
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

DSP
ST-A3.0

4589913361584 ¥6,900

DSP
MT-C  

6970845560028 ¥11,800

ご予約承ります 10～11月入荷予定

品名

片刃ニッパー

           ディスペイ新製品のご案内          1/5

サークルカッター

2020.09.25

(株)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

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。

⇑片刃構造で切断面がきれいな模型専用ニッパーです。力

の入れすぎで刃が折れるのを防ぐ「刃折れ防止ストッパー」

と刃が開きすぎるのを防ぐ「開きすぎ防止ピン」を採用してい

ます。調整用工具とレザー製先端保護ケース、クリーニング

クロスが付属。

⇓ 付属の30°、45°、60°の角度の付いた3種類の刃を使い分

けることで、異なる厚さの紙やマスキングテープ、厚さ0.4mm以

下のプラ板などを最小1mmから最大50mmまで簡単に丸く切り抜

くことができます。本体はアルミ合金製で六角レンチが付属。DSPST-A3.0

DSPMT-C 

中国の工具メーカー「DSPIAE（ディスペイ）」製品の取扱いを開始いたします。「DSPIAE」のDは

Dream、SはStrive（努力）、PはPerfection、IはInnovation、AはAdvance、EはExcellentを表して

います。「ディスペイ」ブランドは工具市場に革新性をもたらすべく2016年に設立され、これまで

様々な高品質/高精度の工具を市場に送り出してきました。この機会に是非導入のご検討を

お願いいたします。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

DSP
MT-CL

6970845560172 ¥2,200

DSP
AT-PB

6970845560295 ¥13,400

DSP
AT-R

6970845560035 ¥10,200

DSP
AT-RS

6970845566983 ¥5,200

貴店名 問屋様名

(株)ビーバーコーポレーション

エッチングパーツベンダー

ツールラック

エッチングパーツ用ローラーセット

ご注文締切     月     日(    )

ご予約承ります 10～11月入荷予定 2020.09.25
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品名

サークルカッター用ロケーター

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。

⇐ 半透明の「ロケーター」の

同心円状のモールドを丸く

切り抜きたい場所に合わせ

て置いてから、アルミ合金

製の「フィクサー」（固定具）

を「ロケーターの角に合わ

せ、「ロケーター」を取り除

いた場所に「DSPMT-C 

サークルカッター」を置いて

使用すれば、狙った場所を

確実に切り出すことができ

ます。

⇑ 140 x 100 x 83mmサイズのアルミ合金製

ツールラックです。適度な重量（638g）と底面

の滑り止めマットで工具を確実にホールドで

きます。

⇑ 直径4/6/8/10/12/16mmのステンレス製のローラー

をエッチングの上で往復して転がしたり、またアルミ合

金製のベースにエッチングを置いてローラーを押し付

けるなどの作業で簡単にエッチングシートに丸みつけ

ることができます。

⇑ エッチングの折り曲げ加工に必須な高

精度のベンダーです。エッチングを置く作

業テーブルはアルミ合金製とステンレス製

の2種が付属し、ベンディングプレートは透

明アクリル製の長/短2種が付属です。

DSPMT-CL DSPAT-PB

DSPAT-R DSPAT-RS



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

DSP
AT-HD

6970845560141 ¥3,900

DSP
AT-BS

6970845560189 ¥3,900

DSP
AT-AS

6970845560134 ¥1,800

DSP
MT-EC

6970845560288 ¥6,500

(株)ビーバーコーポレーション

サークルカッター (入門用)

ご注文締切     月     日(    )
貴店名 問屋様名
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品名

アルミ ハンドドリル

ビン転倒防止ベース

アルミ 三角スケール
(1:24 1:35 1:48 1:72 1:100 1:144)

ご予約承ります 10～11月入荷予定 2020.09.25

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。

⇐アルミ合金製の本体の底には

滑り止めマットが貼られていて、

本体中央の窪み（46 x 46mm）に

接着剤などのビンを置くことで、

ビンが倒れて内容物がこぼれる

ことを防ぎます。

⇑ 1:144 1:100 1:72 1:48 1:35 1:24の6種類の目盛

りが刻まれたアルミ合金製の三角スケールです。

長さ約320mm。

⇒ アルミ合金製の本体に45°の刃1種が付属

しています。最小1mm、最大46mmまでの円を

切り抜くことができます。

※DSPMT-CL「サークルカッター用ロケーター」

との併用はできません。

⇐ アルミ合金製のハンドドリルです。0.3～1.2mmのドリルビットと六角ドライバーが付属。DSPAT-HD

DSPAT-BS

DSPAT-AS

DSPMT-EC



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

DSP
AT-Z01

6970845560219 ¥1,200

DSP
AT-Z02

6970845560226 ¥1,200

DSP
DB-03

6970845560165 ¥1,100

DSP
KB-S

6970845560622 ¥1,700

貴店名 問屋様名

(株)ビーバーコーポレーション

ピンセット (先細)

ピンセット (先平)

タングステン ドリルビットセット
(0.3mm～1.2mm)

タングステン カービングニードル

ご注文締切     月     日(    )

ご予約承ります 10～11月入荷予定 2020.09.25
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品名

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。

⇓極小なパーツも確実にホールドできる高精度のステンレス製ピンセットです。精密模型の製作時に必須

なツールです。

DSPAT-Z01 DSPAT-Z02

DSPDB-03

⇑ タングステン製のドリルビット10本セットです。

※「DSPAT-HDアルミ合金ハンドドリル」には同じ

ものが最初から付属しています。

⇑ タングステン製のケガキ針です。

「DSPAT-TH クランプホルダーハンドル

（3.175mm）」との併用をお勧めします。

DSPKB-S

※長さ：123mm

※長さ：122mm



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

DSP
TS-01

6970845560639 ¥2,700

DSP
MT-CB

6970845560042 ¥1,000

DSP
AT-TH

6970845560646 ¥3,000

DSP
CS-PB01

6970845566105 ¥11,800

(株)ビーバーコーポレーション

プッシュ式ブローチコンビセット
(0.1、0.15、0.3、0.5、1.0mm)

ご注文締切     月     日(    )
貴店名 問屋様名
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品名

タングステン カービングナイフ

タングステンスチール替刃
(3種セット)

クランプホルダーハンドル
(3.175mm)

ご予約承ります 10～11月入荷予定 2020.09.25

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。

DSPAT-TH

DSPTS-01

DSPMT-CB

DSPCS-PB01

⇑ タングステン製のカービングナイフです。

「DSPAT-TH クランプホルダーハンドル

（3.175mm）」との併用をお勧めします。

⇐ 「DSPMT-C サークル

カッター」用の替刃です。

※DSPMT-Cには最初

から同じものが付属して

います。

⇑ 「DSPKB-S カービングニードル」や「DSPTS-01

カービングナイフ」などの軸径3.175mmのビットを取

り付けて使用するグリップです。

⇐ ⇓ 「DSPAT-TH クランプホルダーハンドル

（3.175mm）」に先端形状が異なる5種のビッ

トがセットになった商品です。


