
品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM101 4589913294431 ☆¥800

PMM102 4589913294448 ☆¥800

PMM201 4589913294455 ☆¥1,100

PMM203 4589913294479 ☆¥900

PMM204 4589913294486 ☆¥900

※☆は価格改定です
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1/72 ヤコブレフ Yak-15
※3種類のソ連空軍
デカール付属

1/72 フォッカーD-ⅩⅩⅠ
ホイール付き
※2種類のデカール
(オランダ、フィンランド
x 各1)付属

貴店名 問屋様名

1/72 ノースロップ F-5B
フリーダムファイター
※3種類のデカール
(米空軍 x 1、トルコ軍
x 2)付属

1/72 ノースロップ F-5A
フリーダムファイター
※3種類のデカール
(米空軍 x 1、トルコ軍
x 2)付属

ご予約承ります 11～12月入荷予定    

品名

2020.10.05

1/72 スーパーマリン
スピットファイア Mk.Ⅴb/c
トロピカル
※3種類のデカール
(米軍、イギリス軍、トルコ
軍 x 各1)付属

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切     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

トルコの伝説的メーカー、PMモデルから従来商品の37点の価格改定と

再入荷のご案内です。この機会に是非ご検討をお願いします。

※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。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM205 4589913294493 ☆¥900

PMM206 4589913294509 ☆¥900

PMM207 4589913294516 ☆¥900

PMM208 4589913294523 ☆¥900

PMM209 4589913294462 ☆¥1,100

PMM210 4589913294530 ☆¥900

※☆は価格改定です
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1/72 ノースアメリカン
F-86E
｢ホワイト・スワンズ｣
※トルコ空軍アクロバット
チーム、｢ホワイト・スワン
ズ｣のデカール付属

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 ダッソー
ミラージュⅢ
※2種類のデカール
(パキスタン、南アフリカ
x 各1)付属

品名

1/72 ノースロップ T-38A
タロン
※3種類のデカール
(米空軍 x 1、トルコ軍
x 2)付属

1/72 フォッカーD-ⅩⅩⅠ
スキー付き
※2種類のデカール
(オランダ、フィンランド
x 各1)付属

1/72 ゴータ Go-229A1
※3種類のドイツ空軍
デカール付属

ご注文締切     月    日(    )

1/48 MBB SIAT 223
フラミンゴ
※5種類のデカール
(トルコ軍 x3、スイスエア
x2)付属

ご予約承ります 11～12月入荷予定    2020.10.05

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

※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。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM211 4589913294547 ☆¥900

PMM213 4589913294554 ☆¥900

PMM215 4589913294561 ☆¥1,100

PMM216 4589913294578 ☆¥900

PMM217 4589913294585 ☆¥900

PMM220 4589913294592 ☆¥900

※☆は価格改定です
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貴店名 問屋様名

2020.10.05

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 スーパーマリン
スピットファイアMk.Ⅴb
水上機
※1種類のイギリス空軍
デカール付属

1/72 メッサーシュミット
P.1111
※2種類のドイツ空軍
デカール付属

1/72 ゴータ Go-229 V7
※2種類のドイツ空軍
デカール付属

ご注文締切     月    日(    )

品名

1/72 ホーカー
シーフューリー FB.11
※3種類のデカール
(パキスタン、オーストラリ
ア、キューバ x 各1)付属

1/72 フォッケウルフ
Ta-183 フッケバイン
※2種類のドイツ空軍
デカール付属

1/72 DFS-194
※主翼用木目デカール
付属

ご予約承ります 11～12月入荷予定    

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。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM222 4589913294608 ☆¥1,000

