


«]╋╉» – こさけういゃけょうす 
しすさけうすっかぬくにっ 

きっすぇかかけおけくしすさせおちうう う 
さっいっさゃせぇさに くっいぇゃうしうきけ けす 

けぉなひきぇ う しかけあくけしすう こさけっおすぇй 
╁ きぇおさけさっゅうけくっ ]うぉうさぬ う 

╃ぇかぬくうえ ╁けしすけお きに 
こさういくぇくくにっ ねおしこっさすに ゃ 

ういゅけすけゃかっくうう くっしすぇくょぇさすくにた 
おけくしすさせおちうえ. 



╆ぇ ф かっす こさけういゃっょっくけ ぉけかっっ 
нр すにしはつ すけくく こさけょせおちうう ょかは 

くっそすっこっさっさぇぉぇすにゃぇのとっえ けぉかぇしすう



╉ぇさすぇ こけしすぇゃけお



«]すさけえ╋╉» – けょうく うい 
かうょっさけゃ くぇ さにくおっ 

きっすぇかかけけぉさぇぉけすおうй
╆ぇ у かっす きに くぇさぇぉけすぇかう 

けこにす ゃ ういゅけすけゃかっくうう 
しすさけうすっかぬくにた う 
くっしすぇくょぇさすくにた 

きっすぇかかけおけくしすさせおちうえз ぇ 
すぇおあっ  さっいっさゃせぇさくけゅけ う 

っきおけしすくけゅけ けぉけさせょけゃぇくうはй

ぁすけ お くぇき しすっおぇのすしは 
こさけっおすにз けす おけすけさにた 

けすおさっとうゃぇのすしは ょさせゅうっ 
いぇゃけょにй ╉ くぇき けぉさぇとぇのすしは 

いぇおぇいつうおう う ゅっくこけょさはょつうおうз 
おけすけさにっ くっ きけゅせす しさにゃぇすぬ 
しさけおう う しくうあぇすぬ おぇつっしすゃけ. 

¨す くぇてっえ すけつくけしすう いぇゃうしうす 
さっこせすぇちうは ゃしった せつぇしすくうおけゃ 

こさけちっししぇ – う きに くっ うきっっき 
こさぇゃぇ うた こけょゃっしすう. 



′っしすぇくょぇさすくけっ けぉけさせょけゃぇくうっ



[っいっさゃせぇさくけっ けぉけさせょけゃぇくうっ



╁ くぇてっき ぇおすうゃっ –
さぇいゃうすぇは 

こさけういゃけょしすゃっくくぇは 
ぉぇいぇ う しこっちうぇかうしすにз 

こさけそっししうけくぇかぬくけ
ゃにさけしてうっ くぇ 

しかけあくにた いぇょぇつぇたй 





〉 くぇし ぇすすっしすけゃぇくくけっ 
しゃぇさけつくけっ こさけういゃけょしすゃけ 
гしゃうょっすっかぬしすゃぇ ′┿╉]д う 

しっさすうそうおぇす ╂¨]〈 [ くぇ 
ういゅけすけゃかっくうっ っきおけしすっえ う 

さっいっさゃせぇさけゃй 
╁ くぇてっえ おけきこっすっくすくけしすう 
きけあくけ せぉっょうすぬしは かうつくけ: 

ちったぇ ]╋╉ ゃしっゅょぇ けすおさにすに 
ょかは こさけゃっさおう 

こさっょしすぇゃうすっかはきう おかうっくすぇй 



мт рллきн しけぉしすゃっくくにた 
こさけういゃけょしすゃっくくにた う しおかぇょしおうた 

こかけとぇょっえ
- ]おかぇょしおうっ こかけとぇょうх фсллきн

- 『った ょさけぉっしすさせえくけえ けぉさぇぉけすおうх млллきн
- 〉つぇしすけお いぇゅけすけゃおうх мнллきн

- 〉つぇしすけお おけきこかっおすぇちううх пллきн
- 〉つぇしすけお しぉけさけ-しゃぇさおうх нтнуきн

- ╋ぇかはさくにえ ちったх нрфнきн
‶けすっくちうぇか こさけういゃけょしすゃぇ

500-тллすく っあっきっしはつくけ
-



]╋╉ さぇぉけすぇっす ゃ 
╉さぇしくけはさしおっ – う ねすけ ょっかぇっす 
せょけぉくけえ かけゅうしすうおせй ¨す くぇし 
けょうくぇおけゃけっ さぇししすけはくうっ ょけ 

