
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0187 8592942101874 ¥3,400

NEW!

KPM0188 8592942101881 ¥3,400

NEW!

KPM0189 8592942101898 ¥3,400

NEW!

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切日     月     日 (    )

ご予約承ります 9月入荷予定

問屋様名

品名

2020.08.19

貴店名

1/72 MiG-19S ファーマーC
｢ワルシャワ条約加盟国｣

1/72 瀋陽 F-6A ｢初期型｣

1/72 MiG-19S/F-6 ファーマーC
｢アラブ諸国｣

              KPモデル新製品のご案内        1/4
チェコのKPモデルから1/72スケール新商品インジェクションキット12点と限定再生

産キット1点、計13点のご案内です。

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。

画像はメーカー

ウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

⇐ KPM0187
4種類のデカール(ソ連、ブルガリア、東ドイツ、

チェコスロヴァキア x 各1)が付属

KPM0188 ⇑
4種類のデカール(アラブ連合共和国 x 1、エジプト x 2、

シリア x 1)が付属

⇐ KPM0189
4種類のデカール(北ベトナム x 1、パキスタン x 2、

中華人民共和国 x 1)が付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0190 8592942101904 ¥2,700

NEW!

KPM0191 8592942101911 ¥2,700

NEW!

KPM0192 8592942101928 ¥2,700

NEW!

ご予約承ります 9月入荷予定 2020.08.19

              KPモデル新製品のご案内        2/4

品名

1/72 パイパー L-4 グラスホッパー
w/バズーカ砲

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 パイパー L-4 グラスホッパー
w/ブロディフック

1/72 パイパー L-4 グラスホッパー
w/フロート

ご注文締切日     月     日 (    )
貴店名 問屋様名

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。

画像はメーカー

ウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

KPM0190 ⇒
・新規バズーカ砲パーツ

・3種類の第二次世界大戦時米陸軍デカール

付属

KPM0191 ⇑
・新規パーツの戦車揚陸艦に離着艦用「ブロディフック」

・硫黄島戦に参加した機体を始め3種類の米軍機デカール

付属

KPM0192 ⇒
・新規フロートパーツ

・3種類のデカール（米海軍 x 1、米民間航空パトロール x 2）

が付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0202 8592942102024 ¥3,300

NEW!

KPM0203 8592942102031 ¥2,200

NEW!

KPM0204 8592942102048 ¥2,200

NEW!

ご予約承ります 9月入荷予定 2020.08.19

              KPモデル新製品のご案内        3/4

品名

1/72 MiG-21UM ｢アラブ諸国｣

1/72 Z-37A チメラック ｢映画スター｣

1/72 Z-37A チメラック ｢輸出型｣

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。

画像はメーカー

ウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

⇐ KPM0202
4種類のデカール（アルジェリア、イラク、

エジプト、リビアx 各１）が付属

KPM0203 ⇑
3種類の「映画スター」デカールが付属：「スイート・スイート・

ビレッジ(1985年)」、「ヒット(1980年)」、「雲の中の警報(1979

年)」に登場したチメラック

⇐ KPM0204 
4種類の海外デカール（イラク、ユーゴスラヴィア、

ウクライナ、インド x 各１）が付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0194 8592942101942 ¥3,100

NEW!

KPM0205 8592942102055 ¥3,100

NEW!

KPM0206 8592942102062 ¥3,100

NEW!

KPM0121 8592018101210 ¥3,100

再生産

ご予約承ります 9月入荷予定 2020.08.19

              KPモデル新製品のご案内        4/4

品名

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 アビア S-99 (C-10)

1/72 ラボーチキン La-5 (後期型)
｢スペシャルマーキング｣

1/72 ラボーチキン La-5F ｢後期型｣

1/72 スーパーマリン スピットファイア
Mk.Ⅴc  "マルタ上空の4丁機砲"

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。

画像はメーカー

ウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

KPM0194 ⇑
・3種類の大戦中期ソ連軍デカー付属

KPM0205 ⇑
・新金型による胴体パーツ

・3種類チェコスロバキア軍デカール

付属

KPM0121 ⇑
3種類のイギリス空軍デカー付属

KPM0206 ⇑
・新金型による胴体・キャノピーパーツ

・3種類の大戦末期ソ連軍デカール

付属


