
品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

KOM48001 4580702133443 ¥6,000

KOM48002 4580702133450 ¥2,600

KOM48003 4580702133467 ¥2,200

KOM48004 4580702133474 ¥6,300

KOM48007 4580702133481 ¥6,300

ご予約承ります 12月～2022年1月入荷予定

1/48 F-15E 翼下パイロン & ランチャー (2セット入り)
(グレートウォール用)

1/48 F-15C(後期型) 翼下パイロン & ランチャー
(2セット入) (グレートウォール用)

(株)ビーバーコーポレーション

貴店名 問屋様名

2021.10.22

ご注文締切     月     日(    )

1/48 F-35A アフターバーナー (モンモデル用)

品名

1/48 チャフ & フレア・ディスペンサー (18個入り)

1/48 F-15 垂直尾翼先端アンテナ/バラスト

               コペッキースケールモデルズ製品ご案内     1/4

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

チェコのレジン製ディテールアップパーツメーカーのコペッキースケールモデルズ製品の取扱

を開始いたします。ご案内第一弾は1/48スケール製品5点、1/32スケール製品18点の計23

点です。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。

画像はメーカーのウェブサイト

https://www.kopeckyscalemodels.com/

KOM48007KOM48004

KOM48002 KOM48003KOM48001



 

品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

KOM32001 4580702133498 ¥8,800

KOM32002 4580702133504 ¥8,800

KOM32003 4580702133511 ¥6,000

KOM32004 4580702133528 ¥6,000

KOM32005 4580702133535 ¥6,000

KOM32006 4580702133542 ¥2,600

1/32 F-15用AN/APG-63 レーダーアンテナ
(タミヤ用)

1/32 F-15 アビオニクスベイ (左側)
エキスパートセット (タミヤ用)

1/32 F-15 アビオニクスベイ (左側)
ベーシックセット (タミヤ用)

2021.10.22

品名

1/32 スピットファイア Mk.Ⅸc ガンベイ (タミヤ用)

1/32 スピットファイア Mk.Ⅸc ガンベイ (レベル用)

ご予約承ります 12月～2022年1月入荷予定

               コペッキースケールモデルズ製品ご案内     2/4

(株)ビーバーコーポレーション

1/32 F-15 垂直尾翼先端アンテナ/バラスト
(タミヤ用)

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。

画像はメーカーのウェブサイト

https://www.kopeckyscalemodels.com/

KOM32006KOM32005

KOM32004

KOM32002 KOM32003KOM32001



 

品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

KOM32007 4580702133559 ¥8,800

KOM32008 4580702133566 ¥2,600

KOM32009 4580702133573 ¥8,800

KOM32010 4580702133580 ¥7,900

KOM32011 4580702133597 ¥3,800

KOM32012 4580702133603 ¥2,6001/32 キ84 疾風 ホイール (ハセガワ用)

ご注文締切     月     日(    )
貴店名

1/32 F-35A 尾翼 (イタレリ用)

1/32 F-35A アフターバーナー (イタレリ用)

1/32 F-35A ランディングフラップ & スラット
(イタレリ用)

問屋様名

2021.10.22

品名

1/32 F-15 (後期型) 翼下パイロン & ランチャー
(2セット入り) (タミヤ用)

1/32 チャフ & フレア・ディスペンサー (12個入り)

ご予約承ります 12月～2022年1月入荷予定

               コペッキースケールモデルズ製品ご案内     3/4

(株)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。

画像はメーカーのウェブサイト

https://www.kopeckyscalemodels.com/
KOM32012

KOM32011KOM32010

KOM32008 KOM32009KOM32007



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

KOM32013 4580702133610 ¥4,800

KOM32014 4580702133627 ¥2,600

KOM32015 4580702133634 ¥8,800

KOM32016 4580702133641 ¥4,800

KOM32017 4580702133658 ¥8,800

KOM32018 4580702133665 ¥8,200

ご予約承ります 12月～2022年1月入荷予定 2021.10.22

品名

               コペッキースケールモデルズ製品ご案内     4/4

1/32 F-15 垂直尾翼先端バラスト (2個入り)
(タミヤ用)

1/32 スピットファイアE ウィングガンベイ (タミヤ用)

1/32 F-16 ワイルド・ウィーゼル パーツセット
(タミヤ用)

1/32 LAU-129ランチャー (4個入)

1/32 F-15C (後期型) 翼下パイロン & ランチャー
(2セット入) (タミヤ用)

(株)ビーバーコーポレーション

1/32 F-15E コックピットアップグレード (タミヤ用)

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。

画像はメーカーのウェブサイト

https://www.kopeckyscalemodels.com/
KOM32018

KOM32017
KOM32016

KOM32014 KOM32015KOM32013