╃ぇかぬくっゅけ ╁けしすけおぇ う 
╉さぇえくっゅけ ]っゃっさぇй ╋に 

けすゅさせあぇっき こさけょせおちうの 
いぇおぇいつうおぇき ゃ こけさすに 

]っゃきけさこせすう う のあくにっ しすっこうз 
ゃ しうぉうさしおせの すぇえゅせз 
はおせすしおせの すせくょさせ う 

ぇさたぇくゅっかぬしおうっ かぬょにй 



╁しひ こけすけきせз つすけ ょけゃっさうっ くっ いくぇっす さぇししすけはくうえ



╇ きに ょっかぇっき ゃしひз つすけぉに 
いぇゃけっゃぇすぬ ねすけ ょけゃっさうっй ′っ 

かぇあぇっき しけ しさけおぇきう う 
おぇつっしすゃけきй [ぇいゃうゃぇっき

きぇすっさうぇかぬくけ-すったくうつっしおせの 
ぉぇいせй ╇しこけかぬいせっき 

きくけゅけかっすくうえ けこにす う 
けしゃぇうゃぇっき くけゃにっ 

すったくけかけゅううй ╁ かのぉけえ ょっくぬ 
ゃに きけあっすっ せぉっょうすぬしは ゃ ねすけき 

しぇきうх きに くっ こさはつっき 
こさけういゃけょしすゃけ けす いぇおぇいつうおけゃ 

う ぇせょうすけさけゃ う ゃしっゅょぇ 
こさうゅかぇてぇっき ゃ しゃけう ちったぇй 



‶さけそっししうけくぇかういきз こけょすゃっさあょっくくにえ 
かうちっくいうはきうз しっさすうそうおぇすぇきう う ょけこせしおぇきう



╁ ]╋╉ ゃにしすさけっくぇ う 
さぇぉけすぇっす きくけゅけしすせこっくつぇすぇは
しうしすっきぇ おけくすさけかは おぇつっしすゃぇ 
こさけょせおちううй ¨くぇ ゃくっょさっくぇ ゃ 
おぇあょにえ こさけういゃけょしすゃっくくにえ 

ねすぇこ – けす せすけつくっくうは ゃしった 
さぇいょっかけゃ こさけっおすぇ ょけ 

すっしすけゃけえ しぉけさおう ゅけすけゃにた 
しかけあくにた せいかけゃ う 

けそけさきかっくうは こぇしこけさすぇ 
‶けゃにてっくくぇは ゅぇさぇくすうは ょけ ос 

きっしはちっゃ



╋に せゃっさっくくけ こさけたけょうき すったくうつっしおうえ ぇせょうす う 
ゃにこけかくはっき さぇぉけすせ ょかは ′けさくうおっかは う [けしぇすけきぇ, 

ょかは 〈さぇくしくっそすう う ‶けかのしぇз ょかは ょさせゅうた 
おさせこくにた おけきこぇくうえ し ゃけけけけけけけす すぇおうきう 

すさっぉけゃぇくうはきう お こけょさはょつうおぇきй ‶けねすけきせ ょぇあっ 
くっぉけかぬてけえ いぇおぇい ゃ ょゃぇょちぇすぬ すけくく きに しょっかぇっき 

すとぇすっかぬくけз おぇお ょかは すさぇくしくぇちうけくぇかぬくけえ
おけさこけさぇちううй



′ぇてう おかのつっゃにっ おかうっくすに ╋に こさけてかう ぇせょうすх



]こっちうぇかうしすに くぇてっゅけ こさっょこさうはすうは ゅけすけゃに 
けすゃっすうすぬ くぇ ゃしっ うくすっさっしせのとうっ ╁ぇし  ゃけこさけしに こけ 

すっかっそけくせх 8 (391) 272-06-91 う ねかっおすさけくくけえ 
こけつすっ sale@smk124.ru

‶さう くっけぉたけょうきけしすうз きけあっき くぇこさぇゃうすぬ 
こさっょしすぇゃうすっかっえ くぇてっゅけ いぇゃけょぇ くぇ ゃしすさっつせ ょかは 

ょぇかぬくっえてうた こっさっゅけゃけさけゃ う けぉしせあょっくうは せしかけゃうえ 
しょっかおうй

www.smk124.ru


