
品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU11146 8591437554423 ¥10,400

EDU7097 8591437554416 ¥2,500

EDU84169 8591437554430 ¥3,000

                    ご予約承ります                2020.10.19

貴店名 問屋様名
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1/48 Bf109G-6/AS ウィークエンドエディション

御注文締切     月    日(    )

製品名

■プラスチックモデルキット

1/48 スピットファイアストーリー：タリホー！Mk.Ⅱa/b
デュアルコンボ リミテッドエディション

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 LET Z-37 "チメラック" 農業機 プロフィパック

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 スピットファイアストーリー：

タリホー！Mk.Ⅱa/b デュアル

コンボ リミテッドエディション
・7.7mm機銃8丁のMk.Ⅱaと20mm機関砲

2門、7.7mm機銃4丁のMk.Ⅱbが各1キット

入ったデュアルコンボセットです

・10種類デカール(Ⅱa x 7種、Ⅱb x 3種)付属

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

・インジェクション製イギリス空軍フィギュア

セット付属

⇑ 1/48 Bf109G-6/AS ウィークエンドエディション
・2種デカール付属

⇑ 1/72 LET Z-37 "チメラック" 農業機

プロフィパック
・6種類デカール(チェコ、スロバキア、ハンガリー、

ロシア、インド、東ドイツ x 各1)

・エッチングパーツ & 塗装マスクシール

付属

12月目玉商品！



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU632162 8591437554461 ¥2,300

EDU632163 8591437554478 ¥2,100

EDU648598 8591437554515 ¥1,600

EDU648600 8591437554522 ¥4,000

EDU648601 8591437554539 ¥1,600

EDU648602 8591437554546 ¥1,000

EDU672247 8591437554553 ¥900

EDU672251 8591437554560 ¥900

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU634021 8591437554485 ¥1,400

EDU644076 8591437554492 ¥1,400

EDU644077 8591437554508 ¥1,400
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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

1/32 Mk.20 ロックアイ クラスター爆弾 (6個入り)

                    ご予約承ります                2020.10.19

㈱ビーバーコーポレーション

貴店名

1/72 LET Z-37 ホイール (エデュアルド用)

1/72 ボーフォート Mk.Ⅰ ホイール (エアフィックス用)

1/32 Bf109E ｢ルック｣計器盤 (エデュアルド用)

1/48 Bf110C ｢ルック｣計器盤 (エデュアルド用)

1/48 Bf110D ｢ルック｣計器盤 (エデュアルド用)

問屋様名

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

1/48 F-6D マスタング コックピット (エデュアルド用)

1/32 AGM-45 シュライク 対レーダーミサイル (4個入り)

1/48 AN/ALE-41 チャフディスペンサー (2個入り)

1/48 Bf110C/D 無線機 (エデュアルド用)

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

御注文締切     月    日(    )

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

EDUD48066 8591437554577 ¥1,000

EDUD72026 8591437554584 ¥1,600

EDUD72027 8591437554591 ¥1,000

EDUD72028 8591437554607 ¥1,000

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
634022

8591437554669 ¥5,200

EDU
644078

8591437554676 ¥4,000

1/72 Mi-24V データーステンシル (チェコ語 ) (ズべズダ用)

1/72 Mi-24V データーステンシル (英語・ロシア語 )
(ズべズダ用)

1/48 F-14A ｢ルックプラス｣計器盤 w/初期型ホイールパーツ
セット (タミヤ用) 内容：644040 ｢ルック｣計器盤/シートベルト、
648304 ホイール、EX730 両面塗装マスク シールの3種入り
セットです。個別に揃えると合計 ¥4,700(税抜定価)が\4,000
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

1/32 P-40E ｢ルックプラス｣計器盤 w/パーツセット
(トランぺッター用) 内容：634020 ｢ルック｣計器盤/シートベルト、
632160 ホイール、632161 排気管、JX261 両面塗装マスク
シールの4種入りセットです。個別に揃えると合計 ¥5,900
(税抜定価)が\5,200に。¥700お得です。

