
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU7450 8591437535705 ¥1,500

EDU82122 8591437535712 ¥6,000

EDU8103 8591437535699 ¥6,000

㈱ビーバーコーポレーション

　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.12.18

貴店名 問屋様名
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1/48 ミラージュⅢC 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 F6F-5 ウィークエンドエディション

1/48 テンペストMk.Ⅴ (シリーズ2) プロフィパック

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 ミラージュIIIC プロフィパック

・5種類のマーキング（カルトグラフ製デカール：フランス空軍 x 3、南アフリカ空軍 x 1、イスラエル x 1）が付属
・エッチングパーツと塗装マスクシール(キャノピー/ホイール&迷彩用)が付属しています。

⇑  1/72 F6F-5

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 テンペストMk.Ⅴ (シリーズ2) ⇒

プロフィパック
・エッチングパーツと塗装マスクシールが付属

・エースパイロット、ピエール・クロステルマン

中佐乗機の「ル・グランド・チャールズ」など、

6種類のマーキング（カルトグラフ製デカール）

が付属



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
SIN64855

8591437535897 ¥6,300

EDU
SIN64856

8591437535903 ¥6,300

　

EDU
BIG72143

8591437535873 ¥6,300

EDU
BIG72144

8591437535880 ¥5,600

EDU
BIG49212

8591437535842 ¥5,300

EDU
BIG49213

8591437535859 ¥7,000

EDU
BIG49214

8591437535866 ¥6,000

製品名

1/48 テンペストMk.V w/初期型ホイール エッセンシャルパーツ
セット (エデュアルド用) 内容： 648416 コックピット、48977
ランディングフラップ、 648418 排気管、648420 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 ¥8,900 (税抜定価)
が\6,300に。¥2,600お得です。

1/72 ハンドレぺージ ヴィクターK.2 ビッグEDパーツセット
(エアフィックス用) 内容：72678 外装、73645 内装、72679 エア
ブレーキ、CX529 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¥8,300(税抜定価)が\6,300に。¥2,000お得です。

1/72 B-52G パート1  ビッグEDパーツセット (モデルコレクト用)
内容：72680 エンジン、73646 内装、CX531 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¥7,500(税抜定価)が
\5,600に。¥1,900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                2018.12.18
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1/48 RF-101C ビッグEDパーツセット (キティホーク用)
内容：48978 外装、49939 内装、 FE940 シートベルト、EX630
両面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¥8,100(税抜定価)が\6,000に。¥2,100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 テンペストMk.V w/後期型ホイール エッセンシャルパーツ
セット (エデュアルド用) 内容： 648416 コックピット、48977
ランディングフラップ、 648418 排気管、648421 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 ¥8,900 (税抜定価)
が\6,300に。¥2,600お得です。

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 F-101B ビッグEDパーツセット (キティホーク用)
内容：48979 外装、49941 内装、FE942 シートベルト、EX632
両面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¥9,300(税抜定価)が\7,000に。¥2,300お得です。

1/48 テンペストMk.Ⅴ  ビッグEDパーツセット (エデュアルド用)
内容：48976 アップグレードパーツ、 48977 ランディングフラップ、
FE943 シートベルト、 EX628 両面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¥7,700(税抜定価)が\5,300に。
¥2,400お得です。

㈱ビーバーコーポレーション

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

EDUSIN64855

EDUSIN64856



　

EDU
BIG2403

8591437535835 ¥13,000

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU635009 8591437535736 ¥2,000

EDU635010 8591437535743 ¥2,000

EDU648446 8591437535767 ¥2,400

EDU648447 8591437535774 ¥1,500

EDU648448 8591437535781 ¥1,500

EDU648449 8591437535798 ¥1,300

EDU648450 8591437535804 ¥1,300

EDU648455 8591437535811 ¥1,000

EDU648456 8591437535828 ¥900

1/48 AN/AVQ-26 ペイブ・タック (F-4ファントムⅡ用) (1個入り)

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。

1/35 AK47 ライフル (8個入り)

1/48 テンペストMk.V ブロンズ製主脚 w/脚カバー
(エデュアルド用)

1/48 米軍 B43-0 核爆弾w/SC-43-4/-7 テールアセンブリ
(爆弾後部) (2個入り)

1/48 米軍 B43-1 核爆弾w/SC-43-4/-7 テールアセンブリ
(爆弾後部) (2個入り)

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                　　　　　2018.12.18

エデュアルド2019年2月入荷新製品・ご案内　　　3/5

1/35 M16 ライフル ベトナム戦争 (8個入り)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/24 モスキートFB Mk.Ⅵ ビッグEDパーツセット (エアフィックス用)
内容：23027 内装、23028 シートベルト、23029 計器盤、23030
ラジエーター、23031 着陸装置エッチング、LX004 塗装マスク
シールの6種入りセットです。個別に揃えると合計¥17,800(税抜
定価)が\13,000に。¥4,800お得です。

