
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(1ボックス6本入)

VICMA001 4580665750015 ¥260 ボックス

VICMA002 4580665750022 ¥260 ボックス

VICMA003 4580665750039 ¥260 ボックス

VICMA004 4580665750046 ¥260 ボックス

VICMA005 4580665750053 ¥260 ボックス

VICMA006 4580665750060 ¥260 ボックス

VICMA007 4580665750077 ¥260 ボックス

VICMA008 4580665750084 ¥260 ボックス

VICMA009 4580665750091 ¥260 ボックス

VICMA010 4580665750107 ¥260 ボックス

ご予約承ります 12月入荷予定

品名

ブラック
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ホワイト

2019.12.4

ブルー

グリーン

艦底色

バフ

イエロー

レッド

ベージュ

(株)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

フレッシュ

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

初心者のお客様から「どの塗料を買ったらいいですか？」

と質問を受けたらぜひVICカラーをお勧め下さい。
無臭 〇塗料、プライマーともに臭いがありません。

筆塗 〇筆ムラになりにくい塗料です(塗料の自己水平性の為)。

水洗浄〇筆や道具の洗浄は水道水で可能です(専用薄め液は通常不要)。
ミリタリー色が揃っていますので、環境が気になるベテランモデラ－

にもおすすめです。リビングモデラーにピッタリです。
〇細吹き０．１８㎜エアブラシでも詰まりません。

〇エアブラシの洗浄も水道水で可能です。
※エアブラシ使用の際には薄め液での希釈を推奨します。薄め液はアルコールの臭いがあります

(第４類第石油類)。

新型水性アクリル塗料１３０色発売です

〇すべての塗料は「半つや」の表示があります。ごく弱い

つやがあります。これは塗料の自己水平性の為です。ＶＩＣ

の半つや消し剤、つや消し剤でご希望のつやに調整して

下さい。

使い方のコツ

〇塗装作業の前にプライマーの塗布を推奨します (筆塗また

はエアブラシ)。塗料のはじきを防止し、塗面を強くします。

※塗料は「半つや」となります。カラーは6本セットの価格となります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(6本入１，５６０円)

VICMA011 4580665750114 ¥260 ボックス

VICMA012 4580665750121 ¥260 ボックス

VICMA014 4580665750145 ¥260 ボックス

VICMA015 4580665750152 ¥260 ボックス

VICMA016 4580665750169 ¥260 ボックス

VICMA017 4580665750176 ¥260 ボックス

VICMA018 4580665750183 ¥260 ボックス

VICMA019 4580665750190 ¥260 ボックス

VICMA020 4580665750206 ¥260 ボックス

VICMA021 4580665750213 ¥260 ボックス

VICMA022 4580665750220 ¥260 ボックス

VICMA024 4580665750244 ¥260 ボックス

VICMA025 4580665750251 ¥260 ボックス

VICMA026 4580665750268 ¥260 ボックス

VICMA027 4580665750275 ¥260 ボックス

VICMA030 4580665750305 ¥260 ボックス

VICMA031 4580665750312 ¥260 ボックス

VICMA032 4580665750329 ¥260 ボックス

VICMA040 4580665750404 ¥260 ボックス

VICMA041 4580665750411 ¥260 ボックス

VICMA042 4580665750428 ¥260 ボックス

VICMA043 4580665750435 ¥260 ボックス

VICMA044 4580665750442 ¥260 ボックス

VICMA045 4580665750459 ¥260 ボックス

VICMA050 4580665750503 ¥260 ボックス

VICMA051 4580665750510 ¥260 ボックス

VICMA055 4580665750558 ¥260 ボックス

VICMA056 4580665750565 ¥260 ボックス

VICMA057 4580665750572 ¥260 ボックス

VICMA058 4580665750589 ¥260 ボックス

ダークイエロー

ユニホームグレー (ドイツ軍)

ウッドブラウン

DAK サンドグレー

DAK グリーンブラウン

ご予約承ります 12月入荷予定 2019.12.4
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品名

