
╇さぇうょぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ – くっ 
さぇしおかっえとうお けぉなはゃかっくうえ, ぇ …うた 
«しさにゃぇかぬとうお». ╁ こっさっつくっ こさけそっし-
しうえ ゃに, おけくっつくけ, すぇおせの しこっちうぇかぬ-
くけしすぬ くっ くぇえょひすっ, くけ ╀っさひいけゃしおけえ 
うくそけさきぇちうけくくけ-おけききっさつっしおけえ 
しかせあぉっ «╀╇╉]», ゃたけょはとっえ ゃ ¨¨¨ 
«]つぇしすかうゃにえ しかせつぇえ», っひ こさう-
てかけしぬ ゃくっしすう ゃ てすぇすくけっ さぇしこうしぇ-
くうっ. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ こけ こけしすぇくけゃ-
かっくうの ゅかぇゃに ╀╂¨ わ 400 けす 20.09. 
2004 ゅけょぇ «ゃ ちっかはた くっょけこせとっくうは 
こけさつう, しけぉかのょっくうは しけたさぇくくけ-
しすう ねかっきっくすけゃ ゃくってくっゅけ ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃぇ けぉなっおすけゃ ゅけさけょしおけゅけ 
たけいはえしすゃぇ, ぇ すぇおあっ せこけさはょけつっくうは 
さぇいきっとっくうは けぉなはゃかっくうえ ゅさぇあょぇく 
う けさゅぇくういぇちうえ, うくけえ こっつぇすくけえ 
さっおかぇきくけえ こさけょせおちうう くぇ すっささう-
すけさうう ╀っさひいけゃしおけゅけ», ぇ すぇおあっ ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し ょけゅけゃけさけき きっあょせ 
ぇょきうくうしすさぇちうっえ う «]つぇしすかうゃにき 
しかせつぇっき», くぇ ねすせ けさゅぇくういぇちうの 
ぉにかう ゃけいかけあっくに けぉはいぇくくけしすう 

こけ けさゅぇくういぇちうう つうしすおう そぇしぇょけゃ 
いょぇくうえ う ょさせゅうた しけけさせあっくうえ けす 
くっしぇくおちうけくうさけゃぇくくにた けぉなはゃ-
かっくうえ う さっおかぇきに. ╉さけきっ すけゅけ, 
そうさきぇ ょけかあくぇ ぉにかぇ せしすぇくけゃうすぬ 
うくそけさきぇちうけくくにっ ょけしおう, うた うし-
こけかぬいけゃぇすぬ う ねおしこかせぇすうさけゃぇすぬ. 
[ぇぉけすくうおぇき あっ けぉとっしすゃぇ し けゅさぇ-
くうつっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬの こさう 
こさけゃっょっくうう しぇくうすぇさくけえ けつうしすおう 
そぇしぇょけゃ いょぇくうえ けす «かっゃけえ» さっ-
おかぇきに こさっょかぇゅぇかけしぬ ゃにょぇすぬ せょけ-
しすけゃっさっくうは. 

]おぇいぇくけ – しょっかぇくけ. «╀╇╉]» 
くぇゃひか-すぇおう けすくけしうすっかぬくにえ こけ-
さはょけお ゃ ゅけさけょっ う こけしひかおぇた, せしすぇ-
くけゃうゃ すせきぉに, とうすに う しすっくょに ょかは 
こかぇすくにた けぉなはゃかっくうえ. ¨ょくうた ょけ-
しけお くぇ しっゅけょくは けそけさきかっくけ 48: ゃ 
]けゃっすしおけき う ′けゃけぉっさひいけゃしおけき 
きうおさけさぇえけくぇた, しすぇさけき ちっくすさっ, ゃ 
こけしひかおぇた ‶っさゃけきぇえしおけき, ╋けくっす-
くけき, ╊けしうくけき. ]おけさけ すぇおうっ あっ 
とうすに ぉせょせす おさぇしけゃぇすぬしは ゃ ╉っ-

ょさけゃおっ う ╉かのつっゃしおっ. ¨ぉなはゃかっくうは 
あっ きけあくけ こけょぇすぬ ゃ けそうしっ そうさきに; 
しせょは こけ こさっえしおせさぇくすせ, ねすけ しけゃしっき 
くっょけさけゅけ, お すけきせ あっ ゃぇてっ «‶さけ-
ょぇの おけさけゃせ» くぇおかっはす くぇ ゃうょくけき 
きっしすっ, くぇこさうきっさ, くぇ けしすぇくけゃけつ-
くけき おけきこかっおしっ, ゃうしっすぬ かうしすけお 
ぉせょっす 10 ょくっえ, う くっきぇかけ くぇさけょせ 
っゅけ せゃうょうす, ゃ  すけき つうしかっ, こけすっく-
ちうぇかぬくにっ こけおせこぇすっかは ぉせさひくおう. 
╉さけきっ すけゅけ, «╀╇╉]» こさうくうきぇっす 
けぉなはゃかっくうは ゃ きっしすくにっ う っおぇすっ-
さうくぉせさゅしおうっ ]╋╇, くぇ おぇぉっかぬくけっ 
すっかっゃうょっくうっ. ‶けぉにゃぇゃてうえ くっょぇゃ-
くけ ゃ くぇてっき ゅけさけょっ いぇきっしすうすっかぬ 
ょうさっおすけさぇ こけ ぉにすせ う おぇょさぇき ¨┿¨ 
«ぃあせさぇかいけかけすけ» ╉けくしすぇくすうく ╃っ-
きうょのお ぉにか こさうはすくけ せょうゃかひく くぇ-
かうつうっき ゃ きぇかっくぬおけき ╀っさひいけゃしおけき  
しこっちうぇかういうさけゃぇくくけえ そうさきに.

– ′うゅょっ ゃ 〉さぇかぬしおけき さっゅうけくっ 
くっ ゃうょっか すぇおけえ ちうゃうかういけゃぇくくけえ 
そけさきに さぇぉけすに し さっおかぇきけえ – すけかぬ-
おけ せ ゃぇし う ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, – けす-
きっすうか ゅけしすぬ. 

′け しぇきうた ぉっさっいけゃつぇく, こけたけあっ, 
すけてくうす けす ゃしはおけえ ちうゃうかういぇちうう. 
╁け-こっさゃにた, くぇ すせきぉぇた う  ょけしおぇた 
ぉっい おけくちぇ う おさぇは おぇあょにえ くけさけゃうす 
くぇおかっうすぬ しけぉしすゃっくくせの ぉせきぇあおせ: 
ょぇさけき あっ, ぇ きっしすけ ぉけえおけっ. ╁け-
ゃすけさにた, こさっょこさうはすうは しさにゃぇのす 
いぇおけくくけ こけきっとひくくにっ けぉなはゃかっくうは 
しゃけうた おけくおせさっくすけゃ: くぇ ゃけえくっ おぇお 
くぇ ゃけえくっ. ╁-すさっすぬうた, たせかうゅぇくしすゃせ-
のとぇは う こさぇいょくけ てぇすぇのとぇはしは こけ 
くけつぇき くっすさっいゃぇは きけかけょひあぬ さぇょう 

さぇいゃかっつっくうは (くぇ ょさせゅけっ くう せきぇ, 
くう そぇくすぇいうう こさけしすけ くっ たゃぇすぇっす) 
かけきぇっす すせきぉに, しさにゃぇっす う さぇい-
さにゃぇっす かうしすけつおう. ‶けしかっ すぇおうた 
ぉせえしすゃ ゃぇくょぇかけゃ «╀╇╉]» こさうたけ-
ょうすしは ゃけししすぇくぇゃかうゃぇすぬ とうすに うかう 
ゃけゃしっ うた いぇきっくはすぬ. ┿ ゃっょぬ ねすけす 
ぉういくっし すけあっ すさっぉせっす すさぇす: ょけしおう 
くぇょけ きにすぬ, つうしすうすぬ, いぇ ぇさっくょせ 
いっきかう ゃくけしうすぬ ょっくぬゅう. 

¨ぉうょくけ う いぇ こけょぇすっかっえ さっ-
おかぇきに: けくう いぇこかぇすうかう いぇ くっひ う 
ゃこさぇゃっ こけかせつうすぬ おぇつっしすゃっくくせの 
う くぇょひあくせの せしかせゅせ. ┿ くぇ うた うく-
そけさきぇちうの おすけ-すけ おかっうす くうつすけあっ 
しせきくはてっしは しけぉしすゃっくくにっ こうしせかぬ-
おう (ゃしひ ゃけおさせゅ けぉとっっ, ゃしひ ゃけおさせゅ 
きけひ). ╁ うすけゅっ あっ おさぇえくうき けおぇいに-
ゃぇっすしは させおけゃけょしすゃけ «]つぇしすかうゃけゅけ 
しかせつぇは». ′っ っょうくけあょに かけゃうかう 
ょけきけさけとっくくにた «さっおかぇきとうおけゃ», ぇ 
けくう, ういけぉさぇいうゃ ういせきかっくうっ, ゃけこさけ-
てぇかう: «‶けつっきせ は くっ うきっの こさぇゃぇ 
こけかぬいけゃぇすぬしは ゃぇてうきう ょけしおぇきう?» 
╃ぇ こけすけきせ, つすけ っしすぬ いぇおけく «¨ さっ-
おかぇきっ», う すぇき つひさくにき こけ ぉっかけきせ 
こさけこうしぇくに こさぇゃぇ う けぉはいぇくくけしすう 
ゃしった しすけさけく. [ぇいさってっくうは ゅぇょうすぬ 
くぇ いぇぉけさぇた, こけょなっいょくにた ょゃっさはた, 
けしすぇくけゃけつくにた おけきこかっおしぇた すぇき くっ 
せゃうょうすっ. ╆ぇすけ っしすぬ こさぇゃけ こさうゃかっ-
おぇすぬ ゃぇし いぇ くっしぇくおちうけくうさけゃぇくくにっ 
けぉなはゃかっくうは, こけさすはとうっ ゃくってくうえ 
けぉかうお ゅけさけょぇ,  お ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう.
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くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう 
こさけえょひす ╃っくぬ ょけくけさぇ. 
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‶[¨》¨╃ぅ きうきけ しすけかぉぇ ╊ぁ‶, ╇さぇうょぇ ┿かっおしぇく-
ょさけゃくぇ ╉せおしけゃぇ くっ こけかっくうかぇしぬ う, しおかけくうゃてうしぬ 

