
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU2125 8591437528745 ¥4,300

EDU8464 8591437528943 ¥3,900

EDU82144 8591437528752 ¥4,700

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU634001 8591437528769 ¥1,300

EDU634002 8591437528776 ¥1,300

㈱ビーバーコーポレーション

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.04.18

貴店名 問屋様名
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1/72 史上最大の作戦 デュアルコンボ リミテッドエディション

御注文締切　　　月　　　日(　　)

製品名

■プラスチックモデルキット

1/48 Fw190A-3 プロフィパック

1/48 L-29 デルフィン ウイークエンドエディション

■｢ルック｣シリーズ レジン製計器盤

製品名

1/32 P-51D ｢ルック｣計器盤 (レベル用)　新シリーズ

1/32 F4U-1A ｢ルック｣計器盤 (タミヤ用)　新シリーズ

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

新機軸「ルック」シリーズ（レジン製計器盤）

・レジン製塗装済み計器盤

・印刷された計器類の上にはクリアレジンでコーティ

ングしてあるので、まるで実物のような質感です。

・細かいステンシルまで綺麗に印刷されています。

・キットのパーツと置き換えるだけです。

・ステンレス製シートベルトがセットになっています。

史上最大の作戦 デュアルコンボリミテッドエディション ↑

・2キット入り：スピットファイアMk. Ⅸc & Ⅸe x 各1

・エッチングパーツ

・塗装マスクシール

・レジン製ビール樽 x 2

・6種類「D-DAY」カルトグラフデカール

が付属しています。

1/48  L-29デルフィン ↓

ウィークエンドエディション

・インジェクションパーツはAMK社製

・2種類のデカール付属

1/48 Fw190A-3 プロフィパック →

・エッチングパーツ ・塗装マスクシール

・5種類のデカール付属



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
SIN64843

8591437528929 ¥7,600

EDU
SIN67214

8591437528936 ¥4,500

　

EDU
BIG49195

8591437528882 ¥9,900

EDU
BIG72136

8591437528899 ¥14,000

EDU
BIG72137

8591437528905 ¥4,000

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.04.18
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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-5 アドバンスドパーツセット (エデュアルド用)
内容：648408 エンジンと胴体内機銃、48949 エッチングパーツ、
648356 翼付根内機銃、648366 プロペラの4種入りです。個別に揃
えると合計¥10,500 (税抜定価)が\7,600に。¥2,900お得です。

1/72 スピットファイアMk.Ⅷビッグシンパーツセット (エデュアルド
用) 内容：72646 ランディングフラップ、672154 ガンベイ、672155
カウリング上部、672156 コックピット、672173 ラジエーター、
672110 排気管(楕円断面)の6種入り。個別に揃えると合計
¥6,800(税抜定価)が\4,500に。¥2,300お得です。

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名

1/48 He111H-3 ビッグEDパーツセッ ト(ICM用) 内容：48947 着陸
装置、48948 爆弾槽、49886 コックピット内装、49887 無線室、
FE887 シートベルト、EX580 塗装マスクシールの6種入り。個別に
揃えると合計¥13,600(税抜定価)が\9,900に。¥3,700お得です。

1/72 B-2A ビッグEDパーツセット (モデルコレクト用) 内容：73624
エッチングパーツ、72663 爆弾槽、72664 着陸装置、72665 爆弾
槽扉、CX504 塗装マスクシールの5種入り。個別に揃えると合計
¥18,100(税抜定価)が\14,000に。¥4,100お得です。

1/72 FG.1ファントム ビッグEDパーツセット (エアフィックス用)
内容：73625 エッチングパーツ、72668 着陸装置、73020 リムーブ・
ビフォア・フライト、CX506 塗装マスクシールの4種入り。個別に揃
えると合計¥6,000(税抜定価)が\4,000に。¥2,000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。

㈱ビーバーコーポレーション

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パーツのセットです。

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

EDU632123 8591437527182 ¥5,300

EDU632125 8591437527205 ¥1,500

EDU648397 8591437528783 ¥2,000

EDU648410 8591437528790 ¥600

EDU648411 8591437528806 ¥3,900

EDU672189 8591437528844 ¥1,000

EDU672190 8591437528851 ¥1,500

EDU672191 8591437528868 ¥1,000

EDU672192 8591437528875 ¥1,500

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/72 RS-2US ｢アルカリ｣ 空対空ミサイル
(MiG-21用、4個入り) (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                　　　　　2018.04.18
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1/32 Fw190A-8 エンジン (レベル用)

1/72 UB-16 ロケットポッド (MiG-21用、4個入り)
(エデュアルド用)

1/32 Fw190A-8 ホイール (レベル用)

1/48 P-51D ガンベイ (エアフィックス用)

1/48 Bf109G-6 トロピカルフィルター (タミヤ用)

問屋様名

1/72 UB-16 ロケットポッド (4個入り)  w/MiG-21パイロン
(エデュアルド用)

1/72  RS-2US ｢アルカリ｣ 空対空ミサイル (4個入り)
w/MiG-21パイロン (エデュアルド用)

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 Bf109G-6/U4 コックピット (タミヤ用)

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



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU32423 8591437528417 ¥3,300

EDU32925 8591437528424 ¥3,000

EDU32926 8591437528431 ¥2,700

EDU32927 8591437528448 ¥3,400

EDU36385 8591437528509 ¥4,300

EDU36386 8591437528516 ¥2,400

EDU36387 8591437528523 ¥5,300

EDU36388 8591437528530 ¥4,300

EDU36389 8591437528547 ¥3,400

EDU48955 8591437528554 ¥2,400

EDU48956 8591437528561 ¥2,000

EDU49899 8591437528578 ¥3,000

EDU49901 8591437528585 ¥3,900

EDU53218 8591437528592 ¥5,000

EDU53219 8591437528608 ¥2,900

EDU72669 8591437528615 ¥2,000

EDU72670 8591437528622 ¥2,200

EDU73633 8591437528639 ¥2,000

EDU73634 8591437528646 ¥1,500

EDU73635 8591437528653 ¥2,000
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　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.04.18

