
品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

REW72001 4589913368224 ¥1,400
New!

REW72002 4589913368231 ¥1,400
New!

REW72003 4589913368248 ¥1,400
New!

REW72014 4589913368354 ¥1,400
New!

ご予約承ります 3～4月入荷予定

1/72 ブリストル・パーシュース 空冷星型
エンジン

1/72 プラット・アンド・ホイットニー R-1340G
空冷星型エンジン

(株)ビーバーコーポレーション

貴店名 問屋様名

2021.02.08

ご注文締切     月     日(    )

   レイディアルエンジンズ＆ホイールズ製品ご案内 1/3

1/72 プラット・アンド・ホイットニー R-1340
空冷星型エンジン

1/72 ブリストル ペガサス 空冷星型エンジン

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

チェコの1/72スケール航空機用レジン製ディテールアップパーツ専門メーカー、レイディアル

エンジンズ&ホイールズの取り扱いを開始いたします。インジェクションでは再現の難しい精

密なディテールで実物のパーツを正確に再現したディテールアップパーツです。

※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。

⇐ REW72001
搭載機：

T-6 テキサン

SOC シーガル

P-26 ピーシューター

フォード トライモーター

ジービー

CAC ワイラウェイ

ロッキード べガ

等

REW72002 ⇒

搭載機：

ブラックバーン シャーク

フェアリー ソードフィッシュ

フォッカー C.X

H.P.ハンプデン

PZL.37

ショート サンダーランド

スーパーマリン ウォーラス

等

⇐ REW72003
搭載機：

ブラックバーン ロック

ブラックバーン スクア

ブリストル ブルドッグ

ウェストランド ライサンダー

ビッカース ヴィルデビースト

等

REW72014 ⇒

搭載機：

ノールダイン ノースマン

P-12/F4B

P-26 ピーシューター

ジービー

ロッキード べガ

ロッキード エレクトラ

等



 

品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

REW72015 4589913368361 ¥1,400
New!

REW72016 4589913368378 ¥1,500

New!

REW72017 4589913368385 ¥1,500

New!

REW72021 4589913368415 ¥1,400
New!

1/72 アームストロング・シドレー リンクス
(初期型) 空冷星型エンジン

ご予約承ります 3～4月入荷予定
2021.02.08

品名

1/72 ブリストル・タイタン 空冷星型エンジン

1/72 ブリストル・マーキュリー 空冷星型
エンジン

   レイディアルエンジンズ＆ホイールズ製品ご案内 2/3

(株)ビーバーコーポレーション

1/72 ワルター NZ-60 空冷星型エンジン

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。

⇐ REW72015
搭載機：

アブロ 504N

ブリストル タイプ110A

ブリストル プライマリー

トレーナー

等
REW72016 ⇒

搭載機：

ブリストル ブレニム

フェアリー フライキャッチャー

グロスター グラディエーター

PZL P.11

等

⇐ REW72017
搭載機：

エアスピード エンボイ

D.H. ホークモス

モラン ソルニエ MS.230

スーパーマリン シーミュー

ブレダ Ba.25

等

REW72021 ⇒

搭載機：

アビア B-9/BH-9/

B-11/BH-11

等



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

REW72004 4589913368255 ¥1,100

New!

REW72005 4589913368262 ¥1,100

New!

REW72006 4589913368279 ¥1,500

New!

REW72007 4589913368286 ¥1,400

New!

REW72008 4589913368293 ¥2,200

New!

REW72009 4589913368309 ¥2,200

New!

REW72010 4589913368316 ¥1,100

New!

REW72011 4589913368323 ¥1,000

New!

REW72012 4589913368330 ¥1,000

New!

REW72013 4589913368347 ¥700

New!

REW72019 4589913368392 ¥2,200

New!

REW72020 4589913368408 ¥2,200

New!

   レイディアルエンジンズ＆ホイールズ製品ご案内 3/3

1/72 ユンカース Ju290 ホイールセット

1/72 B-24 ストレートグルーブトレッド
ホイールセット

1/72 B-29 ダイアモンドトレッド ホイール
セット

貴店名 問屋様名

1/72 B-24 ダイアモンドトレッド ホイール
セット

(株)ビーバーコーポレーション

ご予約承ります 3～4月入荷予定

1/72 B-29 ストレートグルーブトレッド
ホイールセット

2021.02.08

品名

1/72 B-17 ダイアモンドトレッド ホイール
セット

1/72 P-40E以降用プレーントレッド
ホイール

1/72 P-40E以降用ダイアモンドレッド
ホイール

1/72 JuMo211エンジン 排気管

1/72 B-29 後期型 ダイアモンドトレッド
ホイールセット

1/72 B-29 後期型 ストレートグルーブ
トレッド ホイールセット

ご注文締切     月     日(    )

1/72 B-17 ストレートグルーブトレッド
ホイールセット

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。