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

                    ご予約承ります                2020.10.19
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製品名

1/48 Bf110 データーステンシルデカール (エデュアルド用)

1/72 Mi-24V ｢世界のハインド｣デカール (ズべズダ用)

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

5種類デカール(リビア、ポーランド、

アゼルバイジャン、クロアチア、

ソ連）付属。

EDUD72026

EDU634022 EDU644078



品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU
SIN64868

8591437554683 ¥5,900

 

EDU
BIG33122

8591437554614 ¥3,500

EDU
BIG33123

8591437554621 ¥8,900

EDU
BIG49271

8591437554638 ¥5,200

EDU
BIG5357

8591437554645 ¥10,400

EDU
BIG72162

8591437554652 ¥4,500

1/48 Bf110E ビッグEDパーツセット (ドラゴン用) 内容：481033
外装、491121 内装、FE1122 シートベルト、EX722 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¥7,500
(税抜定価)が\5,200に。¥2,300お得です。

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 P-40E ｢パートⅠ｣ ビッグEDパーツセット (トランぺッター
用) 内容：32974 内装、33264 シートベルト、JX260 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¥5,300
(税抜定価)が\3,500に。¥1,800お得です。

1/350 ドイツ海軍 戦艦ビスマルク ビッグEDパーツセット
(トランぺッター用) 内容：53259 パート1、53260 パート2、
53261 旗の3種入りセットです。個別に揃えると合計
¥14,100(税抜定価)が\10,400に。¥3,700お得です。

1/72 Ju88A-1 ビッグEDパーツセット (レベル用) 内容：72710
外装、73722 内装、CX584 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¥6,300(税抜定価)が\4,500に。
¥1,800お得です。

1/32 P-40E ｢パートⅡ｣ ビッグEDパーツセット (トランぺッター
用) 内容：32455 外装、32456 ガンベイ、32457 ランディング
フラップの3種入りセットです。個別に揃えると合計¥11,000
(税抜定価)が\8,900に。¥2,100お得です。

■ビッグシン：レジンパーツ+PE
パーツのセットです。個別にお買い
求めになるより約30％お買い得
です。

製品名

1/48 スピットファイア Mk.Ⅰ エッセンシャルパーツセット
(エデュアルド用) 内容：648578 コックピット、648579 ホイール、
648580 排気管、648589 ブロンズ製脚柱の4種入りセットです。
個別に揃えると合計 ¥8,100(税抜定価)が\5,900に。¥2,200
お得です。

貴店名

㈱ビーバーコーポレーション

問屋様名

                    ご予約承ります                2020.10.19
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御注文締切     月    日(    )

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

EDU32976 8591437554102 ¥4,500

EDU32977 8591437554119 ¥4,500

EDU32978 8591437554126 ¥2,500

EDU32979 8591437554133 ¥3,000

EDU36454 8591437554195 ¥2,500

EDU36455 8591437554201 ¥4,900

EDU36456 8591437554218 ¥3,100

EDU481038 8591437554270 ¥4,000

EDU481039 8591437554287 ¥3,500

EDU491132 8591437554294 ¥3,100

EDU491135 8591437554300 ¥3,000

EDU53264 8591437554225 ¥4,500

EDU72711 8591437554232 ¥3,000

EDU72712 8591437554249 ¥4,000

EDU73725 8591437554256 ¥3,000

EDU73726 8591437554263 ¥3,000

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDU33267 8591437554140 ¥2,800

EDU33268 8591437554157 ¥2,800

EDU33269 8591437554164 ¥2,300

1/48 HH-34J 貨物室内装エッチングパーツ (トランぺッター用)

1/48 S-2E 外装エッチングパーツ (キネティック用)

1/48 HH-34J エッチングパーツ (トランぺッター用)

1/48 S-2E 内装エッチングパーツ (キネティック用)

1/350 SMS フィリブス･ウニティス 手すり (トランぺッター用)