ゃ すさう こけゅうぉっかう, こさけつかぇ ぉっかっのとっっ ゃ しぇきけき くういせ けぉな-
はゃかっくうっ: «[っぇかういせの くっょけさけゅせの ぉうあせすっさうの». [ぇいけ-
ゅくせゃてうしぬ, いぇちっこうかぇ ゃいゅかはょけき くぇ しけしっょくっき いぇぉけさっ 
っとひ けょうく かうしすけつっお: «╉せこかの». ′け つすけ おせこかの, こけくはすぬ 
ぉにかけ くっゃけいきけあくけ, こけしおけかぬおせ ぉせきぇゅぇ ぉにかぇ こさうおかっっくぇ 
くぇ ょゃせたきっすさけゃせの ゃにしけすせ. «ぅゃくにえ ぉさっょ, – こけょせきぇかぇ 
あっくとうくぇ. – ╉ぇおけえ しきにしか ゃ さっおかぇきっ, おけすけさせの くうおすけ 
くっ こさけつすひす? ╉ぇお ぉせょすけ ゃ くぇてっき ゅけさけょっ くっす ちうゃうかういけ-
ゃぇくくにた しこけしけぉけゃ っひ こけょぇすぬ».

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

┱┩┯┩┧┤┯╀┱┲  ┳┲┦┩┼┩┱┱┿┩



╉かせぉ ゃ ╊けしうくけき こっさっあうゃぇっす ゃすけ-
さけっ さけあょっくうっ. ╁ こさけてかけき ゅけょせ っゅけ 
いぇおさにゃぇかう うい-いぇ きくけゅけつうしかっくくにた 
こさっょこうしぇくうえ こけあぇさくにた う ]ぁ], くけ 
ょうさっおすけさ おかせぉぇ ╄かっくぇ ╀させしはくうくぇ 
う きっしすくにっ ねくすせいうぇしすに しょっかぇかう ゃしひ 
ゃけいきけあくけっ, つすけぉに «けつぇゅ おせかぬすせさに» 
くっ こけゅぇし. 

– ╋に せしすさぇくうかう ゃしっ くぇさせてっくうは, 

– さぇししおぇいにゃぇっす ]. 》けかうく, –  おせこう-
かう けゅくっすせてうすっかう, しけしすぇゃうかう したっきせ 
ねゃぇおせぇちうう う ゃいはかうしぬ いぇ さっきけくす: ゃ 
ぇおすけゃけき いぇかっ ゃしすぇゃうかう くけゃにっ ょゃっ-
さう, いぇかうかう こけか ゃ そけえっ (っゅけ こさぇお-
すうつっしおう くっ ぉにかけ), こけかくけしすぬの けすさっ-
きけくすうさけゃぇかう ゃすけさけえ ねすぇあ いょぇくうは, 
しきっくうかう ねかっおすさけこさけゃけょおせ, しうしすっきせ 
けすけこかっくうは. 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ.1

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ.1
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¨す こけかぬいけゃぇすっかは ]〈[╄╊┿
[はょけき し けしすぇくけゃおけえ «╋ぇおしうきぇ 
╂けさぬおけゅけ» うきっっすしは さっゅせかうさせっ-
きにえ こってったけょくにえ こっさったけょ, くぇつぇ-
かけ おけすけさけゅけ しけゃこぇょぇっす  し きっしすけき 
けしすぇくけゃおう けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくし-
こけさすぇ. ╁ すけす きけきっくす, おけゅょぇ ょかは 
こってったけょけゃ  ゅけさうす いっかひくにえ しうゅくぇか 
しゃっすけそけさぇ, くぇ けしすぇくけゃおっ きけあっす 
しすけはすぬ ぇゃすけぉせし, う  こってったけょに, けぉ-
たけょは  っゅけ, ゃにくせあょっくに こけおうょぇすぬ 
いけくせ  こっさったけょぇ う ゃにたけょうすぬ くぇ 
こさけっいあせの つぇしすぬ. ╉ すけきせ あっ けぉ-
とっしすゃっくくにえ すさぇくしこけさす  いぇゅけさぇ-
あうゃぇっす うき けぉいけさ. ┿ ゃっょぬ しけゅかぇし-
くけ ‶╃╃, こさっあょっ つっき こっさったけょうすぬ 
ょけさけゅせ こけ こってったけょくけきせ こっさったけ-
ょせ, こってったけょ ょけかあっく せぉっょうすぬしは 
ゃ しけぉしすゃっくくけえ ぉっいけこぇしくけしすう. 

╁¨‶[¨]: ‶かぇくうさせっすしは かう こっさっ-
くけし こってったけょくけゅけ こっさったけょぇ ゃ ぉけ-
かっっ ぉっいけこぇしくけっ ょかは こってったけょけゃ 
きっしすけ, つすけ こけきけあっす すぇおあっ うい-
ぉっあぇすぬ くぇさせてっくうえ  ゃけょうすっかはきう 
こさぇゃうか ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは?

¨〈╁╄〈 けす  ╂╇╀╃╃ 
╁ せおぇいぇくくけえ しうすせぇちうう ちっかっ-

しけけぉさぇいくっっ こっさっくっしすう ぇゃすけぉせし-
くせの けしすぇくけゃおせ. 

╃ぇくくにえ ゃけこさけし ぉせょっす さぇししきけ-
すさっく くぇ ぉかうあぇえてっき いぇしっょぇくうう 
ゅけさけょしおけえ おけきうししうう こけ ぉっいけ-
こぇしくけしすう ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは 
ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
╂¨.

¨おけくつぇすっかぬくけっ さってっくうっ け 
くぇつぇかっ さぇぉけす きけあっす こさうくはすぬ 
くぇつぇかぬくうお 〉╅╉》 ╀っさひいけゃしおけゅけ 
╂¨ – ]っくちけゃ ┿かっおしぇくょさ ╁ぇしう-
かぬっゃうつ.

╁に きけあっすっ けぉさぇすうすぬしは し こうしぬ-
きっくくにき いぇはゃかっくうっき お いぇきっしすう-
すっかの ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう こけ 
ゃけこさけしぇき しすさけうすっかぬしすゃぇ, ╅╉》, 
すさぇくしこけさすぇ う しゃはいう ‶ぇゃかけゃせ 
]っさゅっの ′うおけかぇっゃうつせ.

┿.╁.》きにかぬくうく,
ゅけし.うくしこっおすけさ ょけさけあくけゅけ 

くぇょいけさぇ ╂╇╀╃╃ ¨╁╃ 
こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ╂¨

«╁けこさけしに お ╂╇╀╃╃» - こけょ すぇおうき くぇいゃぇくうっき けすおさにかぇしぬ くけ-
ゃぇは ゃっすおぇ くぇ そけさせきっ くぇてっゅけ ゅけさけょしおけゅけ しぇえすぇ. ′ぇ こっさゃにえ ゃけ-
こさけし, おけすけさにえ こけはゃうかしは ょけゃけかぬくけ ぉにしすさけ, ぉにか こけかせつっく おけき-
きっくすぇさうえ うい ╂╇╀╃╃.

¨]〈┿′¨╁╉┿ ′┿ «‶╄【╄》¨╃╄»

╁ きうくせゃてせの こはすくうちせ くっういゃっしすくにえ 
こけこにすぇかしは ゃにゃっいすう しすさけえきぇすっさうぇかに, 
おけすけさにっ こさっょくぇいくぇつぇかうしぬ ょかは さっきけくすぇ 
ょけきぇ こけ 《っょっさぇかぬくけえ こさけゅさぇききっ!

╅うすっかう 【うかけゃしおけえ,12, ゅかはょは くぇ けぉくけゃ-
かひくくにっ ゃ こさけてかけき ゅけょせ ょけきぇ, すけあっ さってうかう 
こけこにすぇすぬ しつぇしすぬは: けぉなっょうくうかうしぬ ゃ 〈]╅ う 
くぇこうしぇかう いぇはゃかっくうっ くぇ せつぇしすうっ ゃ こさけゅさぇききっ 
《けくょぇ しけょっえしすゃうは さっそけさきうさけゃぇくうの ╅╉》 こけ 
こさけゃっょっくうの おぇこうすぇかぬくけゅけ さっきけくすぇ きくけゅけ-
おゃぇさすうさくにた いょぇくうえ. ¨すさっきけくすうさけゃぇすぬ «たさせ-
とひゃおせ» ゃいはかぇしぬ こけょさはょくぇは けさゅぇくういぇちうは ¨¨¨ 
«╋っゅぇ». ′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ さぇぉけつうっ いぇゃっいかう 
くぇ けぉなっおす くっけぉたけょうきにっ しすさけえきぇすっさうぇかに う くっ 
こけいぇぉけすうかうしぬ けしすぇゃうすぬ うた ゃ くぇょひあくけき きっしすっ. 
′ぇ つせあけえ おせしけお しさぇいせ あっ くぇてひかしは さけすけお. 

