
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0317 8592942103175 ¥3,100
NEW!

KPM0318 8592942103182 ¥3,100

NEW!

KPM0319 8592942103199 ¥3,100
NEW!

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切日     月     日 (    )

ご予約承ります 4～5月入荷予定

問屋様名

品名

2022.03.16

貴店名

1/72 マイルズ M.38 メッセンジャー ｢民間機｣

             KPモデル新製品のご案内    1/4

1/72 マイルズ メッセンジャー Mk.Ⅰ
｢モンティ乗用機｣

1/72 マイルズ メッセンジャー Mk.Ⅰ ｢英空軍｣

チェコのKPモデルから新商品1/72スケールインジェクションキット16点

のご案内です。

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。

画像はメーカーウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

このページでご案内の3点は完全新金型キットです。3点

とも3種類のデカール入りです。完成時には全長約102mm、

全幅約153mmとなります。

マイルズ・メッセンジャーはイギリスのマイルズ社が英陸軍の

ために開発した4席偵察連絡機です。1942年に初飛行したメッ

センジャーは丈夫な構造で整備がしやすく、時速40kmでも安

定な飛行ができるなど軍の要望に応えた機体でしたが、陸軍

から注文が入ることはありませんでした。翌年英空軍がVIP機

として21機を発注し大戦中に運用しました。

⇑ KPM0317
・3種イギリス籍民間機

デカール付属

⇑ KPM0318
・3種イギリス陸軍元帥モントゴメリー

乗用機デカール付属

⇐ KPM0319
・3種イギリス空軍デカール付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0282 8592942102826 ¥3,100
NEW!

KPM0283 8592942102833 ¥3,100
NEW!

KPM0284 8592942102840 ¥3,100
NEW!

KPM0285 8592942102857 ¥3,100
NEW!

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 4～5月入荷予定 2022.03.16

             KPモデル新製品のご案内    2/4

品名

1/72 マイルズ M.2H ホークメジャー
｢スペイン上空｣

1/72 マイルズ M.2H ホークメジャー
｢軍用機｣

1/72 マイルズ M.2H ホークメジャー

ご注文締切日     月     日 (    )

1/72 マイルズ M.2H ホークメジャー
｢海外仕様｣

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

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。

画像はメーカーウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

KPM0282
・ナショナリスト軍 x 2、共和国軍 x 1の

3種類デカールが付属

KPM0283
・オーストラリア空軍、カナダ籍民間機、ニュージーランド

籍民間機 x 各１の3種類デカールが付属

KPM0284
・英空軍 x 2、ルーマニア軍 x 1の

3種類デカールが付属

KPM0285
・イギリス籍民間機 x 2、ニュージーランド

籍民間機 x１の3種類デカールが付属

このページでご案内の4点は完全新金型キットです。4点とも3種類の

デカール入りです。完成時には全長約102mm、全幅約140mmとなります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0290 8592942102901 ¥3,500
NEW!

KPM0291 8592942102918 ¥3,500
NEW!

KPM0292 8592942102925 ¥3,500
NEW!

KPM0295 8592942102956 ¥3,500
NEW!

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 スピットファイア PR. Mk.Ⅺ
｢東南アジア地域英空軍｣

ご注文締切日     月     日 (    )

ご予約承ります 4～5月入荷予定 2022.03.16

             KPモデル新製品のご案内    3/4

品名

1/72 スピットファイア PR. Mk.Ⅹ

1/72 スピットファイア PR. Mk.Ⅺ
｢米陸軍航空軍｣

1/72 スピットファイア PR. Mk.Ⅺ ｢英空軍｣

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

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。

画像はメーカーウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/
このページでご案内の4点は完全新金型キットです。4点とも3種類の

デカール入りです。完成時には全長約132mm、全幅約156mmとなります。

KPM0290
・3種類英空軍デカールが付属

KPM0291
・3種類米陸軍航空軍デカールが付属

KPM0292
・3種類英空軍 デカールが付属

KPM0295
・3種類英空軍デカールが付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0304 8592942103045 ¥3,500

NEW!

KPM0286 8592942102864 ¥3,700
NEW!

KPM0287 8592942102871 ¥3,700
NEW!

KPM0308 8592942103083 ¥3,700
NEW!

KPM0309 8592942103090 ¥3,700
NEW!

1/72 スピットファイア Mk.Ⅱa
｢在英チェコスロバキア空軍｣

1/72 MiG-23P "フロッガー"

1/72 MiG-23MF ｢ドナウ川流域国｣

1/72 MiG-23MF ｢ワルシャワ条約加盟国Ⅱ｣

1/72 MiG-23MF ｢アラブフロッガー｣

ご注文締切日     月     日 (    )
貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

             KPモデル新製品のご案内    4/4

品名

ご予約承ります 4～5月入荷予定 2022.03.16

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

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。

画像はメーカーウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

⇐ KPM0304
・3種在英チェコスロバキア空軍

デカールが付属

KPM0286 ⇒
・3種ソ連軍デカールが付属

⇐ KPM0287
・3種デカールが付属：ハンガリー、

ブルガリア、ルーマニア x 各1

⇐ KPM0308
・3種デカールが付属：東ドイツ、

チェコスロバキア、ポーランド

x 各1

KPM0309 ⇒
・3種デカールが付属：リビア、

イラク、アルジェリア x 各1


