
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU11131 8591437542727 ¥4,700

EDU70121 8591437509096 ¥2,400
再生産

EDU7451 8591437542734 ¥2,200

EDU8092 8591437542710 ¥3,900

                    ご予約承ります                2019.7.17

貴店名 問屋様名
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1/48 P-400 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 スピットファイア Mk.Ⅸc 後期型 プロフィパック

1/48 ｢ヤーボ！｣ Fw190A-5 リミテッドエディション

1/72 MiG-21MF 戦闘攻撃機
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 「ヤーボ！」Fw190A-5 

リミテッドエディション

・5種類のデカール

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

・レジン製主翼下増槽 & トロピカルフィル

ターパーツ

付属

⇑ 1/72 スピットファイア Mk.Ⅸc 後期型

プロフィパック ※再生産品

・6種デカール

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

付属

⇑ 1/72 MiG-21MF戦闘攻撃機

ウィークエンドエディション

・2種類のデカールが付属

⇑ 1/48 P-400 プロフィパック

・5種デカール

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

付属



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU632131 8591437542741 ¥4,700

EDU648480 8591437542772 ¥1,500

EDU648484 8591437542789 ¥1,000

EDU648491 8591437542796 ¥1,300

EDU648493 8591437542802 ¥1,300

EDU648496 8591437542819 ¥1,300

EDU648497 8591437542826 ¥1,300

EDU648498 8591437542833 ¥700

EDU648499 8591437542840 ¥600

EDU648500 8591437542857 ¥600

                    ご予約承ります                2019.7.17
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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。

1/32 スピットファイアMk.Ⅸ コックピットセット (タミヤ用)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/48 ソ連・ロシア UPK-23-250 23mmガンポッド (2個入り)

1/48 F/A-18E ECS排気管 (後期型) (ハセガワ用)

1/48 ホーカー テンペストⅤ インテーク (エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペストⅤ トロピカルインテークフィルター
(エデュアルド用)

1/48 AN/ALQ-87 電波妨害ポッド (2個入り)

1/48 ぺイブウェイⅠ Mk.83 レーザー誘導爆弾 (海軍型)
(2個入り)

御注文締切     月    日(    )
問屋様名

1/48 P-47D ホイール (タミヤ用)

1/48 AN/ALQ-71(V)-2 電波妨害ポッド (2個入り)

1/48 ソ連・ロシア PB-250 250kg 航空爆弾 (6個入り)

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

EDU
SIN64860

8591437542925 ¥6,000

 

EDU
BIG72150

8591437542918 ¥11,600

EDU
BIG49231

8591437542901 ¥6,300

EDU
BIG33103

8591437542864 ¥11,600

EDU
BIG33104

8591437542871 ¥8,800

                    ご予約承ります                2019.7.17

1/32 B-24 ビッグEDパーツセット｢パートⅡ｣ (ホビーボス用)
内容： 32437 着陸装置、32440 爆弾槽、32441 爆弾架の3種
入りのセットです。個別に揃えると合計 ¥15,400 (税抜定価)が
\11,600に。¥3,800お得です。

貴店名 問屋様名
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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20～30％お買い得です。

御注文締切     月    日(    )

1/72 サンダーランドMk.Ⅴ ビッグEDパーツセット (スペシャル
ホビー用)  内容： 72688 外装、72690 爆弾槽、73668 内装、
72691 メンテナンスプラットフォーム、CX541 塗装マスクシール
の5種入りのセットです。個別に揃えると合計 ¥15,100
(税抜定価)が\11,600に。¥3,500お得です。

1/48 F-4C ビッグEDパーツセッ ト (アカデミー用)  内容：49103
飛行前点検タグ、491006 内装、48800 外装、EX414 塗装
マスクシール、FE1007 シートベルト の5種入りのセットです。
個別に揃えると合計 ¥9,100 (税抜定価)が\6,300に。¥2,800
お得です。