¨つっゃうょちに さぇししおぇいにゃぇのす, つすけ ゃ こはすくうちせ, 
こさうきっさくけ ゃ こけかけゃうくっ すさっすぬっゅけ くけつう, お うた 
ょけきせ こけょなったぇかぇ きぇてうくぇ,  う っひ ゃけょうすっかぬ くぇ-

つぇか ゅさせいうすぬ ゃ ぉぇゅぇあくうお  すさひたきっすさけゃにっ ぉさせ-
しぬは. ╀ょうすっかぬくにっ しけぉしすゃっくくうおう, おけすけさにっ  っとひ 
くっ しこぇかう, ゃにぉっあぇかう くぇ せかうちせ, つすけぉに  けしすぇくけ-
ゃうすぬ いかけせきにてかっくくうおぇ. 〈けす すぇおけゅけ こけゃけさけすぇ 
しけぉにすうえ くっ けあうょぇか う くぇつぇか ゃしはつっしおう けこさぇゃ-
ょにゃぇすぬしは: きけか, さぇぉけすぇっす きぇえけさけき のしすうちうう, ぇ 
ぉさせしぬは っきせ さぇいさってうかう ゃいはすぬ しぇきう しすさけうすっかう. 
╊のょう っきせ くっ こけゃっさうかう う ゃにいゃぇかう きうかうちうの. 
╇しこけかくはのとうえ けぉはいぇくくけしすう くぇつぇかぬくうおぇ てすぇ-
ぉぇ ¨╁╃ こけ ゅ. ╀っさひいけゃしおけきせ ┿かっおしっえ 》ぇいっきけゃ 
うくそけさきぇちうの けぉ せゅけかけゃくけき こさっしすせこかっくうう 
こけょすゃっさょうか. ¨く こさけおけききっくすうさけゃぇか, つすけ しっえ-
つぇし しけすさせょくうおう ̈ ╁╃ こさけゃっさはのす, ょっえしすゃうすっかぬ-
くけ かう きせあつうくっ さぇいさってうかう ゃいはすぬ ねすう ぉさせしぬは 
うかう くっす. ‶けしかっ すけゅけ おぇお こけょさはょくぇは けさゅぇくう-
いぇちうは けちっくうす さぇいきっさ せとっさぉぇ, ぉせょっす さってっくぇ 
ょぇかぬくっえてぇは しせょぬぉぇ くぇさせてうすっかは. ╄しかう しせききぇ 
けおぇあっすしは しせとっしすゃっくくけえ, きせあつうくせ けぉゃうくはす こけ 
158 しすぇすぬっ いぇ おさぇあせ.  

〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿
╉┿‶╇〈┿╊を′┿ぅ ‶[╇╋┿′╉┿

╇》 ╁]〈[╄』┿ ]〈┿╊┿ ¨【╇╀╉¨╈

]っさゅっえ けすおさにか ゃ おかせぉっ ぉぇさ, おけ-
すけさにえ さぇぉけすぇっす こけ こはすくうちぇき う しせぉ-
ぉけすぇき. ‶けおぇ こけしっすうすっかっえ う いぇおぇいけゃ 
くっす, こさっょこさうくうきぇすっかぬ ゃきっしすっ し 
ぉぇさきっくけき ′ぇすぇかぬっえ いぇしせつうゃ させおぇ-
ゃぇ «きぇかはさはす» しすっくに. ]すさけえきぇすっさう-
ぇかぇきう こけきけゅぇのす  あうすっかう こけしひかおぇ. 
┿ くぇ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ おかせぉっ ゃしすぇ-
ゃうかう こかぇしすうおけゃにっ けおくぇ. ]こけくしけさ 
こけあっかぇか けしすぇすぬしは ぇくけくうきくにき.  

‶さけぉかっきけえ きくけゅうた こけしひかおけゃ 
はゃかはっすしは けすしせすしすゃうっ ょけしせゅけゃにた 
ちっくすさけゃ. ╇た くっす くう ゃ ]すぇさけこにて-
きうくしおっ, くう ゃ ╉っょさけゃおっ. ╁ ╉かのつっゃ-
しおっ いょぇくうっ ぉにゃてっゅけ おかせぉぇ すぇおあっ 
すさっぉせっす おぇこうすぇかぬくけゅけ さっきけくすぇ, 
ぇ ょっくっゅ ゃ ゅけさけょしおけき ぉのょあっすっ くぇ 
っゅけ ゃけししすぇくけゃかっくうっ こけおぇ くっす. ╊け-
しうくけゃちぇき こけゃっいかけ ぉけかぬてっ. 〉 くうた 
ゃ こけしひかおっ さぇぉけすぇのす おかせぉ «┿すかっす», 
きせいにおぇかぬくぇは ておけかぇ, ういけしすせょうは, けす-
おさにすぇ きぇしすっさしおぇは  さっいぬぉに こけ ょっ-
さっゃせ, ゃ ぇおすけゃけき いぇかっ さぇしこっゃぇっすしは 
たけさ ゃっすっさぇくけゃ. ]っえつぇし ゃけ ゃさっきは 
おぇくうおせか おさせあおう いぇおさにすに, くけ きっしす-
くぇは ょっすゃけさぇ ゃしひ さぇゃくけ こさうぉっゅぇっす ゃ 
おかせぉ, つすけぉに ゃいはすぬ きはつ う こけうゅさぇすぬ 
くぇ ぉぇしおっすぉけかぬくけえ こかけとぇょおっ.

′ぇおぇいぇくうっ させぉかひき くぇて くぇさけょ こけ-
くうきぇっす かせつてっ, つっき しかけゃぇ. ╃ぇ ゃけす 
ぉっょぇ: しおけかぬおけ ぉに ¨¨¨ «]つぇしすかうゃにえ 
しかせつぇえ» くっ けぉさぇとぇかけしぬ いぇ こけきけとぬの 
お ぉっさひいけゃしおうき きうかうちうけくっさぇき, くう 
こけきけとう, くう けすゃっすぇ-こさうゃっすぇ くぇ しゃけう 
いぇはゃかっくうは すぇお う くっ ょけあょぇかけしぬ (たけすは 
せかうつうすぬ くっかっゅぇかぇ くっ すぇお せあ しかけあくけ: 
ゃ すっおしすぇた こさけこうしぇくに うた すっかっそけくに 
う ぇょさっしぇ). ′け けょうく ゃ こけかっ くっ ゃけうく: 
そうさきっ すけかぬおけ しゃけうきう しうかぇきう ゃ ╀╂¨ 
くっ くぇゃっしすう  つうしすけすせ. ┿ ゃっょぬ つうしすけすぇ 
– ねすけ くっ すけかぬおけ せぉさぇくくにっ きせしけさくにっ 
おけくすっえくっさに う こけかうすにっ ょけさけゅう, くけ う 
ゃっしぬ ゃくってくうえ ゃうょ せかうち う ょけきけゃ!

╄ょうくしすゃっくくにき けさせあうっき ぉけさぬぉに 
けしすぇひすしは しさにゃぇくうっ くっしぇくおちうけくうさけ-
ゃぇくくにた けぉなはゃかっくうえ. 〈けかぬおけ ゃ うのくっ 
ておけかぬくうおう う こっくしうけくっさに, くぇくうきぇの-
とうっしは くぇ ねすせ さぇぉけすせ, こさうくっしかう 5983 
けぉなはゃかっくうは. ╁ うのかっ せさけあぇえ ょけしすうゅ 
8316 っょうくうち. 『うそさぇ きけゅかぇ ぉにすぬ う 
ぉけかぬてっ, くけ しさっょしすゃぇ くぇ けこかぇすせ ねすうた 
さぇぉけす こさけしすけ いぇおけくつうかうしぬ: さっぉはすぇき 
う ゃいさけしかにき こさうたけょうすしは けすょぇゃぇすぬ 
いぇ おぇあょせの ぉせきぇあっくちうの 30 おけこっっお, 
ぇ しせききぇさくけ – けす つっすにさった ょけ こはすう 
すにしはつ させぉかっえ. ╄しかう させおけゃけょうすっかう 
«]つぇしすかうゃけゅけ しかせつぇは» こけこかぇつせすしは, 
つすけ ぉういくっし こさうくけしうす きぇかけ こさうぉにかう, 
くっ せょうゃかのしぬ う こけしけつせゃしすゃせの. 

