
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU11139 8591437546718 ¥2,900

EDU7453 8591437546701 ¥2,200

EDU82164 8591437546725 ¥4,700

EDU8284 8591437489404 ¥4,700
再入荷

EDU4467 8591437546756 ¥1,300

                    ご予約承ります                2019.12.18

貴店名 問屋様名
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1/144 P-51D スーパー44

御注文締切     月    日(    )

製品名

■プラスチックモデルキット

1/72 MiG-21MF 迎撃機型
ウィークエンドエディション

1/48 アンリオ HD.1 イタリア軍仕様
リミテッドエディション

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 スピットファイア Mk.Ⅷ プロフィパック

1/48 Bf109G-10 エルラ 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 Bf109G-10 エルラ プロフィパック
・5種類のデカール(ドイツ x 4、イタリア x 1)

・エッチングパーツ&塗装マスクシール

付属

⇐ 1/144 P-51D スーパー44
※インジェクションパーツはプラッツ製

・4種類のWW.Ⅱ時米軍デカール

・塗装マスクシール

付属

⇓ 1/72 MiG-21MF 迎撃機型

ウィークエンドエディション

・2種デカール(チェコ & ソ連 x 各1)入り

⇑ 1/48 アンリオHD.1 イタリア軍仕様

リミテッドエディション
※数量限定生産品

・6種類のWW.Ⅰ時イタリア軍デカール

・エッチングパーツ&塗装マスクシール

付属

⇑ 1/48 スピットファイアMk.Ⅷ プロフィパック (再入荷)
・6種類のデカール(イギリス x 4、米軍 & オーストラリア x 各1)

・エッチングパーツ&塗装マスクシール

付属

再入荷



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU632141 8591437546763 ¥1,500

EDU632142 8591437546770 ¥2,000

EDU632143 8591437546787 ¥1,500

EDU648535 8591437546848 ¥2,000

EDU648541 8591437546855 ¥1,000

EDU672223 8591437546862 ¥1,500

EDU672224 8591437546879 ¥1,500

EDU672229 8591437546886 ¥900

EDU672230 8591437546893 ¥1,000

EDU672231 8591437546909 ¥900

EDU672232 8591437546916 ¥1,500

1/32 AIM-9M/L サイドワインダーミサイル (4個入り)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/72 ブラックバーン バッカニア S.2C ホイール
(エアフィックス用)

1/72 アブロ シャクルトン MR.3 ホイール (レベル用)

1/72 MiG-21PF/PFM アフターバーナー
(エデュアルド用)

1/48 ミラージュⅢC ホイール (エデュアルド用)

1/32 AIM-7M スパローミサイル (4個入り)

御注文締切     月    日(    )
問屋様名

1/32 P-40N ホイール (トランぺッター用)

1/48 F-14D 射出座席 (AMK用) (2個入り)

1/72 フォッカーD.ⅦF BMW Ⅲaエンジン
(エデュアルド用)

1/72 MiG-21PFM ホイール (エデュアルド用)

1/72 フォッカーD.Ⅶ (OAW) メルセデスD.Ⅲエンジン
(エデュアルド用)
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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。

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
644038

8591437546824 ¥3,900

EDU
644039

8591437546831 ¥3,900

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU644034 8591437546794 ¥1,300

EDU644035 8591437546800 ¥1,300

EDU644036 8591437546817 ¥2,000

■｢ルックプラス｣：レジン製塗装済み塗装済計器盤 w/ステンレス製シートベルト&レジン製パーツのセット ・キットのパー
ツと置き換えるだけです。

1/48 テンペストMk.Ⅴ ｢ルックプラス｣ 計器盤w/後期型
ホイールセット (エデュアルド用)  内容：644006 ｢ルック｣
計器盤/シートベルト、648418 排気管、648421 後期型
ホイール、 EX628 両面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¥4,500(税抜定価)が\3,900に。
¥600お得です。

製品名

                    ご予約承ります                2019.12.18

御注文締切     月    日(    )

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

■｢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 F-104J ｢ルック｣計器盤 (エデュアルド/ハセガワ用)

1/48 F-104J ｢ルック｣計器盤 (キネティック用)

                      エデュアルド 2020年2月入荷新製品・ご案内   3/6

問屋様名

1/48 テンペストMk.Ⅴ ｢ルックプラス｣ 計器盤w/ 初期型
ホイールセット (エデュアルド用)  内容：644006 ｢ルック｣
計器盤/シートベルト、648418 排気管、648420 初期型
ホイール、 EX628 両面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¥4,500(税抜定価)が\3,900に。
¥600お得です。

1/48 B-17G ｢ルック｣計器盤 (HKモデル用)

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

EDU644038 EDU644039

EDU644034 EDU644035



 

EDU
BIG72153

8591437546992 ¥4,700

EDU
BIG72154

8591437547005 ¥6,300

EDU
BIG49241

8591437546961 ¥4,000

EDU
BIG49242

8591437546978 ¥4,000

EDU
BIG33112

8591437546954 ¥3,400

EDU
BIG5353

8591437546985 ¥9,500

品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDUD48040 8591437546923 ¥1,000

EDUD48041 8591437546930 ¥1,000

EDUD48042 8591437546947 ¥1,000
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1/48 Bf109G-10 エルラ 国籍マークデカール (エデュアルド用)

1/72 B-25C/D ビッグEDパーツセット (エアフィックス用) 内容：
72667 爆弾槽、73628 エッチング、CX507 塗装マスクシール
の3種入りのセットです。個別に揃えると合計¥6,900(税抜定価)
が\4,700に。¥2,200お得です。

1/72 アブロ シャクルトン MR.3 ビッグEDパーツセット
(レベル用) 内容：72693 ランディングフラップ、73690
エッチング、CX553 塗装マスクシールの3種入りのセットです。
個別に揃えると合計¥8,500(税抜定価)が\6,300に。¥2,200お得
です。

