
品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
248068

4589913267831 ¥2,700
New!

HGW
248070

4589913267855 ¥1,300
New!

HGW
248077

4589913267879 ¥3,500

New!
お得！1/48 Fw190D-9 ｢ボーデンプラッテ作戦｣

マーキングデカールw/データーステンシル
(エデュアルド用) 内容：HGW248068と248070の
セットです。個別に揃えると合計¥4,000(税抜
定価)が\3,500に。¥500お得です。)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名 問屋様名
ご注文締切　　　月　　　日(　　)

ご予約承ります 4月入荷予定
              HGW新商品のご案内         1/5

品名/解説

1/48 Fw190D-9 ｢ボーデンプラッテ作戦｣
マーキングデカール (エデュアルド用)

1/48 Fw190D-9 データーステンシルデカール

2019.03.12

チェコのHGWから新商品の「ウェット・トランスファー」デカール15点と水転写デカール1点の計

16点ご案内です。「ウェット・トランスファー」デカールは通常の水転写デカールとは異なり、使

いたい部分を切り取ってからぬるま湯につけて台紙をはがし、上面の透明フィルムごと模型に

貼って数時間乾かした後、透明フィルムを剥がしてその裏に印刷されているマーキング等を定

着させるので、通常の水転写デカールのような余白分のシルバリングがありません。ドライデ

カールと水転写デカール、両方いいとこ取りのデカールです。是非お試しください。

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

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

⇐ HGW248068

・4種類のマーキングと

1機分の国籍マーク

が入っています。

HGW248070 ⇒

・2機分のデーター

ステンシルが入っ

ています。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
248063

4589913267794 ¥2,000

New!

HGW
248072

4589913267862 ¥1,500
New!

HGW
248079

4589913267886 ¥3,800

New!

HGW
248080

4589913267893 ¥5,300

New!1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ (シリーズ2)
マーキングデカールw/データーステンシル
(エデュアルド用)

品名/解説

ご予約承ります 4月入荷予定
             HGW新商品のご案内         2/5

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ (シリーズ1)
国籍マーク&データーステンシルデカール
(エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ (シリーズ2)
データーステンシルデカール (エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ (シリーズ1)
マーキングデカールw/データーステンシル
(エデュアルド用)

2018.03.12

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切　　　月　　　日(　　)
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

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

⇑   HGW248063

・1機分の国籍マーク&データーステンシル入り

⇑   HGW248072

・1機分のデーターステンシル入り

⇑   HGW248079

・6種のマーキング+1機分国籍マーク入り

にHGW248063 国籍マーク&データーステンシル

デカールが1枚付属

⇑   HGW248080

・6種のマーキング+1機分国籍マーク

にHGW248072 データーステンシルデカールが

1枚付属



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
232029

4589913267756 ¥3,500
New!

HGW
232031

4589913267763 ¥2,500
New!

HGW
232021

4589913267749 ¥1,300
New!

HGW
232032

4589913267770 ¥2,000
New!

ご予約承ります 4月入荷予定
              HGW新商品のご案内         3/5

品名/解説

1/32 P-47D データーステンシル &
コックピットプラカード (ハセガワ用)

1/32 メッサーシュミット Bf109F/G データー
ステンシルデカール

2019.03.12

1/32 Fw190D-9 データーステンシルデカール

ご注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 F4U コルセア コックピットプラカード
※水転写デカールです

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

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

⇑   HGW232032

・2機分データーステンシル付属

⇑   HGW232031

・2機分のデーターステンシル付属
⇑   HGW232029

・1機分データーステンシル入り

(機体シリアル用番号0～9 x 12セット入り)

⇑   HGW232021

・1機分のコックピットプラカード付属

※水転写デカールです。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
248030

4589913267787 ¥3,400
New!

HGW
248065

4589913267817 ¥4,600
New!
お得

HGW
248066

4589913267824 ¥5,300
New!
お得

貴店名 問屋様名

ご予約承ります 4月入荷予定
              HGW新商品のご案内         4/5

品名/解説

1/48 メッサーシュミットBf109 データー
ステンシルデカール (各工場別)

2019.03.12

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 ドイツ本土防衛航空隊 Fw190A-8/R2
｢プラス｣デカールセット (エデュアルド用)

1/48 ドイツ本土防衛航空隊 Bf109G-6/G-14
｢プラス｣デカールセット (エデュアルド用)

ご注文締切　　　月　　　日(　　)

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

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

⇐ HGW248066

・7種類のドイツ本土防衛航空隊

Bf109G-6/G-14用マーキング

（国籍マークは1機分のみ)

にHGW248030 データーステンシルが

2枚付属

⇑   HGW248065

・6種類のドイツ本土防衛航空隊 Fw190A-8/R2

用マーキング（国籍マークは1機分のみ)

にFw190A データーステンシルデカールが3枚

付属

⇑   HGW248030

・アウクスブルク工場、レーゲンスブルク工場、

エルラ工場、WNF工場、ダイアナ工場それぞれ各1種の

工場別データーステンシル（計5機分)入り



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
248064

4589913267800 ¥7,700

New!
お得！

HGW
248069

4589913267848 ¥2,700

New!

2019.03.12

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 メッサーシュミット Bf109G-14 (AS)
｢ボーデンプラッテ作戦｣ マーキングデカール
(エデュアルド用)

ご注文締切　　　月　　　日(　　)
貴店名 問屋様名

ご予約承ります 4月入荷予定
              HGW新商品のご案内         5/5

品名/解説

1/48 Bf109F/G ｢北アフリカ｣デカール
w/F/G データーステンシル (エデュアルド用)

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

※メーカー都合により入荷予定月と実際の商品仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

⇐ HGW248064

・14種類の北アフリカ戦Bf109F/G用

マーキング（国籍マークは2機分のみ)

にBF109F データーステンシルデカールが2枚

とHGW248030 Bf109 データーステンシル

デカール(各工場別)が2枚付属

HGW248069 ⇒

・4種類の「ボーデンプラッテ作戦」

Bf109G-14用マーキング

（国籍マークは2機分のみ)


