
品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
248084

4589913277854 ¥1,300
New!

HGW
248085

4589913277861 ¥2,200
New!

HGW
248086

4589913277878 ¥1,300
New!

HGW
248087

4589913277885 ¥1,500
New!

HGW
248092

4589913277892 ¥1,300
New!

1/48 Fw190A 初期型 国籍マーク

1/48 Fw190A/F 国籍マーク

1/48 Fw190D 国籍マーク

1/48 WW.Ⅱ ドイツ空軍機用 ウォークウェイ
ステンシルデカール

1/48 メッサーシュミット Bf110 データー
ステンシル (1機分)

ご予約承ります 8月入荷予定
              HGW新商品のご案内         1/4

品名/解説

2019.06.27

㈱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(    )

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14点のご案内です。「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。

HGW248084 HGW248086

HGW248085

HGW248087

HGW248092



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
248901

4589913277908 ¥2,700

New!

HGW
248902

4589913277915 ¥2,700

New!

HGW
248903

4589913277922 ¥2,900

New!

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

1/48 F4U-1A デカール ｢VF-17 ジョリー
ロジャーズ パート2｣

品名/解説

ご予約承ります 8月入荷予定
             HGW新商品のご案内         2/4

1/48 F4U-1 デカール ｢バードケージコルセア｣

1/48 F4U-1A デカール ｢VF-17 ジョリー
ロジャーズ パート１｣

2019.06.27

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。

⇑   HGW248901

・11種類のアメリカ海兵隊 F4U-1 

バードケージコルセア用

デカール（VMF-214 x 

5種、VMF-213 & VMF-124 x 

各2種、VMF-215 & VMF-221 

x 各1種）です

・2機分の国籍マーク入り

⇑   HGW248902

・8種類のアメリカ海軍 VF-17

「ジョリーロジャーズ」所属

F4U-1A コルセア用

デカールです

・1機分の国籍マーク入り

⇑   HGW248903

・9種類のアメリカ海軍 VF-17

「ジョリーロジャーズ」所属

F4U-1A コルセア用

デカールです

・1機分の国籍マーク入り



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
232906

4589913277809 ¥3,200

New!

HGW
232907

4589913277816 ¥3,200

New!

HGW
248076

4589913277847 ¥3,500

New!

1/32 F4U-1A デカール ｢VF-17 ジョリー
ロジャーズ パート3｣

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 F6F-3 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

              HGW新商品のご案内         3/4

品名/解説

1/32 F4U-1A デカール ｢VF-17 ジョリー
ロジャーズ パート2｣

2019.06.27ご予約承ります 8月入荷予定

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。

⇑   HGW248076

・5種類のアメリカ海軍 F6F-3

ヘルキャット用デカール

（VF-38、VF-27、VF-8、

VF-34、VF-2 x 各1種）です

・2機分の国籍マーク入り

⇑   HGW232906

・5種類のアメリカ海軍 VF-17

「ジョリーロジャーズ」所属

F4U-1A コルセア用

デカールです

・1機分の国籍マーク入り

⇑   HGW232907

・5種類のアメリカ海軍 VF-17

「ジョリーロジャーズ」所属

F4U-1A コルセア用

デカールです

・1機分の国籍マーク入り



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HGW
233903

4589913277823 ¥4,400

New!
お得！

HGW
233905

4589913277830 ¥4,800

New!
お得！

HGW
272028

4589913277939 ¥2,700

New!

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 F4U-1A デカール ｢VF-17 ジョリー
ロジャーズ パート１｣スーパーセット

1/72 スピットファイア Mk.Ⅸ デカール
｢史上最大の作戦｣

ご注文締切     月     日(    )
貴店名 問屋様名

ご予約承ります 8月入荷予定 2019.06.27

              HGW新商品のご案内         4/4

品名/解説

1/32 F4U-1 デカール ｢ソロモン諸島エース
パイロット｣スーパーセット

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。

⇑   HGW272028

・6種類のスピットファイアMk.IX用

デカールです

・2機分の国籍マーク入り

⇑   HGW233903

・5種類のアメリカ海兵隊 F4U-1 

バードケージコルセア用

デカール（VMF-213 x 

2種、VMF-124、VMF-214 &

VMF-221 x 各1種）です

・1機分の国籍マーク

・1機分のデーターステンシル

入り

⇑   HGW233905

・3種類のアメリカ海軍 VF-17

「ジョリーロジャーズ」所属

F4U-1A コルセア用

デカールです

・1機分の国籍マーク

・1機分のデーターステンシル

入り


