
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU11122 8591437532810 ¥5,300

EDU11123 8591437532827 ¥3,900

EDU8189 8591437081899 ☆¥3,900
再生産品

EDU84149 8591437532841 ¥2,900

☆は価格改定です

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.08.20

貴店名 問屋様名

　　　　　　　　　　エデュアルド2018年10月入荷新製品・ご案内　　　1/5

1/48 スパッドⅩⅢ ｢チェコスロバキア人パイロット｣   
                       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 アビア S-99/C-10 リミテッドエディション

1/48 Fw190D-9 後期型 プロフィパック (再生産)

1/48 Bf109G-4 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 Bf109G-4 ウィークエンドエディション ↓

・2種類のデカールが付属しています。

1/48 Fw190D-9 後期型 プロフィパック（再生産）↑

・2種の胴体パーツ（通常垂直尾翼&大型垂直尾翼)、

エッチングパーツ、塗装マスクシール、5種類のデカール

が付属しています。

1/48 スパッドXIII「チェコスロバキア人 ↑

パイロット」リミテッドエディション

・エッチングパーツ、塗装マスクシール、4種類の

デカールが付属しています。

↑ 1/48 アビアS-99/C-10 リミテッドエディション

アビアS-99はチェコ国内のWNF「ダイアナ」工場で生産された

Bf109G-10を大戦後にチェコ軍が使用した機体です

・大型ホイールバルジ付き主翼（新規金型）パーツ

・エッチングパーツ、塗装マスクシール、4種類デカール

付属



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU 
SIN67217

8591437533008 ¥4,000

EDU 
SIN64848

8591437532995 ¥5,600

　

EDU 
BIG72140

8591437532988 ¥5,000

EDU 
BIG49200

8591437532957 ¥6,000

EDU 
BIG49201

8591437532964 ¥6,300

EDU 
BIG49202

8591437532971 ¥6,300

EDU 
BIG3391

8591437532940 ¥12,000

■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。

1/48 フェアリー ファイアフライ Mk.1 ビッグEDパーツセット (トランぺッター

用) 内容：48959 外装、49913 内装、FE914 シートベルト、 　　　　　　　

EX607 塗装マスクシールの4種入りセットです。　　　　　　　　　　　　　　　　
個別に揃えると合計¥8,200(税抜定価)が\6,000に。¥2,200お得です。

1/48 F/A-18B ビッグEDパーツセッ ト(キネティック用) 　　　　　　　　　

内容：48960 外装、49915 内装、FE917 シートベルト、　　　　　　　　　
EX604 塗装マスクシールの4種入りセットです。　　　　　　　　　　　　　　　　
個別に揃えると合計 ¥8,500(税抜定価)が\6,300に。¥2,200お得です。

製品名

1/72 MiG-21MF 武装パーツセット (エデュアルド用)                               
内容：672185 R-3S アトール 空対空ミサイル (4個入り)、　　　　　　　　　　　
672187 1/72 R-13M ｢アトール｣ 空対空ミサイル (4個入り)、                
672189 1/72 UB-16 ロケットポッド (4個入り) 、　　　　　　　　　　　　　　
672191　1/72 RS-2US ｢アルカリ｣ 空対空ミサイル(4個入り) 、　　　　
672149　 R-60 ｢エイフィド｣空対空ミサイル(4個入り)、 　　　　　　　　　
672184 1/72 MiG-21MFパイロンの6種入りのセットです。　　　　　　　　　　
個別に揃えると合計¥5,900 (税抜定価)が\4,000に。¥1,900お得です。

1/48 Bf109G-10 MTT レーゲンスブルク工場生産　　　　　　　　　　　　　
エッセンシャルパーツセット (エデュアルド用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
内容：648422 コックピットセット、648158 ホイール、648247 排気管、
648332 ピトー管、48961 エッチングパーツの5種入りのセットです。　　　　
個別に揃えると合計¥8,300(税抜定価)が\5,600に。¥2,700お得です。

