
品番
税抜

小売価格
御注文(個)

EDU
49095

¥2,000

EDU
644004

¥1,300

EDU
648247

¥900

EDU
648261

¥900

EDU
648265

¥1,300

EDU
648309

¥2,200

EDU
648422

¥3,900

EDU
648441

¥4,300

EDU
EX608

¥900

EDU
EX609

¥1,000

EDU
672218

¥900

1/48 Bf109G ドロップタンク & ラック

1/48 Bf109G ブロンズ製脚柱
(エデュアルド用)

1/48 Bf109G-10 コックピットセット
(エデュアルド用)

1/48 Bf109G-10 ｢Tフェース｣両面塗装
マスクシール (エデュアルド用)

8591437508648

8591437529711
1/48 Bf109G-10 塗装マスクシール
(エデュアルド用)

1/72 MiG-21PF プロフィパック

ご予約承ります 4月再入荷予定

品名 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ

                 エデュアルド従来品のご案内    1/3

2020.02.25

1/48 Bf109G-10 MTT レーゲンスブルク工場生産
ウィークエンドエディション

8591437507702

㈱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

8591437531462

8591437529728

1/48 WW.Ⅱ 独空軍シートベルト
(ステンレス製)

1/48 Bf109G 排気管 (エデュアルド用)

1/48 Bf109G-6 ホイール

8591437507344

8591437509164

8591437518333

8591437532896
1/48 Bf109G-10 ｢ルック｣計器盤
(エデュアルド用)

85914375363061/48 Bf109G-10 エンジン (エデュアルド用)

1/72 MiG-21 F.O.D. (エデュアルド用) 8591437538881

エデュアルド4月発売予定新商品用のエッチングパーツ、レジン製パーツと塗装

マスキングシールが4月に再入荷します。この機会に是非ご検討お願い致します。

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が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



品番
税抜

小売価格
御注文(個)

EDU
EX628

¥1,500

EDU
48976

¥2,400

EDU
48977

¥2,900

EDU
FE943

¥900

EDU
644006

¥1,300

EDU
648416

¥4,300

EDU
648417

¥4,700

EDU
648418

¥700

EDU
648419

¥2,400

EDU
648420

¥1,000

EDU
648421

¥1,000

EDU
648446

¥2,400

EDU
648450

¥1,300

EDU
648499

¥600

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ ホイール
(後期型、4スポークタイプ) (エデュアルド用)

8591437534548

ＪＡＮ Ｃｏｄｅ

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ インテーク
(エデュアルド用)

8591437542840

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ アップ
グレード エッチングパーツ (エデュアルド用)

8591437534159

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ
ランディングフラップ (エデュアルド用)

8591437534166

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ シートベルト
(ステンレス製) (エデュアルド用)

1/48 テンペストMk.Ⅴ用 RP3 60ポンド航空
ロケット弾 (8個入り)  (エデュアルド用)

8591437535804

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ エンジン
(エデュアルド用)

8591437537112

㈱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

ご予約承ります 4月再入荷予定 2020.02.25

                  エデュアルド 従来品のご案内   2/3
品名

1/48 テンペスト Mk.Ⅴ シリーズ2 ウィークエンドエディション

8591437535767
1/48 テンペストMk.Ⅴ ブロンズ製主脚 w/
主脚カバー (エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ ｢ルック｣
計器盤 (エデュアルド用)

8591437534494

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ コックピット
(エデュアルド用)

8591437534500

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ 排気管
(エデュアルド用)

8591437534517

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ ガンベイ
(エデュアルド用)

8591437534524

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ ホイール
(初期型、5スポークタイプ) (エデュアルド用)

8591437534531

1/48 ホーカー テンペストMk.Ⅴ ｢Tフェース｣
両面塗装マスクシール (エデュアルド用)

8591437534074

8591437534364

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が変更になる場合がございます。予めご了承ください。



品番
税抜

小売価格
御注文(個)

EDU
648500

¥600

EDU
BIG49212

¥5,300

EDU
SIN64855

¥6,300

EDU
SIN64856

¥6,300

EDU
SIN64858

¥8,500

EDU
644038

¥3,900

EDU
644039

¥3,900

ご予約承ります 4月再入荷予定

8591437538102

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

8591437542857

1/48 テンペストMk.Ⅴ ビッグEDパーツセット
(エデュアルド用) 内容：48976 アップグレードパーツ、
48977 ランディングフラップ、FE943 シートベルト、
EX628 両面塗装マスクシールの4種入りセットです。
個別に揃えると合計¥7,700(税抜定価)が\5,300に。
¥2,400お得です。

8591437535842

2020.02.25
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品名 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ

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。

8591437546824

1/48 テンペストMk.Ⅴ w/初期型ホイール
エッセンシャルパーツセット (エデュアルド用) 内容：
648416 コックピット、48977 ランディングフラップ、
648418 排気管、648420 ホイール(初期型)の4種入り
のセットです。個別に揃えると合計 ¥8,900 (税抜定価)
が\6,300に。¥2,600お得です。

8591437535897

1/48 テンペストMk.Ⅴ w/後期型ホイール
エッセンシャルパーツセット (エデュアルド用) 内容：
648416 コックピット、48977 ランディングフラップ、
648418 排気管、648421 ホイール(後期型)の4種入り
のセットです。個別に揃えると合計 ¥8,900 (税抜定価)
が\6,300に。¥2,600お得です。

8591437535903

1/48 テンペストMK.Ⅴ アドバンスドパーツセット
(エデュアルド用) 内容：648417 エンジン、648419
ガンベイ、648446 ブロンズ製主脚w/カバー、648450
RP-3ロケット弾の4種入りのセットです。個別に揃える
と合計 ¥10,800 (税抜定価) が\8,500に。¥2,300お得
です。

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 テンペスト Mk.Ⅴ シリーズ2 ウィークエンドエディション

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。

8591437546831

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が変更になる場合がございます。予めご了承ください。