フィールドグレー (ドイツ軍)

日本海軍明灰白色 (三菱系)

濃緑色 (日本陸軍機)

コックピット色 (中島系)

コックピット色 (三菱系)

ベトナムダークグリーン

オリーブドラブ 1

フィールドドラブ (WWII 米軍服)

オリーブドラブ 2

灰緑色 (日本陸軍機)

日本海軍暗緑色 (中島系)

貴店名 問屋様名

(株)ビーバーコーポレーション

日本陸軍戦車色 枯草色

ご注文締切     月     日(    )

ベトナムグリーン

日本海軍戦車色 鼠色

日本陸軍戦車色 草色

日本陸軍戦車色 赤土色

フィールドグリーン (ドイツ軍)

アース (土色)

ウッド (木材色)

ジャーマングレー (ドイツ戦車色)

ドゥンクルゲルプ (ドイツ戦車色)

オリーブグリーン (ドイツ戦車色)

レッドブラウン (ドイツ戦車色)

ブルーグレー

インターミディエートブルー

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

※塗料は「半つや」となります。カラーは6本セットの価格となります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(6本入１，５６０円)

VICMA059 4580665750596 ¥260 ボックス

VICMA063 4580665750633 ¥260 ボックス

VICMA064 4580665750640 ¥260 ボックス

VICMA065 4580665750657 ¥260 ボックス

VICMA066 4580665750664 ¥260 ボックス

VICMA069 4580665750695 ¥260 ボックス

VICMA071 4580665750718 ¥260 ボックス

VICMA074 4580665750749 ¥260 ボックス

VICMA075 4580665750756 ¥260 ボックス

VICMA076 4580665750763 ¥260 ボックス

VICMA078 4580665750787 ¥260 ボックス

VICMA079 4580665750794 ¥260 ボックス

VICMA080 4580665750800 ¥260 ボックス

VICMA081 4580665750817 ¥260 ボックス

VICMA082 4580665750824 ¥260 ボックス

VICMA102 4580665751029 ¥260 ボックス

VICMA105 4580665751050 ¥260 ボックス

VICMA106 4580665751067 ¥260 ボックス

VICMA107 4580665751074 ¥260 ボックス

VICMA110 4580665751104 ¥260 ボックス

VICMA112 4580665751128 ¥260 ボックス

VICMA113 4580665751135 ¥260 ボックス

VICMA114 4580665751142 ¥260 ボックス

VICMA115 4580665751159 ¥260 ボックス

VICMA116 4580665751166 ¥260 ボックス

VICMA117 4580665751173 ¥260 ボックス

VICMA121 4580665751210 ¥260 ボックス

VICMA122 4580665751227 ¥260 ボックス

VICMA123 4580665751234 ¥260 ボックス

VICMA124 4580665751241 ¥260 ボックス

ご予約承ります 12月入荷予定 2019.12.4

RLM80 オリーブグリーン

RLM81 ブラウンバイオレット

RLM82 ブライトグリーン

SCC-15 オリーブグリーン

陸上自衛隊戦車色 濃緑色
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RLM75 バイオレットグレー

RLM76 ライトブルー

RLM78 スカイブルー

RLM79 ブラウンサンド

RLM04 イエロー

RLM65 スカイ

RLM66 ブラックグレー

RLM02 グレー

RLM71 ダークグリーン

RLM74 グレーグリーン

カーキグレー

カーキ

チッピングブラウン

カーキーグリーンG3 (WWII 英軍)

RAF スカイ

陸上自衛隊戦車色 茶色

陸上自衛隊戦車色 OD色

4BOグリーン (WWII ソ連戦車)

デザートイエロー

デザートピンク

貴店名 問屋様名

(株)ビーバーコーポレーション

品名

日本陸軍戦車色 茶色

サンディブラウン

RAF ダークグリーン

RAF オーシャングレー

RAF ミディアムシーグレー

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

※塗料は「半つや」となります。カラーは6本セットの価格となります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(6本入１，５６０円)