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 Fw190A-3 エッチングパーツ (エデュアルド用)

1/350 USSサラトガ CV-3 パート3 (トランぺッター用)

貴店名 問屋様名

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/72 PT-109 機銃&救命イカダ (レベル用)

1/72ブリストル ブレニムMk.Ⅳ 外装エッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 Ju87B-2/R2 エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72ブリストル ブレニムMk.Ⅳ 内装エッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/48 A-4F エッチングパーツ (ホビーボス用)

製品名

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。

1/72 F-35B エッチングパーツ (ハセガワ用)

1/48 フェアリー ソードフィッシュMk.Ⅱ エッチングパーツ
(タミヤ用)

1/32 ホーカーテンペストMk.Ⅵ ランディングフラップ
(スペシャルホビー用)

1/32 ビュッカーBü131D エッチングパーツ (ICM用)

1/32 ホーカーテンペストMk.Ⅵ エッチングパーツ
(スペシャルホビー用)

1/35 フレットナー Fl 282 エッチングパーツ (ミニアート用)

1/35 イギリス戦車 センチュリオンMk.Ⅲ エッチングパーツ
(タミヤ用)

1/35 キングタイガー(ポルシェ砲塔) 極初期型 エッチング
パーツ (タコム用)

1/35 キングタイガー (ポルシェ砲塔) 極初期型 ツィンメリット
コーティング (タコム用)

1/35 キングタイガー用フェンダー (タコム用)

1/35 イギリス戦車 センチュリオンMk.Ⅲ サイドスカート
(タミヤ用)

1/48 A-4F エアブレーキ (ホビーボス用)

1/72ブリストル ブレニムMk.Ⅳ ランディングフラップ
(エアフィックス用)

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

EDU33191 8591437528455 ¥2,000

EDU33192 8591437528462 ¥1,500

EDU33193 8591437528479 ¥1,500
EDU33194 8591437528486 ¥1,200

EDU33195 8591437528493 ¥1,200

EDUFE899 8591437528677 ¥2,000
EDUFE900 8591437528684 ¥1,000

EDUFE901 8591437528691 ¥2,000

EDUFE902 8591437528707 ¥1,200

EDUFE903 8591437528714 ¥2,400

EDUSS633 8591437528721 ¥1,500

EDUSS635 8591437528738 ¥1,200

 

EDUCX513 8591437528295 ¥1,200

EDUCX514 8591437528301 ¥1,300

EDUCX515 8591437528318 ¥900

EDUCX516 8591437528325 ¥900

EDUEX593 8591437528349 ¥1,200

EDUEX594 8591437528356 ¥1,800

EDUEX595 8591437528363 ¥1,000

EDUEX596 8591437528370 ¥1,200

EDUEX597 8591437528387 ¥1,800

EDUJX214 8591437528394 ¥900

EDUJX215 8591437528400 ¥1,300

EDUJX216 8591437528332 ¥900

1/72 F-35B 塗装マスクシール (ハセガワ用)

㈱ビーバーコーポレーション

製品名

　　　　　　　　　　　　　ご予約承ります               　　 　2018.04.18
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御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/32 ホーカーテンペストMk.Ⅵズームエッチングパーツ
(スペシャルホビー用)
1/32 ホーカーテンペストMk.Ⅵシートベルト (ステンレス製)
(スペシャルホビー用)

1/48 フェアリー ソードフィッシュ Mk.Ⅱ
ズームエッチングパーツ (タミヤ用)
1/48 フェアリー ソードフィッシュ Mk.Ⅱ シートベルト
(ステンレス製) (タミヤ用)
1/48 L-29 ウイークエンドエディション用ズームエッチング
パーツ   (エデュアルド用)

1/48 A-4F ズームエッチングパーツ (ホビーボス用)

1/48 A-4F シートベル ト (ステンレス製) (ホビーボス用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/35 フレットナー Fl 282 塗装マスクシール (ミニアート用)

1/72 Ju87B-2/R2 塗装マスクシール (エアフィックス用)

1/48 L-29 デルフィン ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(エデュアルド用)

1/32 ビュッカーBü131D 塗装マスクシール (ICM用)

1/32 ホーカーテンペストMk.Ⅵ 塗装マスクシール
(スペシャルホビー用)

1/72 Ju87B-2/R2 ズームエッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 F-35B ズームエッチングパーツ (ハセガワ用)

1/48 フェアリー ソードフィッシュ Mk.Ⅱ 塗装マスクシール
(タミヤ用)

1/48 L-29 デルフィン 塗装マスクシール (エデュアルド用)

1/72 ブリストル ブレニムMk.Ⅳ 塗装マスクシール
(エアフィックス用)

1/32 ビュッカーBü131D ズームエッチングパーツ (ICM用)

1/32 ビュッカーBü131D シートベルト (ステンレス製) (ICM用)

1/35 フレットナー Fl 282 ズームエッチングパーツ
(ミニアート用)

1/72 川崎 三式戦闘機 飛燕Ⅰ型丁 塗装マスクシール
(タミヤ用)

1/48 A-4F 塗装マスクシール (ホビーボス用)

1/48 A-4F ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(ホビーボス用)

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。

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