1/32 ミラージュ2000D/N シートベルト (ステンレス製)
(キティーホーク用)

㈱ビーバーコーポレーション

御注文締切     月    日(    )

製品名

1/32 ミラージュ2000D ズームエッチングパーツ
(キティーホーク用)

貴店名

          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。

1/72 ボーフォート Mk.Ⅰ エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/72 ホーク100シリーズ エッチングパーツ (エアフィックス用)

1/32 ミラージュ2000N エッチングパーツ (キティーホーク用)

1/32 フォッカーDr.Ⅰ エッチングパーツ (モンモデル用)

1/32 フィアット CR.42 エッチングパーツ (ICM用)

1/35 ヤークトティーガー Sd.Kfz.186 エッチングパーツ
(タコム用)

1/35 ヤークトティーガー Sd.Kfz.186 フェンダー (タコム用)

問屋様名

                    ご予約承ります                2020.10.19

                           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。

1/32 ミラージュ2000N ズームエッチングパーツ
(キティーホーク用)

製品名

1/32 ミラージュ2000D エッチングパーツ (キティーホーク用)

1/72 ボーフォート Mk.Ⅰ 爆弾槽エッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 ボーフォート Mk.Ⅰ ランディングフラップ エッチングパーツ
(エアフィックス用)
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1/35 ドイツ レオパルト1A5 エッチングパーツ (ホビーボス用)

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

EDU33270 8591437554171 ¥1,600

EDU33271 8591437554188 ¥1,000

EDUFE1132 8591437554331 ¥1,400

EDUFE1133 8591437554348 ¥1,000

EDUFE1134 8591437554355 ¥1,400

EDUFE1135 8591437554362 ¥1,600

EDUFE1136 8591437554379 ¥1,000

EDUSS725 8591437554386 ¥2,500

EDUSS726 8591437554393 ¥2,100

EDUSS727 8591437554409 ¥1,600

品番 JANコード 本体価格 御注文数

EDUCX586 8591437554010 ¥900

EDUCX587 8591437554027 ¥1,000

EDUCX588 8591437554034 ¥1,400

EDUEX736 8591437554041 ¥1,400

EDUEX737 8591437554058 ¥1,900

EDUJX263 8591437554065 ¥1,600

EDUJX264 8591437554072 ¥2,100

EDUJX265 8591437554089 ¥1,200

EDUJX266 8591437554096 ¥1,200

1/72 ボーフォート Mk.Ⅰ ズームエッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 ホーク100シリーズ ズームエッチングパーツ
(エアフィックス用)

1/72 MiG-21PF ウィークエンドエディション ズームエッチング
パーツ (エデュアルド用)

          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 フィアット CR.42 ズームエッチングパーツ (ICM用)

1/32 フィアット CR.42 シートベルト (ステンレス製) (ICM用)

1/48 HH-34J ズームエッチングパーツ (トランぺッター用)

1/48 HH-34J シートベルト (ステンレス製) (トランぺッター用)

1/48 HH-34J 貨物室シートベルト (ステンレス製)
(トランぺッター用)

1/48 S-2E ズームエッチングパーツ (キネティック用)

1/48 S-2E シートベルト (ステンレス製) (キネティック用)

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

製品名

1/72 Su-39 塗装マスクシール (ズべズダ用)

1/72 ボーフォート Mk.Ⅰ 塗装マスクシール (エアフィックス用)

1/48 HH-34J 塗装マスクシール (トランぺッター用)

1/48 HH-34J ｢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

1/72 MiG-21PF 塗装マスクシール (エデュアルド用)

1/32 ミラージュ2000D/N 塗装マスクシール (キティーホーク用)

1/32 ミラージュ2000D/N ｢Tフェース｣両面塗装マスクシール
(キティーホーク用)

1/32 フォッカー Dr.Ⅰ 塗装マスクシール (モンモデル用)

1/32 フィアット CR.42 塗装マスクシール (ICM用)

                    ご予約承ります                2020.10.19
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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

MASK SHEET