VICMA125 4580665751258 ¥260 ボックス

VICMA126 4580665751265 ¥260 ボックス

VICMA127 4580665751272 ¥260 ボックス

VICMA130 4580665751302 ¥260 ボックス

VICMA131 4580665751319 ¥260 ボックス

VICMA132 4580665751326 ¥260 ボックス

VICMA133 4580665751333 ¥260 ボックス

VICMA134 4580665751340 ¥260 ボックス

VICMA148 4580665751487 ¥260 ボックス

VICMA149 4580665751494 ¥260 ボックス

VICMA150 4580665751500 ¥260 ボックス

VICMA151 4580665751517 ¥260 ボックス

VICMA154 4580665751548 ¥260 ボックス

VICMA155 4580665751555 ¥260 ボックス

VICMA156 4580665751562 ¥260 ボックス

VICMA157 4580665751579 ¥260 ボックス

VICMA158 4580665751586 ¥260 ボックス

VICMA159 4580665751593 ¥260 ボックス

VICMA160 4580665751609 ¥260 ボックス

VICMA161 4580665751616 ¥260 ボックス

VICMA162 4580665751623 ¥260 ボックス

VICMA163 4580665751630 ¥260 ボックス

VICMA164 4580665751647 ¥260 ボックス

VICMA165 4580665751654 ¥260 ボックス

VICMA166 4580665751661 ¥260 ボックス

VICMA170 4580665751708 ¥260 ボックス

VICMA174 4580665751746 ¥260 ボックス

VICMA175 4580665751753 ¥260 ボックス

VICMA176 4580665751760 ¥260 ボックス

VICMA190 4580665751906 ¥260 ボックス

IDF シナイサンド

RAF ダークアース

RAF アズールブルー

RAF ミドルストーン

アーマー グリーン (現用露軍)

アーマー オーカー (現用露軍)

アーマー グレー (現用露軍)

アーマー ダックエッグ (現用露軍)

アーマー サンド (現用露軍)

NATO ブラウン

エアクラフト ホワイト

ダークガルグレー

ライトガルグレー

アイスブルー (フランカー用)

IDF シナイグレー

U.S. デザートタン

インシグニアレッド

NATO ブラック

NATO グリーン

シーブルー

ご注文締切     月     日(    )

ミディアムブルー (フランカー用)

ジンクロメート

IAF ライトグレーグリーン

IAF タン

IAF サンド

ダークゴーストグレー

ライトゴーストグレー

ガンシップグレー

インテリア (フランカー用)

ペールブルー (フランカー用)

品名

ご予約承ります 12月入荷予定 2019.12.4
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貴店名 問屋様名

(株)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

※塗料は「半つや」となります。カラーは6本セットの価格となります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(6本入１，５６０円)

