
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU2122 8591437525157 ¥4,500

EDU8196 8591437081967 ¥3,000

EDU82118 8591437525171 ¥4,500

EDU8454 8591437525195 ¥2,700

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2017.11.17
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1/72 Fw190A ｢グリュンヘルツ｣ デュアルコンボ

1/48 スパッドⅩⅢ後期型 プロフィパック　再生産

御注文締切　　　月　　　日(　　)

製品名

■プラスチックモデルキット

1/48 Bf109G-14 プロフィパック

1/48 Se.5a ウォルズリー・ヴァイパー ウィークエンドエディション

㈱ビーバーコーポレーションこちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です

1/48 スパッドⅩⅢ後期型 ↑

プロフィパック

・4種デカール

・エッチングパーツ

・塗装マスクシール

再生産です

← 1/72 Fw190A 「グリュンヘルツ」

デュアルコンボ

・2キット入り：Fw190A-5 &

Fw190A-8 x 各1

・エッチングパーツ

・塗装マスクシール

・6種類のデカールが付属

しています

1/48  Se.5a ウォルズリー・ヴァイパー →

ウィークエンドエディション

・2種デカール付

← 1/48 Bf109G-14 

プロフィパック

・2種キャノピー、尾翼＆尾輪付

・エッチングパーツ

・塗装マスクシール

・5種類のデカール



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDUSIN
64839

8591437525379 ¥6,300

EDUSIN
64840

8591437525386 ¥3,700

EDUSIN
64841

8591437525393 ¥2,700

㈱ビーバーコーポレーション

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2017.11.17
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■ビッグシン：マスクシート+レジンパーツ+エッチングパーツセット

製品名

1/48 Fw190A-4 グレードアップパーツセット (エデュアルド用)
内容：648152 Fw190Aホイール、648351Fw190A-4コックピット、
648367 ブロンズ製主脚、48936 Fw190A-4ランディングフラップ
の4種入りです。個別に揃えると合計¥8,700 (税抜定価)が\6,300
に。¥2,400お得です。

1/48 F-8E グレードアップパーツセット (ハセガワ用)
内容：648301空気取入スクープと648302 排気管の2種に、2017年
5月発売の限定版クルセーダーに付属したレジン製のホイール
セットと射出座席(エッチングベルト付)が入っています。ホイールと
射出座席は今回初めてアフターパーツとして発売になります。お
得なセットです。

1/48 Se.5a ウォルズリー・ヴァイパー グレードアップパーツセット
(エデュアルド用) 内容：648333 ホイール、648298 ウォルズリー・
ヴァイパーラジエーター、648297 プロペラ(ブレード2枚,右回転)、
648299 機銃ビッカース/ルイス各1個入り、FE843 初期型シートベ
ルトの5種入り。個別に揃えると合計¥4,000(税抜定価)が\2,700
に。¥1,300お得です。

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です

ビッグシン：レジンパーツ+PEパーツセット

個別にお買い求めになるより約30％お買

い得です



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU632112 8591437525201 ¥1,800

EDU632115 8591437525218 ¥5,000

EDU648370 8591437525225 ¥1,300

EDU648375 8591437525232 ¥1,800

EDU648376 8591437525249 ¥1,300

EDU648377 8591437525256 ¥1,300

EDU648378 8591437525263 ¥1,300

EDU648380 8591437525270 ¥500

EDU648381 8591437525287 ¥800

EDU648382 8591437525294 ¥1,200

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/48 Fw190A 排気管 (エデュアルド用)

製品名

■ブラッシン：レジンパーツ

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                　　　　　2017.11.17
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1/32 GBU-11 3000ポンドレーザー爆弾 (2個入り)

1/32 F4U-1Dコックピットセット(タミヤ用)

1/48 ホーカータイフーン 増槽 (エデュアルド/ハセガワ用)

1/48 WWⅡ ソビエト空軍 FAB250爆弾(2個入り)

1/48 WWⅡ ソビエト空軍 FAB100爆弾(8個入り)

1/48 WWⅡ ソビエト空軍 FAB500爆弾(2個入り)

問屋様名

1/48 L-29デルフィン 射出座席 (エデュアルド/AMK用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅷ/Ⅸ コックピットドア (エデュアルド用)

1/48 AN/ALQ-131 ジャミングポッド (1個入り)

御注文締切　　　月　　　日(　　)

ブラッシン：グレードアップ用のレジンパーツ or

レジン+エッチングパーツセットです。

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です



　

EDUBIG
3382

8591437525324 ¥2,400

EDUBIG
3589

8591437525331 ¥8,500

EDUBIG
49184

8591437525348 ¥5,000

EDUBIG
49185

8591437525355 ¥5,000

EDUBIG
49186

8591437525362 ¥3,400

品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU33186 8591437524907 ¥2,000

EDU33187 8591437524914 ¥900

EDUFE871 8591437525072 ¥1,800

EDUFE872 8591437525089 ¥900

EDUFE873 8591437525096 ¥1,300

EDUFE874 8591437525102 ¥800

EDUFE875 8591437525119 ¥1,300

EDUFE876 8591437525126 ¥800

EDUFE877 8591437525133 ¥1,800

EDUSS621 8591437525140 ¥1,300

1/48 トマホークMk.Ⅱ ズームエッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/48 シーハリケーンMk.Ⅰb シートベルト ステンレス製
(エアフィックス用)

1/48 Se.5a ズームエッチングパーツ (エデュアルド用)

1/32 P-51D シートベルト ステンレス製 (レベル用)