 ╁ けょくけき うい うのくぬしおうた くけきっさけゃ 
«╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» くぇてぇ 
つうすぇすっかぬくうちぇ こけょくはかぇ すっきせ ょけしけお 
けぉなはゃかっくうえ くぇ こけょなっいょくにた ょゃっ-
さはた. ′け けくぇ ゃけいきせとぇかぇしぬ くっ すっき, 
つすけ けくう くっせたけあっくに う いぇおかっっくに くぇ-
こっつぇすぇくくにきう すっおしすぇきう, ぇ すっき, つすけ 
けぉなはゃかっくうえ… きぇかけ, う うた こけしすけはく-
くけ しさにゃぇのす ょゃけさくうおう.  ′ぇつぇかぬくうお 
せこさぇゃかっくうは ╅╉》 ┿かっおしぇくょさ ]っくちけゃ 
すけゅょぇ さっいけくくけ いぇきっすうか, つすけ ょけしおう 
こさうくぇょかっあぇす おけききせくぇかぬとうおぇき う 

こさっょくぇいくぇつっくに すけかぬおけ ょかは  うくそけさ-
きうさけゃぇくうは あうかぬちけゃ. ¨ょくぇおけ っしかう 
しけぉしすゃっくくうおう おゃぇさすうさ たけすはす うきっすぬ 
すぇおけっ さっおかぇきくけっ きっしすけ, すけ こせしすぬ 
しぇきう いぇ くうき せたぇあうゃぇのす うかう こかぇすはす 
ょっくぬゅう ゃ つうしかっ ょさせゅうた ╅╉-せしかせゅ. 
¨ぉしかせあうゃぇくうっ ょけしけお きけゅせす くぇ しっぉは 
ゃいはすぬ せこさぇゃかはのとうっ おけきこぇくうう, かうてぬ 
ぉに そぇしぇょに きくけゅけねすぇあっお ゃにゅかはょっかう 
おせかぬすせさくけ, ねしすっすうつくけ.             

¨ょくうき うい ぇさゅせきっくすけゃ くぇてっえ つう-
すぇすっかぬくうちに ゃ こけかぬいせ くっしぇくおちうけくう-
さけゃぇくくにた けぉなはゃかっくうえ ぉにかぇ こけすさっぉ-
くけしすぬ あうすっかっえ ゃ うくそけさきぇちうう – ゅょっ 
つすけ おせこうすぬ, けすおせょぇ こさうゅかぇしうすぬ しぇく-
すったくうおぇ う ねかっおすさうおぇ, ゃ おぇおけき きぇゅぇ-
いうくっ うょひす さぇしこさけょぇあぇ すけゃぇさぇ う おすけ 
ぉっしこかぇすくけ こけょおかのつぇっす お ╇くすっさくっすせ. 
‶けくはすくけ, つすけ ねすけ «あういくっくくけ ゃぇあ-
くにっ» すっきに. ′け ゃけす ぉっょぇ: おすけ ゅぇさぇく-
すうさせっす, つすけ  しぇくすったくうお うかう きっくっょ-
あっさ こけ こさけょぇあぇき ╀┿╃ くっ けおぇあせすしは 
あせかうおぇきう? ╁ «╀╇╉]» う ょけおせきっくすに 
こけこさけしはす, う かうちっくいうの こけしきけすさはす, 
こさっあょっ つっき こけょこうてせす ょけゅけゃけさ けぉ 
けおぇいぇくうう せしかせゅう.  

– [ぇいにしおうゃぇは くっしぇくおちうけくうさけゃぇく-
くにっ けぉなはゃかっくうは, つぇしすけ くぇぉかのょぇの 
けょくせ ゃっしひかせの おぇさすうくせ,– さぇししおぇいにゃぇ-
っす ╇さぇうょぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ ╉せおしけゃぇ. 
– ′ぇ ょゃっさはた こけょなっいょけゃ ゃうしはす ゃ こはすう 
う ょぇあっ ょっしはすう ねおいっきこかはさぇた けぉなはゃ-
かっくうは けょくけゅけ う すけゅけ あっ しけょっさあぇくうは, 
くぇこさうきっさ, けぉ けしすっおかっくうう かけょあうえ, 
ぉぇかおけくけゃ. [っおかぇきけょぇすっかぬ くぇくはか 
さぇしおかっえとうおけゃ, いぇこかぇすうか うき ょっくぬゅう, 
ぇ けくう っゅけ こけこさけしすせ くぇょせかう! ╆くぇっすっ, 
おけゅょぇ ょゃっさう ょけきけゃ しすぇさっくぬおうっ, «こけ-
くけてっくくにっ»,  さぇいくけてひさしすにっ けぉなはゃ-
かっくうは うた せあっ くっ しょっかぇのす たせあっ. ′け 
っしすぬ あっ ょゃっさう くけゃにっ うかう くっょぇゃくけ 
こけおさぇてっくくにっ. ′っ せしこっっす ねきぇかぬ ゃに-
しけたくせすぬ, ぇ かうしすに せあっ きけいけかはす ゅかぇいぇ. 

╊うつくけ きっくは おぇお あうすっかは ゃけいきせとぇっす, 
こけつっきせ, いぇたけょは お しっぉっ ょけきけえ, は ゃに-
くせあょっくぇ つうすぇすぬ ゃしひ ねすけ? ╄しかう きくっ 
くせあくけ つすけ-すけ おせこうすぬ, くぇえすう せしかせゅせ, 
は こけえょせ お うくそけさきぇちうけくくけえ すせきぉっ, 
こけうとせ ゃ ゅぇいっすっ. 

′ぇてっえ しけぉっしっょくうちっ こけょつぇし こけ-
こぇょぇっす けす しおせつぇのとうた くぇ かぇゃけつ-
おぇた こっくしうけくっさけお: «』っゅけ しさにゃぇってぬ 
けぉなはゃかっくうは? ╇た ょっすう おかっうかう, しすぇ-
さぇかうしぬ!». ╇さぇうょぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ 
けぉにつくけ し ゅけさっつぬの けすゃっつぇっす:

– ′っ しさにゃぇの, ぇ しくうきぇの, う こかけたけ, 
つすけ ょっすう し きかぇょにた くけゅすっえ せつぇすしは 
ゅぇょうすぬ ゃ ゅけさけょっ.

╄しかう つっしすくけ, すけ ╇. ╉せおしけゃぇ, しょう-
さぇは かうしすおう, こさうゅかぇてぇのとうっ しくはすぬ 
こけさつせ, しょっかぇすぬ こさうゃけさけす, おせこうすぬ 
ょってひゃせの おけしきっすうおせ,  おけっ-つすけ けしすぇゃ-
かはっす «ゃ あうゃにた»: ねすけ けぉなはゃかっくうは 
け こさうひきっ くぇ さぇぉけすせ. [せおぇ くっ こけょ-
くうきぇっすしは うた せぉうさぇすぬ, ゃっょぬ かのょはき, 
ょっえしすゃうすっかぬくけ, くぇょけ すさせょうすぬしは, 
おけさきうすぬ しっきぬう.  ╇ ゃしひ あっ せ くぇし し 
ゃぇきう くっす ょさせゅけゅけ こせすう, おぇお あうすぬ 
ちうゃうかういけゃぇくくけ, すっき ぉけかっっ, つすけ ゃけい-
きけあくけしすう ょかは ねすけゅけ っしすぬ. 

…[ぇくくうき うのかぬしおうき せすさけき こさけ-
っいあぇのとうっ こけ きけしすせ くぇょ ╇しすけさうつっ-
しおうき しおゃっさけき ゃけょうすっかう ぇゃすけきぇてうく 
う こぇししぇあうさに ぇゃすけぉせしけゃ ぉにかう ういせ-
きかっくに ゃうょけき くぇおかっっくくけゅけ くぇ ぇあせさ-
くせの おけゃぇくせの さってっすおせ けぉなはゃかっくうは 
ゃ ょっしはすおぇた ねおいっきこかはさけゃ け こさけょぇあっ 
おけすすっょあぇ. ╀っかっかけ けくけ う くぇ こけしすぇ-
きっくすっ ぉにゃてっゅけ こぇきはすくうおぇ ╊っくうくせ. 
¨ょくう おぇつぇかう ゅけかけゃけえ: くせ う ゃぇさゃぇ-
さに, ょさせゅうっ せたきにかはかうしぬ: くぇゃっさくけっ, 
«しゃけうき» つうくけゃくうおう さぇいさってうかう すぇ-
おけっ. ╁しおけさっ こけさはょけお ぉにか くぇゃっょっく, 
くけ こけょせきぇかけしぬ: ぇ っしかう おぇあょにえ うい 
くぇし ぉせょっす こさけ しゃけうた おせさっえ  おかっうすぬ 
けぉなはゃかっくうは くぇ きけしすせ? 〈け-すけ う けくけ!    

‶さっおさぇしくにき しけかくっつくにき ょくひき,  28 うのかは 
けおけかけ しっきう つぇしけゃ ゃっつっさぇ ゃけょうすっかぬ ╁ぇい-
21093 ゅさぇあょぇくうく 》. しこってうか うい ゅけさけょぇ 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ こけ [っあっゃしおけきせ すさぇおすせ  くぇ 
さけょくにっ ╋けくっすおうくしおうっ こさけしすけさに. ′ぇ こけゃけ-
さけすっ  お こけしひかおせ けく さってうか くっ こさけこせしおぇすぬ 
【おけょせ ¨おすぇゃうぇ, ょゃうあせとせのしは こさはきけ こけ 
さぇゃくけいくぇつくけえ ょけさけゅっ しけ ゃしすさっつくけゅけ くぇ-
こさぇゃかっくうは, う うた ゃしすさっつぇ しすぇかぇ けてうぉおけえ. 
╁うくぇ ゃけょうすっかは «ょっゃはすおう» ぉっししこけさくぇ. 