問屋様名

製品名

■ブラッシン：レジンパーツ

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 テンペストMk.Ⅴ用RP3 60ポンド 航空ロケット弾 (8個入り)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ ホイール (タミヤ用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ 排気管 (タミヤ用)

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

EDU635009 EDU635010 EDU648446 EDU648447 EDU648448

EDU648449 EDU648450 EDU648455 EDU648456

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。



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU634011 8591437535729 ¥1,300

EDU644012 8591437535750 ¥1,300

品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU73650 8591437535545 ¥3,400

EDU48985 8591437535439 ¥3,400

EDU48986 8591437535446 ¥2,400

EDU48987 8591437535453 ¥2,400

EDU49957 8591437535460 ¥1,500

EDU49958 8591437535477 ¥2,400

EDU49960 8591437535484 ¥2,400

EDU49962 8591437535491 ¥3,000

EDU49963 8591437535507 ¥3,400

EDU32935 8591437535408 ¥3,300

EDU32936 8591437535415 ¥3,400

EDU36406 8591437535422 ¥2,400

EDU53233 8591437535514 ¥2,200

EDU53234 8591437535521 ¥2,200

EDU53235 8591437535538 ¥2,200

1/48 He111H-16 コックピット内装エッチングパーツ (ICM用)

1/32 I-16 タイプ29 エッチングパーツ (ICM用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ エッチングパーツ (タミヤ用)

㈱ビーバーコーポレーション

エデュアルド2019年2月入荷新製品・ご案内　　4/5

1/32 スピットファイアMk.Ⅱ 内装エッチングパーツ (レベル用)

1/35 ドイツ重駆逐戦車 ヤークトパンター G1型
エッチングパーツ (モンモデル用)

1/350 現用米海軍 空母 3Dクルーフィギュア

■｢ルック｣シリーズ レジン製塗装済計器盤

製品名

製品名

1/32 P-40N ｢ルック｣ 計器盤 (ハセガワ/エデュアルド用)

1/48 F6F-5 ｢ルック｣ 計器盤 (エデュアルド用)

貴店名 問屋様名

御注文締切　　　月　　　日(　　)

1/48 He111H-16 無線室エッチングパーツ (ICM用)

1/72 F-14A トムキャット エッチングパーツ
(ファインモールド用)

1/48 He111H-16 外装エッチングパーツ (ICM用)

1/48 ダッソー ラファールC 外装エッチングパーツ (レベル用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ ランディングフラップ (タミヤ用)

1/48 AH-1Z 内装エッチングパーツ (キティホーク用)

1/48 ダッソー ラファールC 内装エッチングパーツ (レベル用)

1/700 ドイツ海軍旗 (第二次世界大戦) ステンレス製

1/350 ドイツ海軍旗 (第二次世界大戦) ステンレス製

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.12.18

                      　    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

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。EDU634011 EDU644012



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDUSS650 8591437535651 ¥2,400

EDUSS651 8591437535668 ¥800

EDUFE958 8591437535590 ¥1,500

EDUFE959 8591437535606 ¥1,000

EDUFE960 8591437535613 ¥1,500

EDUFE961 8591437535620 ¥900

EDUFE962 8591437535637 ¥2,400

EDUFE963 8591437535644 ¥1,200

EDU33206 8591437535552 ¥2,400

EDU33207 8591437535569 ¥1,200

EDU33208 8591437535576 ¥2,000

EDU33209 8591437535583 ¥900

 

EDUEX640 8591437535354 ¥1,500

EDUEX641 8591437535361 ¥1,200

EDUEX642 8591437535378 ¥1,500

EDUEX643 8591437535385 ¥1,200

EDUEX644 8591437535392 ¥1,500

EDUJX224 8591437535347 ¥1,200

㈱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 ダッソー ラファールC ズームエッチングパーツ
(レベル用)

1/72 F-14A トムキャット ズームエッチングパーツ
(ファインモールド用)

1/32 I-16 タイプ29 塗装マスクシール (ICM用)

1/48 ダッソー ラファールC ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(レベル用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ 塗装マスクシール (タミヤ用)

御注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

1/72 スピットファイアMk.Ⅸ ラジエーター (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

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(タミヤ用)

1/48 ダッソー ラファールC 塗装マスクシール (レベル用)

1/48 ダッソー ラファールC シートベルト (ステンレス製)
(レベル用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ ズームエッチングパーツ (タミヤ用)

1/48 スピットファイアMk.Ⅰ シートベル ト (ステンレス製)
(タミヤ用)

1/48 He111H-16 塗装マスクシール (ICM用)

1/32 I-16 タイプ29 ズームエッチングパーツ (ICM用)

1/32 I-16 タイプ29 シートベルト (ステンレス製) (ICM用)

1/32 スピットファイアMk.Ⅱ 内装ズームエッチングパーツ
(レベル用)

1/48 He111H-16 シートベルト (ステンレス製) (ICM用)

　　　　　　　　　　　　ご予約承ります                2018.12.18
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1/32 スピットファイアMk.Ⅱ シートベルト (ステンレス製)
(レベル用)

1/48 He111H-16 ズームエッチングパーツ (ICM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


