とぇょぬ. ╄しかう しかっょけゃぇすぬ ねすけえ かけゅうおっ, 
たけすぬ ゃ こぇかぇすおせ こっさっっいあぇえ. ╋っあゃっ-
ょけきしすゃっくくぇは おけきうししうは けぉしかっょせっす 
こせしすけっ しすさけっくうっ, しょっかぇっす いぇおかのつっ-
くうっ, つすけ ゃ ょけきっ あうすぬ けこぇしくけ, う ゃに 
しすぇくっすっ しつぇしすかうゃにき けぉかぇょぇすっかっき 
くけゃけえ おゃぇさすうさに.      

╁けす すぇおけえ «こけょぇさけお» こさっこけょ-
くっしかう さけししうえしおうっ いぇおけくけすゃけさちに 
ゃっすっさぇくぇき. ‶け-きけっきせ, けぉょっかひくくにた 
こけあうかにた かのょっえ こけかせつうかけしぬ ゅけさぇい-
ょけ ぉけかぬてっ, つっき うしおさっくくっ けぉさぇょけ-
ゃぇゃてうたしは こさっいうょっくすしおけきせ せおぇいせ. ╁ 
ょさせゅうた けぉかぇしすはた [けししうう, っしかう しせ-
ょうすぬ こけ ょぇくくにき ╇くすっさくっすぇ, ょけかゅけ-
あょぇくくけっ こっさっしっかっくうっ ゃっすっさぇくけゃ 
すけあっ ゃしひ っとっ こさけょけかあぇっすしは. 

[ぇょせっす けょくけ: うい-いぇ くぇてうた こけしすけ-
はくくにた いゃけくおけゃ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの, 
きっあゃっょけきしすゃっくくぇは おけきうししうは さってぇ-
っす こっさっしきけすさっすぬ ゃしっ いぇおかのつっくうは. 
╀せょっき くぇょっはすぬしは, つすけ しつぇしすかうゃつう-
おけゃ ゃ ╀っさひいけゃしおけき こさうぉぇゃうすしは.

╂′╇╊を┱ ╃╊ぅ ╁╄〈╄[┿′┿

╇╆ 〉╉┿╆┿ ‶[╄╆╇╃╄′〈┿ 
[¨]]╇╈]╉¨╈ 《╄╃╄[┿『╇╇

¨╀ ¨╀╄]‶╄』╄′╇╇ 
╅╇╊を┱╋ ╁╄〈╄[┿′¨╁ 

╁╄╊╇╉¨╈ ¨〈╄』╄]〈╁╄′′¨╈ 
╁¨╈′｠ 1941 – 1945 ╂¨╃¨╁:

╁ しゃはいう し こさっょしすけはとうき 65-
かっすうっき ‶けぉっょに ゃ ╁っかうおけえ ¨すっ-
つっしすゃっくくけえ ゃけえくっ 1941 – 1945 
ゅけょけゃ, けすょぇゃぇは ょぇくぬ ゅかせぉけおけゅけ 
せゃぇあっくうは ゃっすっさぇくぇき ゃけえくに, こけ-
しすぇくけゃかはの:

1. ]つうすぇすぬ くっけぉたけょうきにき いぇ-
ゃっさてうすぬ ょけ 1 きぇは 2010 ゅ. けぉっ-
しこっつっくうっ あうかぬひき くせあょぇのとうたしは 
ゃ せかせつてっくうう あうかうとくにた せしかけ-
ゃうえ ゃっすっさぇくけゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっ-
しすゃっくくけえ ゃけえくに, つかっくけゃ しっきっえ 
こけゅうぉてうた (せきっさてうた) うくゃぇかうょけゃ 
う せつぇしすくうおけゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっ-
しすゃっくくけえ ゃけえくに, うきっのとうた こさぇゃけ 
くぇ しけけすゃっすしすゃせのとせの しけちうぇかぬくせの 
こけょょっさあおせ しけゅかぇしくけ 《っょっさぇかぬ-
くけきせ いぇおけくせ けす 12 はくゃぇさは 1995 ゅ. 
わ 5-《╆ «¨ ゃっすっさぇくぇた».

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ.1

21 ょっおぇぉさは 2009 ゅけょぇ 
‶さっいうょっくす [《 こけょこうしぇか いぇ-
おけく, ゃ しけけすゃっすしすゃうう し おけすけさにき 
せしすぇくけゃかっくけ こさぇゃけ くぇ けぉっしこっ-
つっくうっ あうかぬひき いぇ しつひす しさっょしすゃ 
そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ ゃっすっ-
さぇくけゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ 
ゃけえくに, つかっくけゃ しっきっえ こけゅうぉてうた 
(せきっさてうた) うくゃぇかうょけゃ う せつぇしす-
くうおけゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ 
ゃけえくに, しけしすけはとうた くぇ せつひすっ, 
くせあょぇのとうたしは ゃ せかせつてっくうう 
あうかうとくにた せしかけゃうえ くっいぇゃうしう-
きけ けす ょぇすに こさうくはすうは くぇ せつひす. 
‶さうくはすうっ くぇ せつひす ゅさぇあょぇく, 
くせあょぇのとうたしは  ゃ せかせつてっくうう 
あうかうとくにた せしかけゃうえ, けしせとっしす-
ゃかはっすしは ゃ こけさはょおっ, せしすぇくけゃ-
かっくくけき いぇおけくけき.

]けゅかぇしくけ ╅うかうとくけゅけ おけょっお-
しぇ [《 ゅさぇあょぇくっ きけゅせす ぉにすぬ 
こさういくぇくに くせあょぇのとうきうしは ゃ 
せかせつてっくうう あうかうとくにた せしかけ-
ゃうえ, っしかう けくう けぉっしこっつっくに けぉ-
とっえ こかけとぇょぬの あうかけゅけ こけきっ-
とっくうは くぇ けょくけゅけ つかっくぇ しっきぬう 
きっくっっ せつひすくけえ くけさきに. ╁ ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅっ う ╀っさひいけゃしおけき すぇ-
おぇは くけさきぇ しけしすぇゃかはっす 10 おゃ.き 
けぉとっえ こかけとぇょう.