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/72 P-61B ビッグEDパーツセット (ホビーボス用)             　                

内容：72674 外装、73638 内装、CX519 塗装マスクシールの3種入りセット
です。個別に揃えると合計¥7,300(税抜定価)が\5,000に。　　　　　　　　　　　
¥2,300お得です。

1/48 F/A-18D ビッグEDパーツセット (キネティック用) 　　　　　　　　

内容：48960 外装、49916 内装、FE917 シートベルト、　　　　　　　　　
EX604 塗装マスクシールの4種入りセットです。　　　　　　　　　　　　　　　　
個別に揃えると合計¥8,500(税抜定価)が\6,300に。¥2,200お得です。

1/32 MiG-29UB ビッグEDパーツセット (トランぺッター用) 　                    

内容：32928 内装、32424 外装、32425 着陸装置、33197 シートベルト、
JX217 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¥15,900(税抜定価)が\12,000に。¥3,900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

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.08.20

　　　　　　　　　　エデュアルド2018年10月入荷新製品・ご案内　　　2/5

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コード 本体価格 御注文数

EDU672195 8591437532919 ¥1,200

EDU672200 8591437532254 ¥2,900

EDU672204 8591437532926 ¥900

EDU672205 8591437532933 ¥1,000

EDU648427 8591437533022 ¥4,300

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU644003 8591437532889 ¥1,300

EDU644004 8591437532896 ¥1,300

EDU644005 8591437532902 ¥1,300

問屋様名

1/48 Bf109G-6 ｢ルック｣ 計器盤 (エデュアルド用)

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 Bf109G-6/U4 エンジン (タミヤ用)

製品名

■ブラッシン：レジンパーツ

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                　　　　　2018.08.20

エデュアルド2018年10月入荷新製品・ご案内　　　3/5

1/72 SPS-141 ジャミングポッド (1個入り) (MiG-21用) 　    
(エデュアルド用)

■｢ルック｣シリーズ レジン製計器盤

1/48 Fw190A-8/R2 ｢ルック｣ 計器盤 (エデュアルド用)

1/72 ビッカース ウェリントン Mk.Ⅰcエンジン　                  
(エアフィックス用)

1/72 F4U-1 コルセア ホイール (タミヤ用)

1/72 B-25 ミッチェル (エアフィックス用)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/48 Bf109G-10 ｢ルック｣ 計器盤 (エデュアルド用)

製品名

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

「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。



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU73642 8591437532674 ¥2,000

EDU73643 8591437532681 ¥2,900

EDU48967 8591437532605 ¥5,300

EDU48968 8591437532612 ¥3,900

EDU49926 8591437532629 ¥3,400

EDU49928 8591437532636 ¥2,400

EDU49930 8591437532643 ¥3,400

EDU49931 8591437532650 ¥2,900

EDU32426 8591437532506 ¥3,900

EDU32930 8591437532513 ¥3,900

EDU36398 8591437532544 ¥2,700

EDU36399 8591437532551 ¥5,300

EDU36400 8591437532568 ¥5,300

EDU36401 8591437532575 ¥3,000

EDU53227 8591437532667 ¥5,300

1/35 キングティーガー (ポルシェ砲塔)                               
フェンダー (モンモデル用)

貴店名 問屋様名

御注文締切　　　月　　　日(　　)

製品名

1/350 CVN-65 エンタープライズ パート3                           
エッチングパーツ (タミヤ用)

1/48 MiG-25PD 内装エッチングパーツ (ICM用)

1/48 F-16C/N エッチングパーツ (タミヤ用)

1/35 キングティーガー (ポルシェ砲塔)                             
砲塔エッチングパーツ (モンモデル用)

1/72 FH-1 ファントム エッチングパーツ                               
 (スペシャルホビー用)

1/72 F/A-18F エッチングパーツ (アカデミー用)

1/48 ブリストル・ボーファイター TF.Ⅹ　　　　　　　　　　　　　　
ランディングフラップ (レベル用)