╁けょうすっかぬ う こぇししぇあうさ ゃうくけゃぇすけゅけ ぇゃすけ 
こけかせつうかう くっいくぇつうすっかぬくにっ すさぇゃきに, すぇお おぇお 
ぉにかう こさうゃはいぇくに こけ ゃしっき こさぇゃうかぇき お ぇゃすけ-
しっょかせ. ╇た ょっすう, くぇたけょうゃてうっしは くぇ いぇょくっき 
しうょっくぬっ ゃ ょっすしおうた おさっしかぇた, くっ こけしすさぇょぇ-
かう. ┿ ゃけす ぇゃすけきけぉうかはき こけゃっいかけ きっくぬてっ. 
¨ぉぇ すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃぇ こさっゃさぇすうかうしぬ 
ゃ きけくしすさけゃ し うしおけさひあっくくにきう きけさょぇきう う 
すっこっさぬ せあっ し うしおけさひあっくくけえ  しせょぬぉけえ. 



ぉぇくは, けゃけと. はきぇ, 9 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 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 ゃ お/し «′うゃぇ» 4,5 しけす ゃ 
しけぉしすゃ. ょけきうお 2 ねす., おけかけょっち, ねか-
ゃけ,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, ゃけょけっき, 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.

]ぇょ お/し わ89 «′うゃぇ» 6,5 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ち. 370 す. さ. 〈. 
8-912-664-80-20. 

]ぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ., 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ, ち. 800 す.さ. 
8-912-66-48-020.

]ぇょ. せつ-お,  こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し 
わ62, ょけき かっすくうえ, 2 ねすぇあぇ, 9 
しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃけ-
ょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-おぇ, ち. 
500 す.さ., ゃけいきけあくけ こさけょぇあぇ さぇい-
ょっかぬくけ: 4 しけす. - 200 す.さ., 5 しけす. 
- 350 す.さ. 8-902-27-83-703.
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.

2-おけきく. おゃ., こ. ╉けさけすおうえ, 5/2, 
59/38/12, 7/16, しこっち. こさけっおす, しけしす. 
たけさけてっっ, すっか., ぉぇかおけく, けぉきっく, ち. 
3100 す.さ.

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.
╂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. ]すさけうすっかっえ, 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.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, せ/こ, 
おうさこ., 33/18/6, 1/5, しけしす. たけさけてっっ, 
つ/こ. 『. 1350 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, 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, ゃうょっけょけきけそけく, 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. 『. 1200 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. 1350 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. 〈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.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 20, 
55/38/6, 2/2, ょっさっゃ., しすっおかけこぇおっすに, 
たけさけて. しけしすけはくうっ, つ/こ. 『. 1050 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
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, ぉさっゃっくつ., 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. 『. 
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 

]′╇╋〉
╉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

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, しすっおかけこぇお. 『. 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 しけゃきっと., 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. ╉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.

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.

せか. ]こけさすうゃくぇは, 2, 2/9, おうさこうつ, 
74,2/47,1/10,5, し/こ, こっさっこかぇくうさけゃ-
おぇ, ょゃっ こ/かけょあうう, し/せ しけゃきっと., ょせて. 
おぇぉうくぇ, っゃさけさっきけくす, ょけき 2006 ゅ. 『. 
3700 す.さ.
╃けきぇ

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 
55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. 『. 2500 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. 
《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. 2500 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, 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, 
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.

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.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

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.

せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, 5/5, 32,6/19,6/5,3, 
こぇくっかぬ, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, 
ち. 1400 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

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. ╋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. ]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.

せか. 【うかけゃしおぇは, 15, 3/5, 39,7/24/6, 
おうさこうつ, おけきく. ゃぇゅけくつうおけき, し/せ さぇいょ., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, けおくぇ こかぇしす. 『. 
1700 す.さ.

せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 21, 1/5, 
47,6/27,8/8, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., こ/
かけょあうは. 『. 1800 す.さ.

せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 9, 5/5, 
47,2/29,5/5,9, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1650 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.
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-
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-
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 47/29/8, 

きっくすに ゅけすけゃに, ち. 1790 す.さ. 〈. 8-908-
91-03-795. 

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ ¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

〈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す, 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, 15, 
3/5, 49,6/30/7, ち. 1800 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ ょけき. 8-953-00-35-491. 

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.

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. 『. 1050 す.さ. 〈. 
8-902-27-83-703.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさっゃはく., けぉかけあっく おうさこ.,, 1 ねすぇあ 
100 き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇ-
ゅけせしすさけっく., ゅぇい 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, せか. ]すさけうすっかっえ, 
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.

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 』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.

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

╉〉‶╊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, 3/5, 
おうさこうつ, 45/31/6, ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 
1660 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.

╃¨╋┿

╉けすすっょあ, 120 き2, ゃ ちっくすさっ, 1 
ねすぇあ. 『. 5800 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. 

〉』┿]〈╉╇
こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 7,5 しけす., ち. 

1400 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.

╉けきく., ′╀‶ う おけきく., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ くぇ 2-おけきく. おゃ. «ぉさっあくっゃおせ», 
しさっょくうえ ねすぇあ.

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.

]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. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, けそ. 28.

〈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. 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.

2-おけきく. おゃ. こ. ╊っくうくしおうえ, 6, 
52/30/8, 1/2, ょっさっゃ. 『. 600 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 ╋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.

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.

╉〉‶╊ぃ
1-2-3-おけきく. おゃ. 〈. 89122087034.
]╃┿╋
3-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/2, 

100 き2. 『. 20 す.さ. 〈. 89630411403.
]′╇╋〉
1-2-3-おけきく. おゃ. 〈. 89122087034.
╋╄′ぅぃ
╉けきくぇすせ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ 

あうかぬっ ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈. 8-902-260-
22-71.

‶[¨╃┿╋
╉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

〉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. 『. 
2600 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. 『. 1900 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.

╁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)

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 ╋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., ち. 
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.

ゅ. ╁-‶にてきぇ, ]〈 «‶さうけいっさくにえ», 
4 しけす., ょけき 2 ねすぇあぇ, ねか-ゃけ, しおゃぇあう-
くぇ, すっこかうちぇ, ち. 500 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ3, ょけき 
てかぇおけいぇかうゃくけえ, くけゃにえ, ぉっい ゃくせすさ. けす-
ょっかおう, 50 き2, 4 しけす. いっきかう, ち. 250 す.さ.
╂┿[┿╅
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.

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. 8-953-00-35-491.

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.

こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうく-
くうおけゃ, 8 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, ち. 1750 す.さ. うかう 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈. 8-950-64-
88-906.
]╃┿╋

╉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.

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-
ょっか., 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 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. 1060 す.さ., すけさゅ. 
╁けいきけあっく けぉきっく. 〈. 8-902-27-83-703.

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. 
〈. 8-953-00-35-491.

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.

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. 

╉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. 1400 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. ╀っさっいけゃしおけき, 
くぇかうつくにきう. 〈っか. 8-953-00-35-491.

′╄╅╇╊｠╄ ‶¨╋╄】╄′╇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.

〉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,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

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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╉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.

┳》′╇[╄ぁ╄╉] 〈╄ 》╄╅〉』【 》′╉[』〉》〉╆.
8-912-208-70-34



╉〉‶╊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.
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. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 21, 4/5, 

せ/こ. 『. 1450 さ.

]╃┿ぃ
1-おけきく. おゃ., ′╀‶, ]けゃっすしおうえ.
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.
]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. 『. 1800 す.さ.

〉か. 』ぇこぇっゃぇ, 15, せ/こ, 4/5, 33/17/9, 
ぉぇかおけく. 『. 1500 す.さ.

2-おけきく. おゃ.
〉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.

〉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. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 3/9, こぇくっかぬ, 
62/40/8,5, ち. 2370 す.さ.

〉か. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7ぇ, 1/5, おうさこうつ, 
60/40/8, かけょあうは 6 き2, ち. 2250 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. 
1800 す.さ. うかう 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. 

〉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

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.

こ. ]けかくっつくにえ, 1/2, ぉぇかおけく, 530 す.さ.
2-おけきく. おゃ.:
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., 
1430 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. 880 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.

′╀‶, 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.

〉か. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, 1/5, おけきく. 
ういけか., ち. 2050 す.さ.

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. ]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, 
12 しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい, 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.

╃っさっゃはくくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, ぉぇくは, 
ゅぇい, ち. 2400 す.さ.

‶けし. ╉かのつっゃしお, 16 しけすけお いっきかう, 
ょけき, しおゃぇあうくぇ, かっし, 1100 す.さ.

‶けし. ╋けくっすくにえ, せか. ]っゃっさくぇは, 16 
しけす., ゃっすた. ょけき, しおゃぇあうくぇ, 650 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. 9000 す.さ. 〈けさゅ.

]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.
〉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.
‶けし. ╉っょさけゃおぇ, 5 しけす., ち. 60 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.

]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.

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.

«[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., 850 す.さ.
〉か. ╉ぇかうくうくぇ, 10 しけす. ゃ しけしすゃ. + 7 

しけす. ぇさっくょぇ, 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.

‶けし. ╉っょさけゃおぇ, 10 しけす. 『. 750 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, こぇくっかぬ, 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 ╋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-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. しぇょ 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. 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.

〉つぇしすおう
〉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., 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 きぇかけゅぇぉぇさうすくせの 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. ]すさけうすっかっえ, 9,  
5/5, 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, 46, 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 おうさこうつけき, 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, ゃけょぇ, ち. 300 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.

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, ]けしく. ぉけさ. ‶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. せつ-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. 2000 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.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, て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.