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 リンクス Mk.8 ビッグEDパーツセット (レベル用) 内容：
32442 外装、32949 内装、33222 シートベルト、JX233 塗装
マスクシール の4種 入りのセットです。個別に揃えると合計
¥11,100 (税抜定価)が\8,800に。¥2,300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。

製品名

1/48 Fw190A-8/R2 アドバンスドパーツセット (エデュアルド用)
内容： 648482 エンジン、48973エッチングパーツ、648356
翼付根内機銃、648366 プロペラの4種入りのセットです。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。

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



 

EDU
BIG3596

8591437542888 ¥9,900

EDU
BIG5352

8591437542895 ¥10,800

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU644024 8591437542758 ¥1,300

EDU644025 8591437542765 ¥1,300

品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU73680 8591437542468 ¥2,700

EDU73681 8591437542475 ¥3,300

EDU73682 8591437542482 ¥2,400

EDU73683 8591437542499 ¥2,400

EDU48997 8591437542390 ¥3,000

EDU48998 8591437542406 ¥2,400

EDU491018 8591437542413 ¥3,400

EDU491022 8591437542420 ¥2,400

㈱ビーバーコーポレーション

■｢ルック｣シリーズ レジン製塗装済計器盤 w/ステンレス製シートベルトのセット ・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。

製品名

1/48 Bf109E ｢ルック｣計器盤 (エデュアルド用)

                           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。
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1/48 Do217N-1 ランディングフラップ (ICM用)

1/72 ダッソー シュペルミステール B2 エッチングパーツ
(アズールフロム/スペシャルホビー用)

製品名

                    ご予約承ります                2019.7.17

1/48 Do217N-1 外装エッチングパーツ (ICM用)

1/48 Do217N-1 エッチングパーツ (ICM用)

1/72 MiG-21F-13 エッチングパーツ (モデルズビット用)

1/72 A-4E エッチングパーツ (ホビーボス用)

1/72 C-27J エッチングパーツ( イタレリ用)

貴店名

1/48 P-400 ｢ルック｣計器盤 (エデュアルド用)

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20～30％お買い得です。

1/35 Ⅳ号突撃砲 ビッグEDパーツセット (アカデミー用) 内容：
36369 WW.Ⅱドイツ軍用車荷物固定ストラップ、36419
エッチングパーツ、36420 シュルツェン、36423 ツィンメリットの
4種入りのセットです。個別に揃えると合計 ¥12,900
(税抜定価)が\9,900に。¥3,000お得です。

1/350 CVN-65 エンタープライズ ビッグEDパーツセット
｢パートⅡ｣  (タミヤ用)  内容： 53233 現用米海軍空母3D
クルーフィギュア、 53236 Pt.4 (エレベーター/
デフレクター)、53237 Pt.5 (手すり/梯子)の3種入りのセット
です。個別に揃えると合計 ¥14,500(税抜定価)が\10,800に。
¥3,700お得です。

1/48 ジーベル Si 204D エッチングパーツ
(スペシャルホビー用)

問屋様名
御注文締切     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



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU491024 8591437542437 ¥2,900

EDU491026 8591437542444 ¥2,900

EDU491028 8591437542451 ¥2,900

EDU32447 8591437542352 ¥2,700

EDU32955 8591437542369 ¥2,900

EDU32956 8591437542376 ¥2,900

EDU36426 8591437542383 ¥2,700

品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDUSS680 8591437542673 ¥2,000

EDUSS681 8591437542680 ¥1,300

EDUSS682 8591437542697 ¥1,500

EDUSS683 8591437542703 ¥1,500

EDUFE1018 8591437542550 ¥2,400

EDUFE1019 8591437542567 ¥1,300

EDUFE1020 8591437542574 ¥1,200

EDUFE1021 8591437542581 ¥900

EDUFE1022 8591437542598 ¥1,500

EDUFE1023 8591437542604 ¥1,200

EDUFE1024 8591437542611 ¥2,000

1/48 Do217N-1 シートベルト (ステンレス製) (ICM用)

1/48 Do217N-1 レーダーアンテナ (ICM用)