1/32 F-5E 外装 エッチングパーツ (キティホーク用)

1/35 キングティーガー (ポルシェ砲塔) 　　　　               

ツィンメリットコーティング (モンモデル用)

1/35 M3 スチュアート 後期型 エッチングパーツ (タミヤ用)

エデュアルド2018年10月入荷新製品・ご案内　　4/5

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.08.20

1/48 MiG-25PD 外装エッチングパーツ (ICM用)

1/48 ブリストル・ボーファイター TF.Ⅹ                             
エッチングパーツ (レベル用)

1/48 F-16C/N 着陸装置 エッチングパーツ (タミヤ用)

                      　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。

1/32 F-5E 内装 エッチングパーツ (キティホーク用)

㈱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

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

EDUSS642 8591437532797 ¥1,500

EDUSS643 8591437532803 ¥2,000

EDUFE926 8591437532728 ¥2,400

EDUFE927 8591437532735 ¥1,200

EDUFE928 8591437532742 ¥1,500

EDUFE929 8591437532759 ¥900

EDUFE930 8591437532766 ¥1,500

EDUFE931 8591437532773 ¥1,000

EDU33200 8591437532520 ¥2,400

EDU33201 8591437532537 ¥1,200

 

EDUCX524 8591437533084 ¥1,500

EDUCX525 8591437532377 ¥2,000

EDUCX526 8591437532384 ¥1,200

EDUCX527 8591437532391 ¥1,300

EDUEX616 8591437532414 ¥1,000

EDUEX617 8591437532421 ¥1,200

EDUEX618 8591437532438 ¥1,500

EDUEX619 8591437532445 ¥1,200

EDUEX620 8591437532452 ¥1,500

EDUEX621 8591437532469 ¥1,300

EDUEX622 8591437532476 ¥1,800

EDUJX220 8591437532483 ¥1,200

EDUJX221 8591437532490 ¥1,500

1/48 F-16C/N シートベルト (ステンレス製) (タミヤ用)

1/32 F-5E 塗装マスクシール (キティホーク用)

1/48 ブリストル・ボーファイターTF.Ⅹ シートベルト 　　　　 

(ステンレス製) (レベル用)

1/48 MiG-25PD ズームエッチングパーツ (ICM用)

1/48 ブリストル・ボーファイター TF.Ⅹ ｢Tフェース｣ 　　　　

両面塗装マスクシール (レベル用)

㈱ビーバーコーポレーション

製品名

　　　　　　　　　　　　　ご予約承ります               　　 　2018.08.20

エデュアルド2018年10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

1/72 FH-1 ファントム ズームエッチングパーツ           　　

(スペシャルホビー用)

1/72 F/A-18F ズームエッチングパーツ (アカデミー用)

1/32 F-5E ズームエッチングパーツ (キティホーク用)

1/32 F-5E シートベルト (ステンレス製) (キティホーク用)

1/48 MiG-25PD シートベルト (ステンレス製) (ICM用)

1/48 F-16C/N ズームエッチングパーツ (タミヤ用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/72 F/A-18F 塗装マスクシール (アカデミー用)

1/32 F-5E ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール　　　            
(キティホーク用)

1/48 F-16C/N 塗装マスクシール (タミヤ用)

          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 F-16C/N ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール (タミヤ用)

1/72 FH-1 ファントム 塗装マスクシール 　　　　　　　　

(スペシャルホビー用)

1/72 Do27 塗装マスクシール (スペシャルホビー用)

1/48 Bf109G-14 ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール 　　    

(エデュアルド用)

1/48 MiG-25PD 塗装マスクシール (ICM用)

1/48 MiG-25PD ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール (ICM用)

1/48 ブリストル・ボーファイター TF.Ⅹ 塗装マスクシール　   
(レベル用)

1/72 F/A-18F ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール　　　      
(アカデミー用)

1/48 ブリストル・ボーファイターTF.Ⅹ 　　　　　　　　　

ズームエッチングパーツ (レベル用)

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

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