PMM223 4589913294615 ☆¥900

PMM224 4589913294622 ☆¥900

PMM225 4589913294639 ☆¥1,000

PMM226 4589913294646 ☆¥1,000

PMM229 4589913294653 ☆¥1,000

※☆は価格改定です
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㈱ビーバーコーポレーション

1/72 リピッシュ P.13a
※複数種のドイツ空軍
デカール付属

1/72 IAI ダガー
※2種類のアルゼンチン
空軍デカール付属

1/96 マクドネル・ダグラス
F-4ファントムⅡ
｢ブラック・ファルコン｣
※1種類のトルコ空軍
デカール付属

品名

1/72 IAI ネシェル
※2種類のイスラエル空軍
デカール付属

1/72 メッサーシュミット
Me-328 V1/V2
※2種類の主翼パーツと
複数種のドイツ空軍
デカール付属

1/72 ノースロップF-5B
フリーダムファイター
｢アグレッサー｣
※3種類のデカール
(米空軍 x 1、トルコ軍
x 2)付属

貴店名 問屋様名

ご注文締切    月    日(    )

2020.10.05ご予約承ります 11～12月入荷予定    

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。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM301 4589913294660 ☆¥1,000

PMM303 4589913294677 ☆¥1,000

PMM304 4589913294684 ☆¥1,000

PMM305 4589913294691 ☆¥1,000

PMM306 4589913294707 ☆¥1,000

PMM307 4589913294714 ☆¥1,000

※☆は価格改定です
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2020.10.05

1/72 ビーチクラフト
D-18S
※1種類のトルコ軍
デカール付属

1/72 フォッケウルフ
Ta-154 ｢モスキトー｣
※1種類のドイツ空軍
デカール付属

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 ビーチクラフト
AT-11 ｢カンザン｣
※3種類のデカール
(米軍、トルコ軍、ブラジル
軍 x 各1)付属

1/72 ビーチ C-45
エクスペディター
※2種類のデカール
(米海軍、イギリス軍
x 各1)付属

1/72 海上自衛隊
SNB-4/5 ｢べにばと｣
※2種類の海上自衛隊
デカール付属

ご注文締切     月     日(    )

品名

1/72 ロッキード・
マーティン F-16
ファイティングファルコン
※3種類のトルコ軍
デカール付属

ご予約承ります 11～12月入荷予定    

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。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM401 4589913294721 ☆¥1,100

PMM402 4589913294738 ☆¥1,100

PMM403 4589913294745 ☆¥1,100

PMM501 4589913294752 ☆¥4,000

PMM502 4589913294769 ☆¥4,000

※☆は価格改定です

品名

1/72 スホーイ Su-15TM
｢フラゴン｣
※2種類のソ連空軍
デカール付属

貴店名 問屋様名

1/72 ノースアメリカン
F-100C
スーパーセイバー
※3種類のデカール
(米空軍 x 1、トルコ軍
x 2)付属

1/72 スホーイ Su-15UM
｢フラゴン-G｣
※2種類のデカール
(ソ連空軍、ウクライナ
空軍 x 各1)付属

ご注文締切     月     日(    )

          PMモデル従来商品のご案内 6/7
2020.10.05ご予約承ります 11～12月入荷予定    

1/48 セスナ172
｢メスカレロ｣練習機
※インジェクションパーツ
はミニクラフト製、3種類
のターキッシュエア
ラインズと1種類のトルコ
空軍デカール付属

1/48 パイパーL-21B
｢スーパーカブ｣
※インジェクションパーツ
はミニクラフト製、3種類
のデカール(米陸軍、
トルコ軍、海上自衛隊
x 各1)付属

㈱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

※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。



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

PMM503 4589913294776 ☆¥4,000

PMM504 4589913294783 ☆¥5,000

PMM601 4589913294790 ☆¥7,000

※☆は価格改定です

2020.10.05

品名

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

ご予約承ります 11～12月入荷予定    

1/144 737-400
※インジェクションパーツ
はミニクラフト製、3種類
のデカール(ジェットスター
パシフィック x 1、
ターキッシュエアラインズ
x 2)付属

1/72 ロッキード F-104G
｢スターファイター｣
※インジェクションパーツ
はレベル製、3種類の
トルコ空軍デカール付属

1/72 F-35A
｢ライトニングⅡ｣
※インジェクションパーツ
はイタレリ製、5種類の
トルコ空軍デカール付属

ご注文締切     月     日(    )
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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。