                    ご予約承ります                2019.7.17
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1/48 F-16I スーファ ズーム エッチングパーツ (ハセガワ用)

1/35 M46 パットン中戦車 エッチングパーツ (タコム用)

1/48 F-16I スーファ 内装エッチングパーツ (ハセガワ用)

1/72 MiG-21F-13 ズーム エッチングパーツ (モデルズビット用)

1/48 P-51D シートベルト (ステンレス製) (エデュアルド用)

1/48 ジーベル Si 204D ズーム エッチングパーツ
(スペシャルホビー用)

1/48 ジーベル Si 204D シートベルト (ステンレス製)
(スペシャルホビー用)

          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。

製品名

御注文締切     月    日(    )
貴店名 問屋様名

1/35 MH-60L 弾薬フィードシュート (キティホーク用)

1/32 P-51D 後期型 (ブロック20～35) 内装エッチングパーツ
(タミヤ用)

1/72 A-4E ズーム エッチングパーツ (ホビーボス用)

1/72 C-27J ズーム エッチングパーツ (イタレリ用)

1/72 ダッソー シュペルミステール B2 ズーム エッチングパーツ
(アズールフロム/スペシャルホビー用)

1/48 Do217N-1 ズーム エッチングパーツ (ICM用)

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 P-47D-25 内装エッチングパーツ (ハセガワ用)

1/48 A-10C 内装エッチングパーツ (イタレリ用)

1/48 ホーカー タイフーンMk.Ⅰb バブルトップ
エッチングパーツ (ハセガワ/イタレリ用)

                           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。

製品名

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



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDUFE1025 8591437542628 ¥1,000

EDUFE1026 8591437542635 ¥1,500

EDUFE1027 8591437542642 ¥1,000

EDUFE1028 8591437542659 ¥1,500

EDUFE1029 8591437542666 ¥900

EDU33230 8591437542505 ¥2,000

EDU33231 8591437542512 ¥2,400

EDU33232 8591437542529 ¥1,300

EDU33233 8591437542536 ¥2,000

EDU33234 8591437542543 ¥1,300

 

EDUCX545 8591437542284 ¥900

EDUCX546 8591437542291 ¥900

EDUCX547 8591437542307 ¥1,200

EDUCX548 8591437542314 ¥900

EDUEX659 8591437542321 ¥1,300

EDUEX660 8591437542338 ¥1,500

EDUEX661 8591437542345 ¥2,000

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 P-47D-25 ズーム エッチングパーツ (ハセガワ用)

1/32 P-47D-25 シートベルト (ステンレス製) (ハセガワ用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/72 A-4E 塗装マスクシール (ホビーボス用)

1/72 MiG-21F-13 塗装マスクシール (モデルズビット用)

1/48 Do217N-1 塗装マスクシール (ICM用)

1/48 ジーベル Si 204D 塗装マスクシール
(スペシャルホビー用)

1/48 ジーベル Si 204D ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(スペシャルホビー用)

御注文締切     月    日(    )

1/32 P-51D 後期型 (ブロック20～35) シートベルト
(ステンレス製) (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。

製品名

                    ご予約承ります                2019.7.17
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1/48 A-10C ズーム エッチングパーツ (イタレリ用)

1/48 F-16I スーファ シートベルト (ステンレス製) (ハセガワ用)

1/72 MiG-21F-13 ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール
(モデルズビット用)

1/72 ダッソー シュペルミステール B2 塗装マスクシール
(アズールフロム/スペシャルホビー用)

1/32 P-51D 後期型 (ブロック20～35) ズームエッチングパーツ
(タミヤ用)

1/32 F-4J ズーム エッチングパーツ (タミヤ用)

1/48 A-10C シートベルト (ステンレス製) (イタレリ用)

1/48 ホーカー タイフーン Mk.Ⅰb バブルトップ ズーム
エッチングパーツ (ハセガワ/イタレリ用)

1/48 ホーカー タイフーン Mk.Ⅰb バブルトップ シートベルト
(ステンレス製) (ハセガワ/イタレリ用)

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


