
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU2131 8591437552863 ¥4,800

EDU82151 8591437552856 ¥5,400

EDU11141 8591437552849 ¥10,200

㈱ビーバーコーポレーション

1/48 スピットファイア Mk.Ⅰa プロフィパック

                    ご予約承ります                2020.08.18

貴店名 問屋様名
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1/48 MiG-19 リミテッドエディション

御注文締切     月    日(    )

製品名

■プラスチックモデルキット

1/72 LET Z-37A "チメラック" 農業機
デュアルコンボ リミテッドエディション

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

⇐ 1/48 スピットファイアMk.Ⅰa プロフィパック
・バトル・オブ・ブリテンに参加した機体を中心に

した7種類のデカール

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

付属

1/72 LET Z-37A "チメラック" 農業機

デュアルコンボ リミテッドエディション ⇒
・ヨーロッパで広く使われているチェコ製農業機です

・2機セット

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

・レジン製のパイロットフィギュア1体

・12種類デカール

付属

1/48 MiG-19 リミテッドエディション⇒
・インジェクションパーツはトランぺッター製

・MiG-19S & MiG-19PM用パーツが付属、どちらかを

選択して1機作ることができます

・5種MiG-19S (チェコスロバキア x 3、イラクとエジプト

x 各1) & 3種MiG-19PM (ソ連 x 1、チェコスロバキア

x 2)デカール付属

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

・エデュアルド製レジンホイール & 銃身パーツ

完全新金型キット



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU648558 8591437552924 ¥1,600

EDU648561 8591437552931 ¥1,000

EDU648564 8591437552948 ¥1,600

EDU648565 8591437552955 ¥1,000

EDU648567 8591437552962 ¥1,000

EDU648592 8591437552979 ¥1,000

EDU648593 8591437552986 ¥1,600

EDU648594 8591437552993 ¥1,000

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU644040 8591437552894 ¥2,000

EDU644068 8591437552900 ¥1,400

EDU644069 8591437552917 ¥1,400

御注文締切     月    日(    )
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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

1/48 SUU-30B クラスター爆弾 (初期型) (4個入り)

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/48 RS-2U ｢アルカリ｣ 空対空ミサイル (4個入り)

1/48 MiG-19 着陸装置カバー (エデュアルド/トランぺッター用)

1/48 F-14A ｢ルック｣計器盤 (タミヤ用)

1/48 MiG-19S ｢ルック｣計器盤
(エデュアルド/トランぺッター用)

1/48 MiG-19PM ｢ルック｣計器盤
(エデュアルド/トランぺッター用)

問屋様名

1/48 GBU-54 500ポンドレーザーJDAM (空軍型) (4個入り)

1/48 WW.Ⅱ 米軍 1000ポンド航空爆弾 (2個入り)

1/48 SUU-25 フレアディスペンサー (1個入り)

1/48 BDU-33 & Mk.76 練習用爆弾 (各6個入り)

1/48 MiG-19 ホイール (エデュアルド/トランぺッター用)

製品名

■｢ルック｣シリーズ：レジン製塗装済計器盤にステンレス製シートベルトが同梱したセットです ・計器盤は塗装済のレジン製です ・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付属しています

                    ご予約承ります                2020.08.18
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

EDUD48062 8591437553006 ¥1,600

EDUD48063 8591437553013 ¥1,600

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
644071

8591437553082 ¥4,000

EDU
644072

8591437553099 ¥2,700

 

EDU
BIG33118

8591437553020 ¥4,400

EDU
BIG33119

8591437553037 ¥7,800

                    ご予約承ります                2020.08.18
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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。

1/32 シーグラディエーター ビッグEDパーツセット (ICM用)
内容：32969 エッチング、33257 シートベルト、JX255 塗装
マスクシールの3種入りセットです。個別に揃えると合計
¥6,400(税抜定価)が\4,400に。¥2,000お得です。

1/48 タイガーモス ｢ルックプラス｣計器盤 w/パーツセット
(エアフィックス用) 内容：644062 ｢ルック｣計器盤/シートベルト、
648556 ホイール、EX691 塗装マスク シールの3種入りセット
です。個別に揃えると合計¥3,400(税抜定価)が\2,700に。¥700
お得です。

■｢ルックプラス｣：レジン製塗装済み塗装済計器盤にステンレス製シートベルトとレジン製パーツが同梱したセットです
・キットのパーツと置き換えるだけです。

製品名

1/48 Il-2 シュトルモビク ｢ルックプラス｣計器盤 w/パーツセット
(タミヤ用) 内容：644042 ｢ルック｣計器盤/シートベルト、648072
ホイール、648588 排気管、EX703 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 ¥4,700(税抜定価)が\4,000
に。¥700お得です。

製品名

1/48 Bf109E ｢アドラーアングリフ作戦：エクスペルテン｣
(エデュアルド用)

1/48 Bf109E ｢アドラーアングリフ作戦：熟練者｣
(エデュアルド用)

御注文締切     月    日(    )
貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/32 A-26B インベーダー ｢パートⅠ」 ビッグEDパーツセット
(ホビーボス用) 内容：32970 コックピット内装、33259 シート
ベルト、32972 後部内装の3種入りのセットです。個別に
揃えると合計¥10,200(税抜定価)が\7,800に。¥2,400お得です。

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

EDU644071 EDU644072

EDUD48062 EDUD48063

どちらも国籍

マーク

は1機分の

み含まれて

います



 