]┿╃｠

╊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.

]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.

〉か. ╉. ╋ぇさおしぇ, 29 き2, 15,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ こけ せかうちっ, きけあくけ 
さぇいょっかうすぬ くぇ 2 せつ., ち. 2400 す.さ., すけさゅ.

〉か. ‶さけかっすぇさしおぇは, 245 き2, せつ. 14 しけす., 2 
ねす., こけかくけしすぬの ぉかぇゅ., さっきけくす, こかぇしす. けおくぇ, 
ぇゃすけきぇす. ゃけさけすぇ, 2-え ねすぇあ ぉっい ゃくせすさ. けすょっか-
おう, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, ち. 6500 す.さ., すけさゅ.

]┿╃｠
]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
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

[-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., ち. 
1650 す.さ.

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.

¨¨¨ «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 3 àâãóñòà
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

《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.

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

‶さけょぇゃっち ゃ おうけしお
«[¨]‶╄』┿〈を»,

あっく. 40-60 かっす, ぉっい ゃ/こ

8-902-26-24-413

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

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

[╄╉╊┿╋┿

¨¨¨ «』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

[╄
╉╊

┿╋
┿

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 

ëîëæèÿ
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

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 1 280 000ð. òîðã 8-950-550-59-78

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

Ñïîðòèâíàÿ,20 5/5 35/14/9 ëîäæèÿ 1 283 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 1,2,4,5/5 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

Ñïîðòèâíàÿ,22 2,3,4/5 35/14/9 ëîäæèÿ 1 250 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 35/14/9 ëîäæèÿ 1 178 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 12/12 39/17/11 ëîäæèÿ 1 401 000ð. 2 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 8,9/12 41/17/11 ëîäæèÿ 1 514 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñòðîèòåëåé,4/à 11/12 40/17/11 ëîäæèÿ 1 458 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

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

Øèëîâñêàÿ,18 5/5 32/18/6
áàëêîí 

çàñò.
1 550 000ð.

ñåéô-

äâåðü,ñòåêëîïàêåòû
8-950-550-59-78

Øèëîâñêàÿ, 12 5/5 36/21/7 ëîäæèÿ 1 500 000ð. åâðîðåìîíò 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Èñàêîâà,7 8/9 55/32/12 ëîäæèÿ 2 650 000ð.
ñ/ó ðàçä, ëîäæèÿ çà-

ñòåêëåíà
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 3/5 65/32/13 ëîäæèÿ 2 236 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,10 5/5 67/29/10 ëîäæèÿ 2 418 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,14 1/5 69/30/11 ëîäæèÿ 2 397 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 49/28/9 ëîäæèÿ 1 730 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 3/5 55/28/9 ëîäæèÿ 2 043 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 49/28/9 ëîäæèÿ 1 643 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 1/5 51/28/9 ëîäæèÿ 1 782 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 1 959 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

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

Òåàòðàëüíàÿ,22 8/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 280 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 7/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 336 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

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

Öèîëêîâñêîãî,16 1/4 80/34/12 2ëîäæèè 2 403 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 2 738 000ð. íîâàÿ 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 2 812 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

Ñïîðòèâíàÿ,22 4/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 834 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 3/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 914 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà. 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,2/2 6/10 90/52/13 ëîäæèÿ 3 600 000ð.
ñåéô-äâåðü,ñàíòåõí.

íîâàÿ
8-950-550-59-78

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 3 436 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

êâ.ì.

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

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 äå-

ðåâÿííûé, 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

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 113,8 6 300 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, 10 1/5 86,2 2 738 000ð.
â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî,  âûõîä ïðÿìî 

íà äîðîãó
8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110 3 715 000ð.

â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî, âîçìîæíîå 

èñïîëüçîâàíèå ìàãàçèí, ñîöêóëüáûò, àïòåêà, 

ñòîìîòîëîãèÿ

8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü, 

êâ.ì.

öåíà, ðóá/

ìåñ
îïèñàíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

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



ÏÐÎÄÀÞ
• 1-おけきく.おゃ., ち. 1300 す.さ. 〈. 89058091677.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ゃけょぇ, ゅぇい. 〈. 89222054114.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つ-お ゃ お/し わ78, 5 しけす., ぉっい こけ-
しすさけっお, しけぉしすゃ., ち. 150 す.さ. 〈っか. 
8-902--278-36-37, ╅せかぇくけゃおぇ.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つ-お 7 しけす., こ. ╉っょさけゃおぇ, ねか-ゃけ, 
ょけさけゅぇ, ち. 200 す.さ., しけぉしすゃ. 〈っか. 
8-963-850-40-81.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÞ
• ╉けきくぇすせ. 〈. 8-904-989-07-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. くぇ ]けゃっすしおけき. 
〈っか. 8-908-911-34-44.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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 «╀っかぇさせしぬ». 
〈っか. 8-908-900-59-16.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

• ][〉╀｠ 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. 8-902-26-154-28.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨ぉさっいぬ, けこうか ぉっしこかぇすくけ. 〈っか. 
4-91-95.

[╄╉╊┿╋┿
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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
• ╉けさけゃせ. 〈っか. 8-922-136-23-57.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

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

• ╂┿╆っかぬ-そっさきっさ 5 きっしす, おせいけゃ-
すっくす 3 き. 〈っか. 8-902-87-16-314.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. 〈っか. 8-952-73-23-586.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ′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, ゃぇかぬ-
とうおう かっしぇ, こうかぬとうおう, さぇいくけ-
さぇぉけつうっ. 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• 【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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かけすくうおう, ぉっすけくとうおう, しゃぇさ-
とうおう. 〈っか. 8 (343) 345-72-13.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは ぉせたゅぇかすっさ, しすぇあ 
さぇぉけすに くっ きっくっっ 3-た かっす, いくぇくうっ 
1], ねかっおすさけくくぇは けすつっすくけしすぬ. 〈っか. 
4-72-86, 8-908-632-03-28.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせのすしは: けぉすはあつうおう, 
こけさけかけくとうおう, ゅさせいつうおう くぇ きはゅ. 
きっぉっかぬ, ぉっい け/さ, い/こ ゃにしけおぇは. 〈. 
89193718206, 89090000210.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «┿おゃぇ-すった» くぇ こけしすけはく-
くせの さぇぉけすせ すさっぉせのすしは: しすけかはさ-
しぉけさとうお, せこぇおけゃとうお (きっぉっかぬ), 
うくあっくっさ-おけくしすさせおすけさ. 〈っか. 
4-61-75.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっう くぇ そぇぉさうおせ きはゅおけえ 
きっぉっかう. 〈っか. 8-902-275-13-18, 
4-73-47.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう. 〈っか. 89122886585.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]すさけえすっ し くぇきう! ‶さけういゃけょうき 
こうかけきぇすっさうぇか. 〈. 89634433136.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

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

╅うゃけすくにっ

• [ぇいくけさぇぉけつうっ. 〈. 89122886585.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ けすょっかぇ こさけょぇあ. 〈. 
8 (343) 372-21-16, 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ ぇ/き «╂┿╆っかぬ», い/こ 
17 す.さ. 〈っか. (343) 379-05-63.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけちっくすさせ しさけつくけ すさっぉせのすしは: 
ょゃけさくうお, こけょしけぉくにえ さぇぉけ-
つうえ, い/こ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう. 〈っか. 
8-903-081-76-20.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち こさけょ. すけゃぇさけゃ, 
ゅさせいつうお, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1. 〈っか. 
8-906-806-10-92.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けゃぇさ くぇ ぉぇいせ けすょにたぇ «′っいぇ-
ぉせょおぇ», ぉっかけはさしおけっ ゃけょけたさぇくうかう-
とっ. 〈っか. 8-902-870-88-77, 8 (343) 
359-29-97.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけういゃけょしすゃっくくけきせ こさっょこさうは-
すうの しさけつくけ すさっぉせのすしは: しすぇくけつ-
くうお ょっさっゃけけぉさぇぉぇすにゃぇのとうた 
しすぇくおけゃ (こさうしぇょおぇ), ねかっおすさけ-
きけくすっさ こけ さっきけくすせ う けぉしかせあうゃぇ-
くうの ねかっおすさけけぉけさせょけゃぇくうは. 〈っか. 
4-00-16, 8 (343) 345-21-57, 8-922-
16-06-703.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは きっくっょあっさ しけ いくぇ-
くうっき ‶╉. 〈っか. 8-902-87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち, い/こ けす 15 す.さ. 〈っか. 
8-908-915-77-11.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

╀っさっいけゃしおうえ ]〈╉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
すぇおあっ ‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 〉]╊〉╂╇

こけ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょゅけすけゃおっ う
けぉせつっくうの ゃけあょっくうの ぇゃすけきけぉうかは

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
せか. ╊っくうくぇ, 79 ”ぉ”.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения - 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ おぇすっゅけさうう «╁»
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ).

[╄╉╊┿╋┿

┿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

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく.
〈っか. 8-922-224-02-06.

[╄╉╊┿╋┿

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

〈¨╊を╉¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
′けゃっえてぇは おけきこぬのすっさくぇは ょうぇゅくけしすうおぇ しけしすけはくうは いょけさけゃぬは 

ゃしっゅけ けさゅぇくういきぇ いぇ 1 つぇし. 
『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., ょっすはき, こっくしうけくっさぇき – 1500 させぉ.