御注文締切     月    日(    )

製品名

1/48 Fw190A-2 国籍マークデカール (エデュアルド用)

1/48 Fw190A-3 国籍マークデカール (エデュアルド用)

1/32 P-40N ｢パート1｣ ビッグEDパーツセット
(トランぺッター用)  内容：32962 内装、33245 シートベルト、
JX246 塗装マスクシールの3種入りのセットです。個別に揃える
と合計¥5,200(税抜定価)が\3,400に。¥1,800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20～30％お買い得です。

1/48 F-104J ビッグEDパーツセッ ト (キネティック用) 内容：
491050 エッチング、FE1051 シートベルト、EX668 塗装マスク
シール、49103 リムーブ・ビフォア・フライトの4種入りのセット
です。個別に揃えると合計¥6,000(税抜定価)が\4,000に。
¥2,000お得です。

1/48 F-16C ブロック25 ビッグEDパーツセット (タミヤ用)
内容：491048 エッチング、FE1049 シートベルト、EX252 塗装
マスクシール、49103 リムーブ・ビフォア・フライトの4種入りの
セットです。個別に揃えると合計¥6,000(税抜定価)が\4,000に。
¥2,000お得です。

1/350 イギリス海軍 重巡洋艦 HMS コーンウォール ビッグED
パーツセット (トランぺッター用) 内容：53243 手すり、53244
エッチングパーツ、53246 英海軍旗の3種入りのセットです。
個別に揃えると合計¥13,300(税抜定価)が\9,500に。¥3,800
お得です。

貴店名 問屋様名

㈱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



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDU73699 8591437546558 ¥2,200

EDU481004 8591437546565 ¥3,900

EDU481005 8591437546572 ¥3,000

EDU481006 8591437546589 ¥2,000

EDU491061 8591437546596 ¥2,700

EDU491062 8591437546602 ¥2,900

EDU491063 8591437546619 ¥3,400

EDU32964 8591437546473 ¥3,900

EDU32965 8591437546480 ¥2,400

EDU36432 8591437546527 ¥2,400

EDU36433 8591437546534 ¥3,400

EDU53248 8591437546541 ¥5,300

品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDUSS699 8591437546671 ¥1,000

EDUSS700 8591437546688 ¥1,500

          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 Bf109G-10 エルラ エッチングパーツ (エデュアルド用)

1/32 Ar196A-3 エッチングパーツ (レベル用)

貴店名 問屋様名

1/72 MiG-21MF 迎撃機型 ズームエッチングパーツ
(エデュアルド用)

                    ご予約承ります                2019.12.18
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1/48 F4F-3 エッチングパーツ (ホビーボス用)

1/72 Yak-1b エッチングパーツ (アルマホビー用)

御注文締切     月    日(    )

1/48 B-17G 機首内装エッチングパーツ (HKモデル用)

1/35 米陸軍 1/4トン ユーティリティトラックw/トレーラー
エッチングパーツ (タコム用)

1/32 Fw190F-8 エッチングパーツ (レベル用)

1/72 PT-579/588 エッチングパーツ (レベル用)

1/72 Yak-1b ズームエッチングパーツ (アルマホビー用)

                           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

1/35 38(t) 軽戦車E/F エッチングパーツ (タミヤ用)

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 B-17G 胴体中央部エッチングパーツ (HKモデルズ用)

1/48 B-26B 爆弾槽エッチングパーツ (ICM用)

1/48 B-17G エンジンエッチングパーツ (HKモデル用)

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



品番 JAN Code 本体価格 御注文数

EDUSS701 8591437546695 ¥1,500

EDUFE1063 8591437546640 ¥2,000

EDUFE1064 8591437546657 ¥900

EDUFE1065 8591437546664 ¥900

EDU33247 8591437546497 ¥2,400

EDU33248 8591437546503 ¥1,200

EDU33249 8591437546510 ¥1,500

 

EDUCX560 8591437546381 ¥900

EDUEX680 8591437546398 ¥1,300

EDUEX681 8591437546404 ¥1,800

EDUEX682 8591437546411 ¥1,200

EDUEX683 8591437546428 ¥1,000

EDUEX684 8591437546435 ¥1,000

EDUJX248 8591437546442 ¥1,800

EDUJX249 8591437546459 ¥2,200

EDUXT218 8591437546466 ¥900

1/32 Fw190F-8 ズームエッチングパーツ (レベル用)

1/48 F4F-3 ズームエッチングパーツ (ホビーボス用)

1/48 F4F-3 シートベルト (ステンレス製) (ホビーボス用)

1/48 F6F-5 シートベルト (ステンレス製) (エデュアルド用)

1/32 Ar196A-3 ズームエッチングパーツ (レベル用)

1/32 Ar196A-3 シートベルト (ステンレス製) (レベル用)

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

御注文締切     月    日(    )

1/48 Bf109C 塗装マスクシール (モデルズビット用)

1/48 Re.2005 塗装マスクシール (ソード用)

1/35 HH-60G 塗装マスクシール (キティーホーク用)

1/35 HH-60G ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(キティーホーク用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/35 38(t) 軽戦車E/F型 塗装マスクシール (タミヤ用)

1/72 Yak-1b 塗装マスクシール (アルマホビー用)

1/48 UH-1N 塗装マスクシール (キティーホーク用)

1/48 UH-1N ｢Tフェース｣ 両面塗装マスクシール
(キティーホーク用)

1/48 F6F-3 塗装マスクシール (エデュアルド用)

          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

1/72 MiG-21MF 戦闘攻撃機型 ズームエッチングパーツ
(エデュアルド用)
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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


