
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU11124 8591437534425 ¥6,000

EDU2126 8591437534432 ¥2,400

EDU84121 8591437534463 ¥2,900

㈱ビーバーコーポレーション

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.10.17

貴店名 問屋様名
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1/72 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 ｢フィリブス・ウニティス｣ デュアルコンボ
リミテッドエディション

1/48 Fw190A-4 ウィークエンドエディション

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 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

・エッチングパーツと塗装マスク

シール、4種類のデカールが付属

⇐  1/48 Fw190A-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 「フィリブス・ウニティス」

デュアルコンボ

リミテッドエディション

・アルバトロスD.Ⅲ OEFFAG 153と253が

各1キットずつ入っているデュアルコンボ

キットです。

・エッチングパーツと塗装マスクシール、

9種類のデカールが付属しています。



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
SIN64851

8591437534654 ¥7,000

EDU
SIN64852

8591437534661 ¥7,000

　

EDU
BIG49206

8591437534623 ¥6,000

EDU
BIG49207

8591437534630 ¥8,800

EDU
BIG49208

8591437534647 ¥6,300

EDU
BIG3393

8591437534609 ¥7,600

EDU
BIG3594

8591437534616 ¥9,900

製品名

1/48 Fw190A-5 エッセンシャルパーツセット (エデュアルド用)
内容： 648390 コックピット、48950 ランディングフラップ、 648436
ブロンズ製主脚 w/脚カバー、648152 ホイール初期型の4種入り
のセットです。個別に揃えると合計 ¥9,400 (税抜定価)が\7,000
に。¥2,400お得です。

■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。

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.10.17
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1/48 F-16C/N ビッグEDパーツセット (タミヤ用) 内容：49930
エッチングパーツ、49931着陸装置エッチングパーツ、 FE931
シートベルト、EX619 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。

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。

1/48 Fw190A-8/R2 エッセンシャルパーツセット(エデュアルド用)
内容：648426 コックピット、48974 ランディングフラップ、 648437
ブロンズ製主脚 w/脚カバー、648150 ホイール後期型の4種入り
のセットです。個別に揃えると合計 ¥9,400 (税抜定価)が\7,000
に。¥2,400お得です。

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 ブリストル・ボーファイターTF.X ビッグEDパーツセット
(レベル用) 内容：48967 ランディングフラップ、49926 エッチング
パーツ、FE927 シートベルト、EX621 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¥11,200(税抜定価)が\8,800に。
¥2,400お得です。

1/35 キングティーガー (ポルシェ砲塔) ビッグEDパーツセット
(モンモデル用) 内容：36398 砲塔、36399 フェンダー、36400
ツィンメリットの3種入りセットです。個別に揃えると合計¥13,300
(税抜定価)が\9,900に。¥3,400お得です。

1/48 MiG-25PD ビッグEDパーツセット (ICM用) 内容：48968
外装、 49928 内装、 FE929 シートベルト、 EX617 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¥8,400(税抜
定価)が\6,000に。¥2,400お得です。

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 F-5E ビッグEDパーツセット (キティホーク用)内容：32426
外装、32930 内装、33201 シートベルト、JX220 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¥10,200(税抜
定価)が\7,600に。¥2,600お得です。

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

EDUSIN64851

EDUSIN64852



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU648439 8591437534555 ¥2,000

EDU672210 8591437534562 ¥1,000

EDU672211 8591437534579 ¥1,300

EDU672212 8591437534586 ¥1,500

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU634009 8591437534470 ¥1,300

EDU634010 8591437534487 ¥1,300

御注文締切　　　月　　　日(　　)

製品名

■｢ルック｣シリーズ レジン製塗装済計器盤

1/32 P-40N-1 ｢ルック｣ 計器盤 (ハセガワ/エデュアルド用)

1/32 P-47D ｢ルック｣ 計器盤 (ハセガワ/エデュアルド用)

1/72 GBU-32 JDAM 米海軍型 (8個入り)

製品名

■ブラッシン：レジンパーツ

問屋様名

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                　　　　　2018.10.17
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1/48 Fw190D-9 胴体内機銃 (エデュアルド用)

1/72 リベレーター Mk.Ⅵ ホイール (エデュアルド用)

1/72 LAU-10/A ZUNI ロケット弾ポッド (2個入り)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

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）

・レジン製の塗装済み計器盤です。

・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。

EDU634009 EDU634010

※上のEDU634009と634010の画像は開発中のCGです。



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU72677 8591437534258 ¥12,000

