
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDUR0017 8591437529414 ¥9,000

EDU82133 8591437529391 ¥4,300

EDU84148 8591437529407 ¥2,900

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU634003 8591437529438 ¥1,300

EDU634004 8591437529445 ¥1,300

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.05.17

貴店名 問屋様名
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1/48 SE.5a ナイトファイター プロフィパック

御注文締切　　　月　　　日(　　)

製品名

■プラスチックモデルキット

1/72 MiG-21MF 戦闘攻撃機 ロイヤルクラス

1/48 Bf109G-2 ウィ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-5 ｢ルック｣ 計器盤 (タミヤ用)

1/32 P-51D ｢ルック｣ 計器盤 (D-10以降用 ) (タミヤ用)

㈱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

1/72 MiG-21MF戦闘攻撃機 ロイヤルクラス ↑

・2キット入り

・エッチングパーツ

・塗装マスクシール

・レジン製ホイールセット&射出座席(各2付)

・12種類カルトグラフデカールが付属しています。

・MiG-21MFアートポスター付

1/48 SE.5a ナイトファイター プロフィパック↓

・エッチングパーツ

・塗装マスクシール

・レジン製消炎排気管

・4種類のデカール付属

1/48 Bf109G-2 ウィークエンドエディション →

・2種類のデカール付属

「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クリアレジンで

コーティングを施してあり、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。EDU634003 EDU634004



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
SIN64844

8591437529551 ¥6,000

EDU
SIN67215

8591437529568 ¥3,900

　

EDU
BIG3389

8591437529513 ¥9,500

EDU
BIG3591

8591437529520 ¥10,800

EDU
BIG49196

8591437529537 ¥12,000

製品名

1/48 Bf109G-6 エッセンシャルパーツセット (タミヤ用)
内容：648402 排気管、 648400 ホイール、648405 コックピット
セット、648403 20mm機銃ゴンドラ、EX583 塗装マスクシール
の5種入りのセットです。個別に揃えると合計¥8,500
(税抜定価)が\6,000に。¥2,500お得です。

1/72 MiG-21MF 迎撃機 ビッグシンセッ ト (エデュアルド用)
内容：672182 ホイール、672181 アフターバーナー、672180
迎撃機型コックピットセット、672184 パイロンの4種入りの
セットです。個別に揃えると合計¥5,700(税抜定価)が\3,900
に。¥1,800お得です。

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/32 T-28C トロ―ジャン ビッグEDパーツセット
(キティーホーク用) 内容：32422 着陸装置、32924 内装、
32421 外装、33190 シートベルト、JX212 塗装マスクシール
の5種入りセットです。個別に揃えると合計¥12,500
(税抜定価)が\9,500に。¥3,000お得です。

1/35 ドイツ IV号戦車H型 ビッグEDパーツセット
(アカデミー用) 内容：36382 エッチングパーツ、36383
シュルツェン、 36384 ツィンメリットコーティングの3種入り
セットです。個別に揃えると合計 ¥14,000(税抜定価)が
\10,800に。¥3,200お得です。

1/48 A-26B ビッグEDパーツセット (レベル用) 内容：49896
内装、48953 外装、48954 爆弾槽、FE897 シートベルト、
EX591 塗装マスクシールの5種入りセットです。個別に揃える
と合計¥16,500(税抜定価)が\12,000に。¥4,500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。

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.05.17

　　　　　　　　　　　エデュアルド2018年7月入荷新製品・ご案内　　　2/5

■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

㈱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

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

EDU632122 8591437527175 ¥3,900

EDU632124 8591437527199 ¥2,000

EDU632126 8591437529421 ¥1,000

EDU648409 8591437529452 ¥1,000

EDU648415 8591437529469 ¥1,500

EDU672179 8591437529476 ¥2,000

EDU672187 8591437529483 ¥1,000

EDU672188 8591437529490 ¥1,500

EDU672193 8591437529506 ¥900

1/72 R-13M ｢アトール｣ 空対空ミサイル
(MiG-21用、4個入り) (エデュアルド用)

1/72 MiG-21MF エアブレーキ (エデュアルド用)

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 BL755 クラスター爆弾 (4個入り)

製品名

■ブラッシン：レジンパーツ

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                　　　　　2018.05.16
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1/32 Fw190A-8 胴体内MG131機銃マウント
(レベル用)

1/72 MiG-21MF 戦闘攻撃機 コックピットセット
(エデュアルド用)

1/32 Fw190A-8 プロペラ (レベル用)

1/32 AN/AAQ-28(V) ライトニング照準ポッド

1/48 イスパノ20mm 機関砲弾薬ベルト (4本入り)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/72  R-13M ｢アトール｣ 空対空ミサイルw/MiG-21
パイロン (4個入り) (エデュアルド用)

