
品番 バーコード
税抜

小売価格
御注文(個)

MKM
D72001

9788086637051 ☆¥3,900

MKM
D48001

9788086637068 ¥3,900

MKM
D72002

9788086637099 ¥3,900

MKM
D48002

9788086637105 ¥3,900

MKM
D72003

9788086637112 ☆¥3,900

MKM
D48003

9788086637129 ¥3,900

※☆は価格改定です

㈱ビーバーコーポレーション

ご予約承ります 6月入荷予定

貴店名 問屋様名

ご注文締切日     月     日 (     )

                マーク1書籍のご案内          1/4

イリューシン Il-10 カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

品名

2020.04.14

ビュッカー Bu131 カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

ビュッカー Bu131 カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

イリューシン Il-10 カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

アラドAr96 カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

アラドAr96 カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

チェコのマーク１から「ダズンセット：カラー & マーキング」従来刊22点のご案内です。

「ダズンセット」は12種類のマーキングが入っているデカールが付属した書籍で、実

機の細部を鮮明に写したカラー写真やその機体の現役時代の写真、モノクロのイ

ラストなどが多数収録されています。また付属しているデカールのマーキング機体

のカラーイラストも掲載されています。

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDF の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。

MKMD72001/48001 MKMD72002/48002 MKMD72003/48003



品番 バーコード
税抜

小売価格
御注文(個)

MKM
D72004

9788086637136 ¥3,900

MKM
D48004

9788086637143 ¥3,900

MKM
D72005

9788086637150 ¥3,900

MKM
D72006

9788086637174 ¥4,100

MKM
D144007

9788086637389 ¥3,900

MKM
D48007

9788086637228 ¥3,900
L-29 デルフィン カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

ご予約承ります 6月入荷予定 2020.04.14

                マーク1書籍のご案内          2/4

品名

Fi156 シュトルヒ カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

Fi156 シュトルヒ カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

MiG-17 カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

ユーロファイター EF-2000 カラー &
マーキングw/ 1/72デカール

L-29 デルフィン カラー & マーキング
w/ 1/144デカール

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切日     月     日 (     )

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDF の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 の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。

MKMD72004/48004 MKMD72005

MKMD72006 MKMD144007/48007



品番 バーコード
税抜

小売価格
御注文(個)

MKM
D72008

9788086637259 ¥4,100

MKM
D48008

9788086637266 ¥4,100

MKM
D32008

9788086637273 ¥4,700

MKM
D72010

9788086637303 ¥3,900

MKM
D48010

9788086637310 ¥3,900

Me210/Me410 カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

Me210/Me410 カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切日     月     日 (     )
貴店名 問屋様名

ご予約承ります 6月入荷予定 2020.04.14

ロッキード T-33 カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

ロッキード T-33 カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

ロッキード T-33 カラー & マーキング
w/ 1/32デカール

                マーク1書籍のご案内          3/4

品名

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDF の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 の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。

MKMD72008/48008/32008

MKMD72010/48010



品番 バーコード
税抜

小売価格
御注文(個)

MKM
D144011

9788086637341 ¥4,100

MKM
D72011

9788086637327 ¥4,100

MKM
D48011

9788086637334 ¥4,700

MKM
D144012

9788086637372 ¥4,100

MKM
D48013

9788086637402 ¥3,900

2020.04.14

                マーク1書籍のご案内          4/4

品名

フェアリー ソードフィッシュ カラー &
マーキングw/ 1/48デカール

ご予約承ります 6月入荷予定

パナビア トーネード カラー & マーキング
w/ 1/72デカール

パナビア トーネード カラー & マーキング
w/ 1/48デカール

JAS39 グリペン カラー & マーキング
w/ 1/144デカール

パナビア トーネード カラー & マーキング
w/ 1/144デカール

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

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDF の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 の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。

MKMD144011/72011/48011
MKMD144012

MKMD48013