EDU
BIG33120

8591437553044 ¥9,200

EDU
BIG3599

8591437553051 ¥4,800

EDU
BIG49266

8591437553068 ¥11,600

EDU
BIG72160

8591437553075 ¥4,600

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU32455 8591437552603 ¥3,000

EDU32456 8591437552610 ¥4,000

EDU32457 8591437552627 ¥4,000

EDU32974 8591437552634 ¥2,700

EDU36450 8591437552665 ¥2,400

EDU481031 8591437552672 ¥3,000

EDU481032 8591437552689 ¥3,000

EDU481033 8591437552696 ¥2,000

EDU491121 8591437552702 ¥2,700

EDU53260 8591437552719 ¥7,100

                           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

                    ご予約承ります                2020.08.18
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1/32 P-40E 外装エッチングパーツ (トランぺッター用)

1/32 P-40E ガンベイ エッチングパーツ (トランぺッター用)

1/32 P-40E ランディングフラップ (トランぺッター用)

1/32 P-40E 内装エッチングパーツ (トランぺッター用)

1/35 M4A2 エッチングパーツ (ズべズダ用)

1/48 MiG-19S アップグレードエッチングパーツ
(エデュアルド/トランぺッター用)

1/48 MiG-19PM アップグレードエッチングパーツ
(エデュアルド/トランぺッター用)

1/48 Bf110E 外装エッチングパーツ (ドラゴン用)

問屋様名
御注文締切     月    日(    )

1/48 Bf110E 内装エッチングパーツ (ドラゴン用)

1/350 ドイツ海軍 戦艦ビスマルク パート2 エッチングパーツ
(トランぺッター用)

貴店名

㈱ビーバーコーポレーション

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。

1/32 A-26B インベーダー ｢パートⅡ｣ ビッグEDパーツセット
(ホビーボス用) 内容：32453 着陸装置、32454 爆弾槽、JX256
塗装マスクシールの3種入りセットです。個別に揃えると合計
¥12,700(税抜定価)が\9,200に。¥3,500お得です。

1/48 Do217J-1/2 ビッグEDパーツセッ ト (ICM用) 内容：
481024 外装、481025 ランディングフラップ、481027 着陸
装置、491110 エッチングパーツ、FE1111 シートベルト、EX704
塗装マスク シールの6種入りセットです。個別に揃えると合計
¥14,700(税抜定価)が\11,600に。¥3,100お得です。

1/72 F-14A ビッグEDパーツセット (グレートウォール用)
内容：73715 エッチング、SS719 F.O.D.、73044 リムーブ・
ビフォア・フライト、CX577 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¥6,600(税抜定価)が\4,600に。¥2,000
お得です。

1/35 ドイツⅣ号突撃戦車 ブルムベア ビッグEDパーツセット
(アカデミー用) 内容：36448 エッチング、36449 シュルツェン、
XT226 塗装マスクシールの3種入りセットです。個別に
揃えると合計¥6,800(税抜定価)が\4,800に。¥2,000お得です。

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

EDU53261 8591437552726 ¥1,600

EDU72706 8591437552733 ¥2,700

EDU72710 8591437552740 ¥2,000

EDU73716 8591437552757 ¥2,400

EDU73722 8591437552764 ¥2,900

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU33263 8591437552641 ¥2,000

EDU33264 8591437552658 ¥1,200

EDUFE1121 8591437552771 ¥1,600

EDUFE1122 8591437552788 ¥1,200

EDUFE1123 8591437552795 ¥1,000

EDUSS716 8591437552801 ¥1,600

EDUSS722 8591437552818 ¥1,600

EDUCX584 8591437552528 ¥1,400

EDUEX721 8591437552535 ¥1,000

EDUEX722 8591437552542 ¥1,600

EDUEX723 8591437552559 ¥2,000

EDUEX724 8591437552566 ¥1,600

EDUEX725 8591437552573 ¥1,600

EDUJX260 8591437552580 ¥1,400

EDUJX261 8591437552597 ¥2,000

1/72 Ju88A-1 塗装マスクシール (レベル用)

          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

1/32 P-40E ズームエッチングパーツ (トランぺッター用)

製品名

1/350 ドイツ海軍 戦艦ビスマルク 旗 (ステンレス製)
(トランぺッター用)

1/72 B-25B エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 Ju88A-1 内装エッチングパーツ (レベル用)

1/72 B-25B 爆弾槽 エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 Ju88A-1 外装エッチングパーツ (レベル用)
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㈱ビーバーコーポレーション

御注文締切     月    日(    )

1/48 BF110E シートベルト (ステンレス製) (ドラゴン用)

貴店名 問屋様名

                    ご予約承ります                2020.08.18

1/72 B-25B ズームエッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 Ju88A-1 ズームエッチングパーツ (レベル用)

1/48 Bf110E 塗装マスクシール (ドラゴン用)

1/48 Bf110E ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール (ドラゴン用)

1/32 P-40E ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール
(トランぺッター用)

カット済の樹脂製塗装用マスキングシール

1/32 P-40E シートベルト (ステンレス製) (トランぺッター用)

1/48 MiG-19 シートベルト (ステンレス製)
(エデュアルド/トランペッター用)

1/48 Fw190A-5 塗装マスクシール (エデュアルド用)

1/48 Bf110E ズームエッチングパーツ (ドラゴン用)

1/48 Fw190A-5 ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール
(エデュアルド用)

1/48 MiG-19 ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール
(エデュアルド/トランぺッター用)

1/32 P-40E 塗装マスクシール (トランぺッター用)

                           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。

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