1/32 フォッカーD.Ⅶ ビッグEDパーツセット(ウィングナット
ウィングス用) 内容：32194エッチングパーツ、33176シートベルト、
JX205 塗装マスクシールの3種入り。個別に揃えると合計¥
3,500(税抜定価)が\2,400に。¥1,100お得です。

1/32 P-51D ズームエッチングパーツ (レベル用)

ZOOMエッチングパーツシリーズ：タンポ印刷を施したカラー
エッチングパーツです。

1/48 A-4E シートベルト ステンレス製 (ホビーボス用)

貴店名 問屋様名
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　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2017.11.17

御注文締切　　　月　　　日(　　)

㈱ビーバーコーポレーション

1/35 ドイツⅣ号突撃戦車 ブルムベア ビッグEDパーツセット
(タミヤ用) 内容：36363 エッチングパーツ、36365ツィンメリット、
36364 シェルツェンの3種。個別に揃えると合計 ¥11,700(税抜
定価)が\8,500に。¥3,200お得です。

1/48 UH-1D ビッグEDパーツセット (キティーホーク用)
内容：48935 貨物室、49861 エッチングパーツ、FE862 シートベル
ト、EX564 塗装マスクシールの4種入り。個別に揃えると合計¥
7,000(税抜定価)が\5,000に。¥2,000お得です。

1/48 シーハリケーン ズームエッチングパーツ (エアフィックス用)

1/48 トマホークMk.Ⅱ シートベルト ステンレス製
(エアフィックス用)

製品名

1/48 Su-35フランカーE ビッグEDパーツセット (キティーホーク 用)
内容：48934 外装、49858 内装、FE859 シートベルト、EX562 塗装
マスクシールの4種入り。個別に揃えると合計¥6,900(税抜定価)が
\5,000に。¥1,900お得です。

1/48 F-35A ビッグEDパーツセット (モンモデル用) 内容：49864
エッチングパーツ、FE865 シートベルト、EX567 塗装マスクシー
ル、49103 リムーブ・ビフォア・フライトの4種入り。個別に揃えると
合計¥4,800(税抜定価)が\3,400に。¥1,400お得です。

BIG-ED:複数のアイテムのセットです。バラでのお買い求めより
約30％お買い得です。

1/72キティホークMk.Ⅰa ズームエッチングパーツ
(スペシャルホビー用)

1/48 A-4E ズームエッチングパーツ (ホビーボス用)

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU32419 8591437524877 ¥2,200

EDU32420 8591437524884 ¥2,400

EDU32920 8591437524891 ¥3,300

EDU36373 8591437524921 ¥2,000

EDU48939 8591437524938 ¥2,200

EDU48940 8591437524945 ¥1,800

EDU48941 8591437524952 ¥2,900

EDU48942 8591437524969 ¥1,800

EDU49871 8591437524976 ¥2,900

EDU49873 8591437524983 ¥2,700

EDU49875 8591437524990 ¥2,000

EDU53206 8591437525003 ¥4,500

EDU53207 8591437525010 ¥5,300

EDU53208 8591437525027 ¥2,400

EDU72660 8591437525034 ¥1,800

EDU73621 8591437525041 ¥2,000

 

EDUCX500 8591437524808 ¥1,200

EDUCX501 8591437524815 ¥1,000

EDUEX569 8591437524822 ¥1,000

EDUEX570 8591437524839 ¥1,000

EDUEX571 8591437524846 ¥900

EDUEX572 8591437524853 ¥1,500

EDUJX210 8591437524860 ¥1,200

㈱ビーバーコーポレーション

製品名
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御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/32 P-51D 外装エッチングパーツ (レベル用)

1/32 P-51D 着陸装置エッチングパーツ (レベル用)

1/48 Bf109G-14 エッチングパーツ (エデュアルド用)

1/48 A-4E エッチングパーツ (ホビーボス用)

1/48 シーハリケーンMk.Ⅰb エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/48 シーハリケーンMk.Ⅰb ランディングフラップ
(エアフィックス用)

1/48 トマホークMk.Ⅱ ランディングフラップ (エアフィックス用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/32 P-51D 塗装マスクシール (レベル用)

1/72 東海11型 塗装マスクシール (ファインモルド用)

1/48 トマホークMk.Ⅱ 塗装マスクシール (エアフィックス用)

1/48 シーハリケーンMk.Ⅰb 塗装マスクシール
(エアフィックス用)

1/48 B-17G アンチグレア (ロッキードべガ式)
塗装マスクシール (レベル/モノグラム用)

1/48 トマホークMk.Ⅱ エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/350 ドイツ海軍 航空母艦 グラーフ・ツェッペリン パート3
(アンテナ/艦橋) (トランぺッター用)

1/72 キティホークMk.Ⅰa 塗装マスクシール
(スペシャルホビー用)

1/48 A-4E 塗装マスクシール (ホビーボス用)

1/32 P-51D 内装エッチングパーツ (レベル用)

1/35 M3リー用 エッチングパーツ (タコム用)

1/48 A-4E エアブレーキ (ホビーボス用)

1/72 キティホークMk.Ⅰa ランディングフラップ
(スペシャルホビー用)

1/72 キティホークMk.Ⅰa エッチングパーツ
(スペシャルホビー用)

1/350 ドイツ海軍 航空母艦 グラーフ・ツェッペリン パート4
(手すり&セーフティーネット) (トランぺッター用)

1/350 日本海軍旗 (大) (第2次大戦) ステンレス製

新作のステンレス製PEパーツは精度・強度に優れ、また極薄ですので
自由自在に曲げることが可能です。シートベルトは着色済みです。

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です

MASK SHEET

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFでダウンロードが可能です


