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〉かたちかちふうせふか 
さしけつてちそせふ

¨すたとしへつせふか 
さしけつてちそせふ

[】-399 [¨】-40 [¨】-111 [¨】-147 [¨】-168 [¨】-268 [¨】-273

『あいそねあみ ねあつてそてあ, 〈╈ぬ 2450 991 2450 2450 2856 2856 5712

╇ふにそおせあみ けすたとしへつせあみ すそはせそつてへ, 〈╇て - 4,7 5 5 6 6 3,6

╇ふにそおせあみ つちかおせみみ/せかたちかちふうせあみ
すそはせそつてへ, さ╇て 25/ 50 70 5 25 5 25 10

〉あたちみきかせけか さあてそおあ, さ╇て 10/ 15 65 50 50 52 52 45

ぁけつしそ しとねかこ 18 6 40 40 40 40 30

〈あえせけてせあみ つけつてかすあ 〉あ たそつてそみせせふに 
すあえせけてあに 』そしかせそけお 〉あ たそつてそみせせふに 

すあえせけてあに
〉あ たそつてそみせせふに 
すあえせけてあに

〉あ たそつてそみせせふに 
すあえせけてあに

〉あ たそつてそみせせふに 
すあえせけてあに

〉あ たそつてそみせせふに 
すあえせけてあに

[しけつてちそせふ おしみ しけせかこせふに とつさそちけてかしかこ ほしかさてちそせそう けすかまて すせそえそしとねかうとま 
ほしかさてちそせせそ-そたてけねかつさとま つけつてかすと つ 〈》‒』, けつたそしへくとまはとま さそしへぬかうふか, 
ちあおけあしへせそ せあすあえせけねかせせふか たそつてそみせせふか すあえせけてふ けく つたしあうそう SmCo けしけ FeNeB.

ゅしかさてちそおけせあすけねかつさあみ つけつてかすあ すせそえそしとねかうそえそ さしけつてちそせあ (〈][) いあくけちとかてつみ 
せあ さそしへぬかうふに ちかくそせあてそちあに, ちあいそてあまはけに せあ そつせそうせそす うけおか さそしかいあせけこ ╊010. 
[そせつてちとさぬけみ ほしかさてちそせせそこ たとのさけ 〈][ そいかつたかねけうあかて うふつそさとま 
おそしえそうちかすかせせとま つてあいけしへせそつてへ てそさあ さあてそおあ. 〈][ つたそつそいせふ ちあいそてあてへ 
う しまいそす たそしそきかせけけ, あ てあさきか う たちそぬかつつか たかちかすかはかせけみ. 

》ちけすかせかせけか ほてけに さしけつてちそせそう つとはかつてうかせせそ とたちそはあかて け とおかのかうしみかて 
あたたあちあてとちと とつさそちけてかしみ, あ てあさきか ちかくさそ とすかせへのあかて かえそ えあいあちけてふ け うかつ.
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[しけつてちそせふ たちかおせあくせあねかせふ おしみ とつけしかせけみ つけえせあしあ う てかしかうけくけそせせふに 
ちあおけそつてあせぬけみに. [しけつてちそせふ すそえとて いふてへ けつたそしへくそうあせふ おしみ 
たちそすふのしかせせそえそ たちけすかせかせけみ, う せあくかすせふに とつてあせそうさあに さそつすけねかつさそこ 
つうみくけ け たかちかおあまはけに とつてちそこつてうあに おちとえそえそ せあくせあねかせけみ.

》ちけいそち ╉けあたあくそせ ちあいそねけに 
ねあつてそて, 〈╈ぬ

╇ふにそおせあみ 
すそはせそつてへ, さ╇て

[】-352-21-68 470 – 854 25

[】-368 5 930 – 6 420 3,3

[】-394 5 010 3,3

[】-409 6 960 – 7 040 10

«╇そしえあ» 470 - 790 10
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〈╅╈〉╊【『《〉ぉ
『あくちあいそてさあ け つかちけこせそか たちそけくうそおつてうそ 
たちけいそちそう 〈-てけたあ みうしみかてつみ そおせけす けく 
たちけそちけてかてせふに せあたちあうしかせけこ おかみてかしへせそつてけ 
たちかおたちけみてけみ. 

《つせそうせそこ たちけせぬけた つそくおあせけみ 
つうかちにすそはせふに えかせかちあてそちそう 〈-てけたあ -
おそつてけきかせけか いそしへのけに すそはせそつてかこ くあ つねかて 
ちあくうけてけみ たそうかちにせそつてかこ あせそおあ け さあてそおあ う 
たそたかちかねせそす け たちそおそしへせそす せあたちあうしかせけみに 
け とうかしけねかせけか [》╉.

ぁあつてそてあ, 
〈╈ぬ

〈そはせそつてへ 
けすたとしへつせあみ, 
〈╇て

〈そはせそつてへ 
つちかおせみみ, 
さ╇て

〈¨-328 1 808 – 1 828 6,5 20

〈¨-470 1 883 – 1 889 10 30

〈¨-475 2 992 – 3 001 2 2,5

ぁあつてそてあ, 
〈╈ぬ

〈そはせそつてへ, 
さ╇て

〈-117 2 450 5,25

〈-139 915 200

〈-169 433 100

〈-170 915 75-100

〈あえせかてちそせふ せかたちかちふうせそえそ おかこつてうけみ〈あえせかてちそせふ けすたとしへつせそえそ おかこつてうけみ



╉『】╈¨╊ ゅ╇》: 
てちけそおふ, てかてちそおふ, たかせてそおふ
》ちかおせあくせあねかせふ おしみ けつたそしへくそうあせけみ う けすたとしへつせふに すそおとしみてそちあに け つてあいけしけくあてそちあに 
う さあねかつてうか ちかえとしけちとまはかえそ ほしかすかせてあ. 

[そすすとてけちとかすそか せあたちみきかせけか おそ 150 さ╇ つ けすたとしへつせふす せそすけせあしへせふす てそさそす 
おそ 1500 ╅. 〈けせけすあしへせあみ おしけてかしへせそつてへ けすたとしへつあ つそつてあうしみかて 0,1 すさつ.

[そすすとてけちとかすそか 
せあたちみきかせけか, 
さ╇

¨すたとしへつせふこ 
せそすけせあしへせふこ てそさ, 
╅

【かすた 3╇ 150 1 500

【かすた 2〈 150 750

【あこす 4/120 120 750

【あこす 4/75 75 750

》》-2-2/ 85 85 2

╈〈¨-43╅ 70 300

TORIY.RU



117393, え. 〈そつさうあ
とし. 《いちとねかうあ, 52

npp@to riy.ru

+7 (499) 789-96-62

www.to riy.ru
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