
╇ Иちさとてつさそこ そいしあつてけ いかつたしあてせとま 

まちけおけねかつさとま たそすそはへ そさあくふうあまてп 
╈そつとおあちつてうかせせそか まちけおけねかつさそか いまちそ たそ Иちさとてつさそこ 

そいしあつてけг 
Юちけおけねかつさけこ あおちかつп えг Иちさとてつさб としг 』そうかてつさあみб 85, てかしг 
27-01-38, 27-18- 93. 
〉あねあしへせけさ 】のあさそう ╅しかさつあせおち ╇しあおけすけちそうけねг 
『かきけす ちあいそてふп 》そせかおかしへせけさ - たみてせけぬあ つ 9-00 おそ 18-
ееねгб 《いかお つ 13-00 おそ 14-ееねг 

をかせてち そさあくあせけみ いかつたしあてせそこ まちけおけねかつさそこ たそすそはけ 

せあつかしかせけま たちけ ╅おうそさあてつさそこ たあしあてか Иちさとてつさそこ 

そいしあつてけ (えг Иちさとてつさб としг [あちしあ ]けいさせかにてあб おгйлб てかしг 62-
03-04) 

『かきけす ちあいそてふп たそせかおかしへせけさ-たみてせけぬあ  つ 09-00 おそ 18.00. 

 
をかせてち いかつたしあてせそこ たちあうそうそこ たそすそはけ たちけ 

〉そてあちけあしへせそこ たあしあてか Иちさとてつさそこ そいしあつてけп 

えг Иちさとてつさб としг 』うかちおしそうあб おг 17, てかしг 24-30-70. 
『かきけす ちあいそてふп 
╇てそちせけさ- 10.00. - 14.00, Чかてうかちえ- 13.00. - 17.00 

をかせてち たちあうそうそこ たそすそはけ Иちさとてつさそえそ まちけおけねかつさそえそ 

けせつてけてとてあ 

(なけしけあしあ Рそつつけこつさそこ たちあうそうそこ あさあおかすけけ 〈けせまつてあ 

Рそつつけけ) 

Юちけおけねかつさけこ あおちかつп えг Иちさとてつさб としг 〉かさちあつそうあб おгйг 
『とさそうそおけてかしへ ╆あしかかうあ ╊さあてかちけせあ ]かそせけおそうせあг 
『かきけす ちあいそてふп たそせかおかしへせけさ つ 13.00 おそ 18.00, ねかてうかちえ つ 
16.00 おそ 18.00. 

╇ ちあいそてか ぬかせてちあ たちけせけすあまて とねあつてけか あおうそさあてふб 
つたかぬけあしけつてふ てかちちけてそちけあしへせふに そちえあせそう なかおかちあしへせふに 
そちえあせそう けつたそしせけてかしへせそこ うしあつてけб そちえあせそう 



けつたそしせけてかしへせそこ うしあつてけ Иちさとてつさそこ そいしあつてけб 
たちかたそおあうあてかしけ Иちさとてつさそえそ なけしけあしあ 『そつつけこつさそこ 
たちあうそうそこ あさあおかすけけ 〈けせまつてあ 『そつつけけ たそ 
つそえしあつそうあせせそすと  えちあなけさと たちけかすあ えちあきおあせг 

[そせてあさてせふこ てかしかなそせп (3952)72-41-31 

Юちけおけねかつさあみ さしけせけさあ まちけおけねかつさそえそ けせつてけてとてあ 

Иちさとてつさそえそ えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあг 
Юちけおけねかつさけこ あおちかつп えг Иちさとてつさб いとしへうあち ╈あえあちけせあб 
36, てかしг 24-34-15. 

『とさそうそおけてかしへ まちけおけねかつさそこ さしけせけさけ ‒そすけせあ Иせせあ 
╅せあてそしへかうせあг 
『かきけす ちあいそてふп 》そせかおかしへせけさ - たみてせけぬあ つ 10-00 おそ 14-
ееねг 
╇ふにそおせふか おせけп つといいそてあб うそつさちかつかせへかг  

 
Юちけおけねかつさあみ さしけせけさあ ╆あこさあしへつさそえそ 

えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ ほさそせそすけさけ け たちあうあ 

えг Иちさとてつさп としг ╈そちへさそえそб 22, さそちたとつ 5, あとおけてそちけみ 

зеобてかしг 283-608; 255-550, うせとてг 368. 
『とさそうそおけてかしけ まちけおけねかつさそこ さしけせけさけп 【かてかちけせあ ]まおすけしあ 
╅しかさつあせおちそうせあб 』すけちせそうあ Иちけせあ ╈かそちえけかうせあг 
『かきけす ちあいそてふп 》そせかおかしへせけさ - たみてせけぬあ つ 14-00 おそ 16-
ееねг 

Юちけおけねかつさあみ さしけせけさあ ╆あこさあしへつさそえそ 

えそつとおあちつてうかせせそえそ とせけうかちつけてかてあ ほさそせそすけさけ け たちあうあ 

てあさきか そつとはかつてうしみかて ちあいそてと たちけ 《いはかつてうかせせそこ 
たちけかすせそこ И《╈】〉╆ けすг 〈そしねあせそうあ-』けいけちつさそえそ 
 

えг Иちさとてつさб としг ]かちすそせてそうあб おг 253, さあいг 406. 

『かきけす ちあいそてふп ╇てそちせけさ-たみてせけぬあ つ 15-00 おそ 17-00 ねг 

  



Юちけおけねかつさあみ さしけせけさあ 〉あぬけそせあしへせそえそ 

Иつつしかおそうあてかしへつさそえそ Иちさとてつさそえそ ╈そつとおあちつてうかせせそえそ 

てかにせけねかつさそえそ Уせけうかちつけてかてあ 

えг Иちさとてつさб としг Иえそのけせあб おг 4, あとおг 228, てかしг 40-50-

93; 

『とさそうそおけてかしへ まちけおけねかつさそこ さしけせけさけп ╊えかちかう Иうあせ 
〈けにあこしそうけね 

『かきけす ちあいそてふп 》そせかおかしへせけさ つ 15.00 おそ 18.00 ねг 

  

ぁあつてせそか とねちかきおかせけか «をかせてち まちけおけねかつさそこ たそすそはけ» 

Юちけおけねかつさけこ あおちかつп えг Иちさとてつさб としг ╅さあおかすけねかつさあみб 
おг 24, そなг 2, てかしг  90-55-13 

╉けちかさてそち ╉そすそしかえそ ╅せおちかこ ╇けさてそちそうけね 

『かきけす ちあいそてふп たそせかおかしへせけさб つちかおあб たみてせけぬあ つ 14.00 おそ 
18.00 ねг 

  

http://to38.minjust.ru/ru/mobile/node/81052 
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