7 ぇゃゅせしすぇ し 10.00, ╃ゃけさっち きけかけょっあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7
┫╄]╉〈ょ╉』 《〉『╉ぃ╉〈′╉ 《》╄‶』′を╉『‶′ ╆『╉‒ 『《╉｠′╄[′『』〉╆ ┨′╄╇〈〉『』′を╉『‶〉╇〉 ｠╉〈』》╄.
┰╉』〉╈ 〉╅『[╉╈〉╆╄〈′ょ ╅╉╋〉《╄『╉〈ぇ¨, 【╈〉╅╉〈ぇ¨, ╅╉╋╅〉[╉╋〈╉〈〈ぇ¨ ╈[ょ [ゅ╅〉╇〉 ╆〉╋》╄『』╄.

* ′ぇ きけくうすけさっ おけきこぬのすっさぇ きけあくけ せゃうょっすぬ けさゅぇくに, すおぇくう う おかっすおう つっかけゃっおぇ, ぇ 
ゅかぇゃくけっ – ゃにはゃうすぬ うくょうゃうょせぇかぬくせの こさっょさぇしこけかけあっくくけしすぬ こぇちうっくすぇ お しぇきにき しっ-
さぬっいくにき いぇぉけかっゃぇくうはき.

* 〉しすぇくぇゃうすぬ すけつくにえ ょうぇゅくけい, すけつくけ けちっくうすぬ そせくおちうの ねくょけおさうくくにた あっかっい – とう-
すけゃうょくけえ あっかっいに, くぇょこけつっつくうおけゃ, ゅうこけそういぇ, こけょあっかせょけつくけえ あっかっいに う ょさ.

* ╁にはゃうすぬ きうおさけぉに う ゅかうしすくにっ うくゃぇいうう-たかぇきうょうう, しすぇそうかけおけおおう, きうおけこかぇいきに, 
すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う す.ょ.

* ╁にはゃうすぬ ぇかかっさゅっくに.
* ‶さけゃっしすう うくょうゃうょせぇかぬくにえ おけきこぬのすっさくにえ こけょぉけさ う くぇいくぇつっくうっ くけゃっえてうた 

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

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは. [╄╉╊┿╋┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, 

┰┴┤┰┲┴┱┤╃ ┮┴┲┼┮┤, 
┶┲┴┸, ┱┤┦┲┫, 

┻┩┴┱┲┫┩┰, ┲┳┬┯
┨┲┵┶┤┦┮┤, 

┦┿┦┲┫ ┰┷┵┲┴┤
┶╉[. 8-904-38-78-067 [

╄╉
╊

┿
╋

┿

ÁËÎÊÈ: 
ïîëèñòèðîë, 

áåòîí 
ñ äîñòàâêîé. 

8-905-85-99-759

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

′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.

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

だだだ «づÜïï¡óú ê¿ñß» すさっぉせのすしは 
]╉〈╉╈╊╉》ぇ 《〉 》╄╅〉』╉ 『 ‶[′╉〈』╄]′,

╆〉╈′』╉[ぉ 『 [′を〈ぇ] ╄/] (╇╄╋╉[ぉ-』╉》]〉╅【╈‶╄),
《》〉╈╄╆｠ぇ, 》╄╅〉』〈′‶′ ╆ ‶〉〈╈′』╉》『‶′¨ ｠╉‒

どñ¿.: 8 (343) 269-23-03, (34369) 3-09-75

[╄╉╊┿╋┿

┽┩┥┩┱╀. ┲┶┵┩┦.
┵┮┤┯┤. 

┻┩┴┱┲┫┩┰. 
┶┲┴┸. ┨┴┲┦┤

′ 《》〉を╉╉

8-902-870-78-83

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

ÏÐÎÄÀÞ
• 〉┿╆-31519, 2001 ゅ.ゃ. 〈っか. 
8-922-611-47-10. 

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

¨¨¨ «╀╄[╄╆¨╁]╉-
]〈[¨╈╇′╁╄]〈»

╉╁┿[〈╇[｠
¨〈 ╆┿]〈[¨╈】╇╉┿ 

╁ ╃¨╊╄╁¨╄ 
〉』┿]〈╇╄
こけ ぇょさっしせ 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 36

1-おけきく. おゃ. 
42,87 き2 

ち. 1461580 させぉ.
2-おけきく. おゃ. 

66,67 き2 
ち. 2270780 させぉ.
8-922-107-01-79

8 (34369) 5-00-61

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

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

¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9) ういゃっとぇっす け ゃにこけかくっくうう おぇ-
ょぇしすさけゃにた さぇぉけす こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, さぇし-
こけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, ]′〈 «╉けかかっおすうゃくにえ しぇょ わ82», せつぇ-
しすけお わ6.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ]けいけくけゃ ┿.′.
]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 3 しっくすはぉさは 

2010 ゅけょぇ ゃ 10.00 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.
′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは しけゅかぇ-

しけゃぇすぬ ゅさぇくうちに: こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう しきっあくにた いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, 
]′〈 «╉けかかっおすうゃくにえ しぇょ わ82, せつ. 5, こさっょしっょぇすっかぬ しぇょぇ.

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

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは こけ こさけゃっょっくうの しけゅかぇしけゃぇ-
くうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 16 
ぇゃゅせしすぇ こけ 3 しっくすはぉさは 2010 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, おぇぉ. 109. 
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╂╃╄ ╋¨╅′¨ ‶¨╉〉‶┿〈を]ぅ?
╊っすけ. ╅ぇさぇ… ╂けさけあぇくぇき たけつっすしは うしおせこくせすぬしは 

くっょぇかっおけ けす ょけきぇ.  ╇ すせす ゃけいくうおぇっす ゃけこさけし: う ゅょっ 
あっ くぇえすう ねすけ つせょけ-きっしすけ, こさうゅけょくけっ ょかは おせこぇくうは?  
╇きっくくけ し すぇおうき ゃけこさけしけき けぉさぇすうかぇしぬ こけしっすうすっかぬくう-
ちぇ そけさせきぇ - くぇすけ4おぇ: «╃けつぬ たけつっす こけったぇすぬ おせこぇすぬ-
しは, くけ くっ いくぇっす おせょぇ. ′ぇ 【ぇさすぇてっ ゃけょぇ くっ けつっくぬ-すけ 
こさうはすくぇは ょかは おせこぇくうは. ╄たぇすぬ くぇ 〈ぁ『 – くっす きぇてうくに. 
]かにてぇかう こけ くけゃけしすはき, つすけ ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ っしすぬ 
おぇおけっ-すけ けいっさけ, くぇ ぉっさっゅぇた おけすけさけゅけ ゃっいょっ こっしけお , 
くけ くっ いくぇっき, ゅょっ けくけ くぇたけょうすしは, きけあっす, おすけ-くうぉせょぬ 
こけょしおぇあっす? ╄とひ ょけつぬ いくぇっす け おぇおうた-すけ «こっしおぇた» ゃ 
しすけさけくっ ゃすけさけゅけ おぇさぬっさぇ, は ゃけけぉとっ ぉっい こけくはすうは, 
ゅょっ ねすけ». ╁ けすゃっす し さっいおけえ おさうすうおけえ ゃしった ゃにてっこっ-
さっつうしかっくくにた ゃけょけひきけゃ こけょくはかしは ]っさゅっえ ╀っさ: «╁に 
こっさっつうしかうかう こさぇおすうつっしおう ゃしっ きっしすぇ, ゅょっ おせこぇすぬしは 
くっ くせあくけ. ‶けぉかういけしすう ゃけけぉとっ おせこぇすぬしは くっゅょっ. ¨しけ-
ぉっくくけ くぇ こっしおぇた ゃ さぇえけくっ けつうしすくにた う くぇ «つうしすにた» 
こさせょぇた くぇ 〈ぁ『. 

╊のょう すぇき おせこぇのすしは: きけかけょひあう こけそうゅせ, ぇ すっ, おすけ 
こけしすぇさてっ, ゃうょうきけ, くっ けぉかぇょぇのす うくしすうくおすけき しぇきけしけ-
たさぇくっくうは. ┿ きけあっす, こさけしすけ くっ ゃ おせさしっ. 〈っ, おすけ し ょっす-
しすゃぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき あうゃせす, いくぇのす, つすけ おせこぇすぬしは せ くぇし 
くっゅょっ. ╋けあくけ こけこさけぉけゃぇすぬ くぇ 【うかけゃおっ, くけ かうつくけ は 
ぉさっいゅせの». ╁しこけきくうかう う ╀けゅけき いぇぉにすけっ ╅せかぇくけゃしおけっ 
ゃけょけたさぇくうかうとっ.  «╅せかぇくけゃしおけっ ゃさけょっ こけつうとっ, くぇ 
きぇてうくっ すぇき お ゃけょっ くっ こけょなったぇすぬ, – う ねすけ たけさけてけ. ╃ぇ 
う ゃけょぇ すぇき こけこさけたかぇょくっっ», – こうてっす kasperski. ′せ, ぇ 
すせす せあ, おぇお ゅけゃけさうすしは, ぉっい おけききっくすぇさうっゃ: «╉asperski, 
すに いぇつっき  さにぉくにっ きっしすぇ しょぇひてぬ, くっ っいょうすっ すせょぇ – 
すぇき こさけすうゃくけ», けすゃっつぇっす ╁ぇかぬすっさ. ╇すけゅ: こけ きくっくうの 
こけかぬいけゃぇすっかっえ しぇえすぇ, おせこぇすぬしは ゃ ╀╂¨ くうゅょっ くっかぬいは. 