EDU72678 8591437534265 ¥3,000

EDU72679 8591437534272 ¥1,300

EDU72680 8591437534289 ¥3,000

EDU73645 8591437534296 ¥2,700

EDU73646 8591437534302 ¥3,000

EDU73647 8591437534319 ¥3,300

EDU48978 8591437534173 ¥3,000

EDU48979 8591437534180 ¥3,000

EDU48980 8591437534197 ¥2,400

EDU49939 8591437534203 ¥2,400

EDU49941 8591437534210 ¥3,300

EDU49945 8591437534227 ¥2,700

EDU36403 8591437534142 ¥3,000

EDU23031 8591437534135 ¥5,300

EDU53229 8591437534234 ¥2,200

EDU53230 8591437534241 ¥1,8001/700 英海軍 艦船用信号旗 (ステンレス製)

1/24 モスキートFB Mk.Ⅵ 着陸装置エッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/35 ソビエト SU100自走砲 エッチングパーツ (ズべズダ用)

1/48 Fw190A-3 ランディングフラップ (エデュアルド用)

1/72 リベレーターGR Mk.Ⅵ アップグレードエッチングパーツ
(エデュアルド用)

1/48 RF-101C 内装エッチングパーツ (キティホーク用)

1/48 F-101B 内装エッチングパーツ (キティホーク用)

1/48 フェアリー アルバコア エッチングパーツ
(トランぺッター用)

1/350 英海軍 艦船用信号旗 (ステンレス製)

1/48 F-101B 外装エッチングパーツ (キティホーク用)

1/72 B-52G ランディングフラップ (モデルコレクト用)

1/72 ハンドレぺージ ヴィクターK.2 外装エッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 ハンドレぺージ ヴィクターK.2/SR.2
エアブレーキエッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 B-52G エンジンエッチングパーツ (モデルコレクト用)

1/72 ハンドレぺージ ヴィクターK.2 内装エッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 B-52G 内装エッチングパーツ (モデルコレクト用)

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.10.17

                      　    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 RF-101C 外装エッチングパーツ (キティホーク用)

製品名
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貴店名 問屋様名
御注文締切　　　月　　　日(　　)

㈱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

EDUSS645 8591437534401 ¥2,200

EDUSS646 8591437534418 ¥2,400

EDUFE939 8591437534326 ¥1,500

EDUFE940 8591437534333 ¥900

EDUFE941 8591437534340 ¥2,400

EDUFE942 8591437534357 ¥1,200

EDUFE944 8591437534371 ¥1,500

EDUFE945 8591437534388 ¥1,500

EDUFE946 8591437534395 ¥1,200

 

EDUCX529 8591437534036 ¥1,300

EDUCX530 8591437534043 ¥1,300

EDUCX531 8591437534050 ¥1,500

EDUCX532 8591437534067 ¥1,200

EDUEX629 8591437534081 ¥1,300

EDUEX630 8591437534098 ¥1,800

EDUEX631 8591437534104 ¥1,300

EDUEX632 8591437534111 ¥1,800

EDUEX633 8591437534128 ¥1,500

㈱ビーバーコーポレーション

          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。

製品名

1/48 RF-101C ズームエッチングパーツ (キティホーク用)

1/72 ハンドレぺージ ヴィクターK.2 ズームエッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/48 RF-101C/G/H ｢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-101B 塗装マスクシール (キティホーク用)

1/48 F-101B ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(キティホーク用)

1/48 フェアリー アルバコア 塗装マスクシール
(トランぺッター用)

1/72 B-52G 塗装マスクシール (モデルコレクト用)

1/72 F-14A トムキャット 塗装マスクシール

(ファインモールド用)

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/72 B-52G ズームエッチングパーツ (モデルコレクト用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/48 RF-101C/G/H 塗装マスクシール (キティホーク用)

1/48 Fw190A-4 ズームエッチングパーツ (エデュアルド用)

1/48 RF-101C シートベルト (ステンレス製) (キティホーク用)

1/72 ハンドレぺージ ヴィクターK.2 塗装マスクシール
(エアフィックス用)

1/48 フェアリー アルバコア ズームエッチングパーツ
(トランぺッター用)

1/48 フェアリー アルバコア　シートベルト (ステンレス製)
(トランぺッター用)

1/48 F-101B シートベルト (ステンレス製) (キティホーク用)

1/48 F-101B ズームエッチングパーツ (キティホーク用)

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.10.17
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1/72 ハンドレぺージ ヴィクターSR.2 塗装マスクシール
(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

MASK SHEET