VICMA200 4580665752002 ¥260 ボックス

VICMA202 4580665752026 ¥260 ボックス

VICMA204 4580665752040 ¥260 ボックス

VICMA205 4580665752057 ¥260 ボックス

VICMA206 4580665752064 ¥260 ボックス

VICMA207 4580665752071 ¥260 ボックス

VICMA208 4580665752088 ¥260 ボックス

VICMA209 4580665752095 ¥260 ボックス

VICMA210 4580665752101 ¥260 ボックス

VICMA211 4580665752118 ¥260 ボックス

VICMA212 4580665752125 ¥260 ボックス

VICMA213 4580665752132 ¥260 ボックス

VICMA214 4580665752149 ¥260 ボックス

VICMA215 4580665752156 ¥260 ボックス

VICMA216 4580665752163 ¥260 ボックス

VICMA217 4580665752170 ¥260 ボックス

VICMA300 4580665753009 ¥260 ボックス

VICMA301 4580665753016 ¥260 ボックス

VICMA302 4580665753023 ¥260 ボックス

VICMA303 4580665753030 ¥260 ボックス

VICMA304 4580665753047 ¥260 ボックス

VICMA305 4580665753054 ¥260 ボックス

VICMA308 4580665753085 ¥260 ボックス

VICMA309 4580665753092 ¥260 ボックス

VICMA310 4580665753108 ¥260 ボックス

VICMA311 4580665753115 ¥260 ボックス

VICMA312 4580665753122 ¥260 ボックス

VICMA313 4580665753139 ¥260 ボックス

VICMA330 4580665753306 ¥260 ボックス

VICMA331 4580665753313 ¥260 ボックス

日本海軍22号色

フレッシュライト１

フレッシュライト 2

ライトラスト (明るい錆色)

ミディアムラスト (錆色)

ダークラスト (暗い錆色)

ご予約承ります 12月入荷予定 2019.12.4
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フレッシュシャドウ 2

フレッシュシャドウ 3

赤レンガ色

履帯色

帆布色

レザーブラウン

樹皮色

コンクリートグレー

レザーレッド

フレッシュシャドウ１

貴店名 問屋様名

(株)ビーバーコーポレーション

品名

ご注文締切     月     日(    )

5-P ペイルグレー (WWII 米海軍)

5-O オーシャングレー (WWII 米海軍)

舞鶴海軍工廠標準色

甲板赤色 (現用露海軍)

船体色グレー (現用露海軍)

リノリウム甲板色

ヘイズグレー (米海軍)

5－S シーブルー (WWII 米海軍)

5－N ブルー (WWII 米海軍)

20-B デッキブルー (WWII 米海軍)

タイヤブラック

佐世保海軍工廠標準色

呉海軍工廠標準色

日本海軍21号色

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

※塗料は「半つや」となります。カラーは6本セットの価格となります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
1セット税抜
小売価格

ご注文

VICSET001 セットコード設定なし ¥218,420
セット

VICSET002 4580665755300 ¥52,000

1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(1ボックス6本入)

VICPA002 4580665755027 ¥650
６本入り3,900円

VICPA003 4580665755034 ¥260
６本入り1,560円

VICPA004 4580665755041 ¥260
６本入り1,560円

VICPA000 4580665755003 ¥100
６本入り600円

1本税抜
小売価格

ご注文ボックス単位
(8本入４，０００円)

VICPA001 4580665755010 ¥500

VICPA016 4580665755164 ¥500

(株)ビーバーコーポレーション

つや消し添加剤

半つや消し添加剤

攪拌ボトル (ステンレスボール入)

VIC水性プライマー 白

ご注文締切     月     日(    )
貴店名 問屋様名

VIC水性プライマー 灰色

ご予約承ります12月入荷予定 2019.12.4
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品名

VICカラー全130色セッ店舗用什器付　(カ
ラー130色各6本、プライマー2色各8本、薄め液6本、　添加
剤2種各6本、攪拌ボトル6本)

店舗用什器

VICカラー薄め液 250ml

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

※8本セットとなります。

ワンタッチキャップで

扱いやすく、フタの

固着もありません。

１２ml入です。

ステンレスボール２

個入で確実な攪拌が

可能です。ワンタッチ

キャップを採用してい

塗料のはじきを防ぎ、塗装面も強くな

ります。灰色と白の２色があり５０ml入

り。もちろん水性です(VICではプライ

マーの使用を推奨します)。

エアブラシの使用時の塗料の希釈

や固着した塗料を落とす時に使用

します。こちらは有機溶剤が入って

いますので、換気に注意し火気の

ある所では使用しないで下さい。

VICカラー１３０色と薄め液、プライ

マー等を収納できるラックで組立

式となります。フレームは金属で

収納部はキャンバス生地となりま

す。高さ約１５０㎝、幅約７８㎝、

奥行き約３３㎝。標準的な組立時

間は１時間程度です。キャンバス

生地の収納部は既存のメッシュ

什器に設置することも可能です。

VICSET001

VICPA002

VICPA000

VICPA001 VICPA016

VICMA001～

※6本セットとなります。