′¨╁¨]〈╇ ¨╀】╄]〈╁╄′′¨╂¨ 〈[┿′]‶¨[〈┿
‶けしっすうすっかっえ そけさせきぇ くっ きけゅかぇ くっ いぇょっすぬ  くけ-

ゃけしすぬ, つすけ ゃ くっょぇかひおけき ぉせょせとっき  けぉとっしすゃっくくにえ 
すさぇくしこけさす うい ╀っさひいけゃしおけゅけ ぉせょっす たけょうすぬ すけかぬおけ 
ょけ ゅさぇくうちに し ╄おぇすっさうくぉせさゅけき. «╄おぇすっさうくぉせさゅ  
ゃにしすせこぇっす いぇ すけ, つすけぉに きぇさてさせすに うい ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ いぇおぇくつうゃぇかうしぬ せ っゅけ ゅさぇくうち, ゃけくぇ つひ, ╋う-
たぇかにつ». 

«╁つっさぇ ぉにかけ しけゃっとぇくうっ し こっさっゃけいつうおぇきう (けょうく 
うい くうた こけゃっょぇか) ゃ せこさぇゃかっくうう ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
ぇゃすけょけさけあくけゅけ くぇょいけさぇ. ╁にしすせこぇか くっおうえ ╉せさかに-
おけゃ ┿かっおしっえ ╁はつっしかぇゃけゃうつ, こさっょしっょぇすっかぬ おけきう-
すっすぇ こけ すさぇくしこけさすせ ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. 〈ぇお ゃけす けく 
いぇはゃうか, つすけ «こさうゅけさけょくにき きぇさてさせすぇき ゃ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅっ ょっかぇすぬ くっつっゅけ, けくう ょけかあくに ょけゃけいうすぬ 
かのょっえ ょけ ゅさぇくうちに う さぇいゃけさぇつうゃぇすぬしは». ] すぇおうき 
こさっょかけあっくうっき けくう しけぉうさぇのすしは けぉさぇすうすぬしは ゃ きう-
くうしすっさしすゃけ すさぇくしこけさすぇ う ょけさけあくけゅけ たけいはえしすゃぇ 
(きうくうしすっさしすゃけ いぇくうきぇっすしは こっさっけそけさきかっくうっき こぇ-
しこけさすけゃ きぇさてさせすけゃ). ╁ けぉとっき, さってうかう: さぇい くっ 
こさうしけっょうくはっすっしぬ, ゃけす ゃぇき – こけかせつうすっ. ╀せょっき ょけ-
ぉうさぇすぬしは こっておけき?» – こうてっす perrier. ╁ すっきっ くっ けぉけ-
てかけしぬ う ぉっい のきけさぇ: «′ぇ ゅさぇくうちっ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ 
ぉせょせす しすけはすぬ こけゅさぇくうつくうおう, おけすけさにき «こせとぇすぬ くっ 
ゃっかっくけ»  ぉっさひいけゃしおうっ きぇさてさせすおう».  ¨ぉしすぇくけゃおせ 
さぇいさはょうか ]っさゅうえ,しけけぉとうゃ, つすけ «ゃ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ けこさけゃっさゅかう こさっょこけかけあっくうっ 
け すけき, つすけ きぇさてさせすに けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ, 
しけっょうくはのとうっ ╀っさひいけゃしおうえ う けぉかぇしすくけえ ちっくすさ, 
ゃしおけさっ ぉせょせす ょけっいあぇすぬ かうてぬ ょけ ゅさぇくうちに きせくう-
ちうこぇかうすっすぇ».

╁ こっさうけょ かっすくうた けすこせしおけゃ ぇおすうゃくけしすぬ そけさせきぇ, こけさすぇかぇ berezovskii.ru つせすけつおせ 
こけせすうたかぇ. ′け ねすけ くっ いくぇつうす, つすけ くぇ こけさすぇかっ しすぇかけ すうたけ う しおせつくけ. ╁しっゅょぇ くぇえょせす-

しは ぇおすせぇかぬくにっ う うくすっさっしくにっ すっきに ょかは けぉしせあょっくうは.
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け すけき, つすけ ゃ こけしかっょくうっ ゅけょに ゃけいさけしかけ つうしかけ しかせつぇっゃ こさうきっくっくうは 
こさっしすせこくうおぇきう しぇきけょっかぬくにた ゃいさにゃくにた せしすさけえしすゃ (]╁〉), うしこけか-
くっくくにた こけ こさうくちうこせ きうくう-かけゃせてっお. ╃かは おぇきせそかはあぇ すぇおうた ]╁〉 

てうさけおけ うしこけかぬいせのすしは ょけしすせこくにっ こさっょきっすに ぉにすけゃけゅけ くぇいくぇつっくうは: 
しせきおう, こけさすそっかう, おくうゅう, さぇょうけこさうひきくうおう, すっさきけしに, ひきおけしすう うい-
こけょ くぇこうすおけゃ, ねかっおすさうつっしおうっ そけくぇさう, こけさすしうゅぇさに, いぇあうゅぇかおう, 
しっすっゃにっ ねかっおすさけこさうぉけさに, うゅさせておう う す. ょ. ]╁〉 – かけゃせておう けしすぇゃ-
かはのすしは ゃ きっしすぇた, ゅょっ けくう きけゅせす ぉにすぬ かっゅおけ けぉくぇさせあっくに かのょぬきう. 

‶さう こけこにすおっ こさけういゃっしすう し くぇたけょおけえ ょっえしすゃうは, けこさっょっかはっきにっ 
くぇいくぇつっくうっき こさっょきっすぇ (けすおさにすぬ しせきおせ, ゃおかのつうすぬ そけくぇさぬ う す. こ.), 

こさけうしたけょうす ゃいさにゃ う こけさぇあっくうっ つっかけゃっおぇ.
╇いゃっしすくに すぇおあっ おけくしすさせおちうう かけゃせてっお, うしこけかくうすっかぬくにえ きったぇ-

くういき おけすけさにた しさぇぉぇすにゃぇっす こさう こけこにすおっ こっさっきっしすうすぬ くっせゅけょくにえ 
こさっょきっす (くぇこさうきっさ, こかぇおぇす し くぇょこうしはきう けしおけさぉうすっかぬくけゅけ しけょっさ-
あぇくうは), つすけ せあっ うしこけかぬいけゃぇかけしぬ ゃ たけょっ こさっょゃにぉけさくにた おぇきこぇくうえ ゃ 
くっおけすけさにた  さっゅうけくぇた.

‶さぇゃけけたさぇくうすっかぬくにきう けさゅぇくぇきう こさうくうきぇのすしは きっさに こけ くっょけ-
こせとっくうの しけゃっさてっくうは こけょけぉくにた すっさぇおすけゃ. ╁きっしすっ し すっき せゅさけいぇ うた 
こさけゃっょっくうは しけたさぇくはっすしは. ╆ぇ こっさうけょ し 2009 ゅけょぇ こけ くぇしすけはとっっ ゃさっ-
きは ゃ [けししうう こさけういけてかう ゃいさにゃに 20 ]╁〉 – かけゃせてっお. ╉ こさうきっさせ: 10 
はくゃぇさは 2009 ゅけょぇ ゃ ゅ. 〉そっ ゃいけさゃぇかけしぬ ]╁〉, いぇおぇきせそかうさけゃぇくくけっ 
こけょ いぇあうゅぇかおせ; 13 はくゃぇさは 2009 ゅけょぇ ゃ ゅ. 』うすっ こさけういけてっか ゃいさにゃ 
]╁〉, いぇおぇきせそかうさけゃぇくくけゅけ こけょ ぇおおせきせかはすけさくにえ そけくぇさぬ, 28 はくゃぇさは 
2009 ゅけょぇ ゃ ╉っきっさけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃいけさゃぇかけしぬ ]╁〉, さぇいきっとひくくけっ 
ゃ いぇさはょくけき せしすさけえしすゃっ ょかは きけぉうかぬくけゅけ すっかっそけくぇ, 2 ぇこさっかは 2010 
ゅけょぇ ゃ ′うあっゅけさけょしおけえ けぉかぇしすう しさぇぉけすぇかけ ゃいさにゃくけっ せしすさけえしすゃけ, いぇ-
おぇきせそかうさけゃぇくくけっ こけょ ねかっおすさうつっしおうえ そけくぇさうお, 11 うのくは 2010 ゅけょぇ 
ゃ ]すぇゃさけこけかぬしおけき おさぇっ こさけういけてひか ゃいさにゃ ]╁〉, うしこけかくっくくけゅけ ゃ ゃうょっ 
こっさっくけしくけゅけ ぇせょうきぇゅくうすけそけくぇ.

╀せょぬすっ ぉょうすっかぬくに. ‶さう けぉくぇさせあっくうう こけょけいさうすっかぬくにた こさっょきっ-
すけゃ, くっ こさうおぇしぇえすっしぬ お くうき, くっ こっさっょゃうゅぇえすっ, けさゅぇくういせえすっ けたさぇくせ 
ょぇくくけゅけ こさっょきっすぇ くぇ ぉっいけこぇしくけき さぇししすけはくうう. ╆ゃけくうすっ  ゃ ¨╁╃ こけ 
╀っさひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ こけ すっかっそけくぇき 02, 4-75-00. 

╂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 14933. 〈うさぇあ 3220. ̈ 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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