問屋様名

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

EDU36390 8591437529094 ¥4,500

EDU36391 8591437529100 ¥6,000

EDU36392 8591437529117 ¥2,700

EDU36393 8591437529124 ¥3,000

EDU36394 8591437529131 ¥2,700

EDU48957 8591437529148 ¥3,300

EDU48958 8591437529155 ¥2,400

EDU49904 8591437529162 ¥2,900

EDU49905 8591437529179 ¥2,700

EDU49906 8591437529186 ¥2,900

EDU49908 8591437529193 ¥2,900

EDU49911 8591437529209 ¥2,000

EDU53220 8591437529216 ¥3,400

EDU53221 8591437529223 ¥3,000

EDU72671 8591437529230 ¥2,400

EDU73636 8591437529247 ¥2,900

EDU73637 8591437529254 ¥2,000

1/48 ボールトンポール デファイアント NF.1 エッチ
ングパーツ (エアフィックス用)

1/700 ドイツ海軍戦艦 ビスマルク 手すり
(モンモデル用)

貴店名 問屋様名

御注文締切　　　月　　　日(　　)

製品名

1/700 ドイツ海軍戦艦 ビスマルク エッチング
パーツ (モンモデル用)

1/35 パンターA型 内装エッチングパーツ
(タコム用)

1/35 パンターA型 後期型 ツィンメリット
コーティング (タコム用)

1/35 パンターA型 外装エッチングパーツ
(タコム用)

1/48 ボールトンポール デファイアント NF.1
ランディングフラップ (エアフィックス用)

                      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。

1/48 ロシア式射出座席ハンドル

1/72 川崎 三式戦闘機 飛燕I型丁
エッチングパーツ (タミヤ用)

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 ウエストランド シーキング HAR3/Mk43
外装エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 ウエストランド シーキング HAR3/Mk43
内装エッチングパーツ (エアフィックス用)

エデュアルド2018年7月入荷新製品・ご案内　　4/5

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.05.17

1/35 M35A2 カーゴトラック エッチングパーツ
(AFVクラブ用)

1/35 M3A3 ブラッドレー エッチングパーツ
(キネティック用)

1/48 He111H-6 外装エッチングパーツ (ICM用)

1/48 He111H-6 コックピット 内装エッチングパーツ
(ICM用)

1/48 He111H-6 無線室 内装エッチングパーツ
(ICM用)

1/48 Su-35S エッチングパーツ
(グレートウォール用)

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

EDUFE904 8591437529285 ¥2,400

EDUFE905 8591437529292 ¥1,200

EDUFE906 8591437529308 ¥2,000

EDUFE907 8591437529315 ¥1,000

EDUFE908 8591437529322 ¥1,500

EDUFE909 8591437529339 ¥1,000

EDUFE910 8591437529346 ¥900

EDUFE912 8591437529353 ¥2,000

EDUSS636 8591437529360 ¥2,000

EDUSS637 8591437529377 ¥1,500

 

EDUCX517 8591437529025 ¥1,300

EDUEX598 8591437529032 ¥1,500

EDUEX599 8591437529049 ¥1,300

EDUEX600 8591437529056 ¥1,800

EDUEX601 8591437529063 ¥1,300

EDUEX602 8591437529070 ¥1,300

EDUEX603 8591437529087 ¥1,200

㈱ビーバーコーポレーション

製品名

　　　　　　　　　　　　　ご予約承ります               　　 　2018.05.17

エデュアルド2018年7月入荷新製品・ご案内　　　5/5

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/48 He111H-6 ズームエッチングパーツ (ICM用)

1/48 He111H-6 シートベル ト(ステンレス製)
(ICM用)

1/48 Bf109G-2 ウィークエンドエディション
ズームエッチングパーツ (エデュアルド用)

1/72 ウエストランド シーキング HAR3/Mk43
ズームエッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 川崎 三式戦闘機 飛燕I型丁
ズームエッチングパーツ (タミヤ用)

1/48 ボールトンポール デファイアント NF.1
シートベルト (ステンレス製) (エアフィックス用)

1/48 Bf109G シートベルト (ステンレス製)
(エデュアルド用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/72 ウエストランド シーキング HAR3/Mk43
塗装マスクシール (エアフィックス用)

1/48 シーヴィクセンFAW.2 塗装マスクシール
(トランぺッター用)

1/48 Su-35S 塗装マスクシール
(グレートウォール用)

          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 Su-35S ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(グレートウォール用)

1/48 ボールトンポール デファイアント NF.1
塗装マスクシール (エアフィックス用)

1/48 He111H-6 塗装マスクシール (ICM用)

1/48 Su-35S ズームエッチングパーツ
(グレートウォール用)

1/48 Su-35S シートベルト (ステンレス製)
(グレートウォール用)

1/48 ボールトンポール デファイアント NF.1
ズームエッチングパーツ (エアフィックス用)

1/48 Yak-28PP ブリュワーE 電子戦機
塗装マスクシール (ボブキャット用)

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

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


