
品番 品名 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

BRAR48348 4589913295971 ¥3,300

NEW!

BRAR48424 4589913295988 ¥1,800

NEW!

BRAR48345 4589913254046 ¥4,100

再生産品

ご予約承ります 4月入荷予定 2020.03.11

         バラクーダスタジオ新製品・従来品のご案内  1/4

1/48 シーフューリー 主脚格納庫
(エアフィックス用)

1/48 ホーカーテンペスト エルロン ＆
エレベーターセット (エデュアルド用)

1/48 シーフューリー 真鍮製着陸装置
(初期型) (エアフィックス用)

ご注文締切日     月     日 (    )
貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

アメリカのバラクーダスタジオから1/48・1/24スケール新商品4点、再生産品1点、

と従来品12点、計17点のご案内です。

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

セールスポイント：

・真鍮製主脚と主脚アクチュエータ、

尾脚のセットです

・レジン製の尾輪とアップロックフック

等が付属

・キットのパーツに比べてディテール

がより精密です

・ホワイトメタルと比べ強度の高い真

鍮製です

・別ページでご案内のBRAR48343と

48344のレジン製ホイールにピッタリ

フィットします

※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。

新 BRAR48348

新

BRAR48345

BRAR48424

再生産品

セールスポイント：

・主脚格納庫の本来の深さとディテー

ルを再現しています

・キットパーツの加工は最低限で済む

よう設計されているセットです

セールスポイント：

・キットのパーツにヒケが

あった場合、それを修整し

ようとすると表面のディ

テールがなくなっていまう

ことがあります。このパー

ツはキットのパーツと付け

替えるだけなので、パーツ

の加工が不要な優れモノ

です。



品番 品名 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

BRAR24412 4589913295995 ¥3,000
NEW!

BRAR24413 4589913296008 ¥3,000
NEW!

BRAR48347 4589913254053 ¥3,900

再入荷
1/48 シーフューリー コックピットセット
(エアフィックス用)

ご注文締切日     月     日 (    )

ご予約承ります 4月入荷予定
         バラクーダスタジオ新製品・従来品のご案内  2/4

2020.03.11

1/24 F6F ヘルキャットホイール
(ダイアモンド トレッド) (エアフィックス用)

1/24 F6F ヘルキャットホイール
(十字トレッド) (エアフィックス用)

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

セールスポイント：

・実機同様ホイールのスポークとスポークの間が抜けています。※バリ取りなど整形の必要はあります。

・クロストレッドは当時米海軍の一般的なタイプ、十字トレッドはイギリス艦隊航空隊でよく使われていました。

セールスポイント：

・キットのパーツに比べ、より実機

に近いディテールになっています

・キットパーツには含まれていな

い照準器とコンパスが付属

・計器盤用デカール付属

・2種類の操縦席&ヘッドレスト

が付属
BRAR48347

※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。

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

BRAR24412 BRAR24413

新 新



品番 品名 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

BRAR48343 4589913254022 ¥1,500

再入荷

BRAR48344 4589913254039 ¥1,500

再入荷

BRAR48349 4589913283152 ¥3,300

再入荷

BRAR48350 4589913260283 ¥3,100

再入荷

ご予約承ります 4月入荷予定

㈱ビーバーコーポレーション

         バラクーダスタジオ新製品・従来品のご案内  3/4

貴店名 問屋様名

ご注文締切日     月     日 (    )

2020.03.11

1/48 シーフューリー ホイール
(ダイヤモンド トレッドタイヤ)

1/48 シーフューリー ホイール
(ブロック トレッドタイヤ)

1/48 シーフューリー エンジン ＆
プロペラスピナー (エアフィックス用)

1/48 ホーカー シーフュリー カウリング
修整セット (エアフィックス用)

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

BRAR48343 BRAR48344

※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。

BRAR48349

セールスポイント：

キットのパーツより精密なディテールのエンジンと、形を

修整したスピナーのセットです。キットのパーツと入れ

替えるだけの使いやすいセットです。

セールスポイント：

・カウルファスナーの形状と位置がより実機に近くなっています。

・排気管ガードは実物のように薄くシャープに成型されています。

・排気管はパイプ状で開口されています。

BRAR48350



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

BRAR48397 4589913270022 ¥1,500
再入荷

BRAR48398 4589913270039 ¥1,300
再入荷

BRAR48399 4589913270046 ¥1,800
再入荷

BRAR48401 4589913270053 ¥1,800
再入荷

BRAR48402 4589913270084 ¥1,800
再入荷

BRAR48403 4589913270060 ¥1,800
再入荷

BRAR48404 4589913270077 ¥1,800
再入荷

1/48 ホーカー テンペスト 操縦席
(ベルトモールド付き) (エデュアルド用)

品名

ご予約承ります 4月入荷予定 2020.03.11

         バラクーダスタジオ新製品・従来品のご案内  4/4

1/48 ホーカー テンペストⅤ、Ⅵ 排気管
(エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペストⅤ 修整
デ・ハビランド スピナー (エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペストⅤ修整
ラジエーター/インテーク (エデュアルド用)

1/48 ホーカー テンペスト シリーズ1
ホイール

1/48 ホーカー テンペスト 後期型
ホイール (スムーズ トレッド)

1/48 ホーカー テンペスト 後期型
ホイール (ブロック トレッド)

貴店名 問屋様名

ご注文締切日     月     日 (    )

㈱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

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。

BRAR48401

BRAR48403 BRAR48404

BRAR48399

BRAR48398

BRAR48402

BRAR48397
スピナーとブレード穴の

大きさと形状がより実物に

近くなっています。

※BRAR48397、48398、48399には1/48 テンペスト本体は含

まれていません（画像のベージュ色のパーツが商品です）。

キットには含まれていないインテー

クシュラウドが入ったセットです。

トロピカルフィルターは別パーツに

なっています。


