
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0326 8592942103267 ¥3,700

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 6月入荷予定

問屋様名

品名

2022.05.02

貴店名

             KPモデル新製品のご案内    1/5

1/72 川﨑 乙式一型 偵察機

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15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/

完全新金型キットです。

3種類の日本軍デカール

入りです。完成時には全長

約118mm、全幅約163mmと

なります。

1919年に来日したフォール教育団の教材用として29機が輸入されたフランスのサルムソン2A2が、陸軍にサ式二型

偵察機として制式採用、1921年に51機輸入され乙式一型偵察機と改称されました。これと同時に陸軍は本機の国産

化に着手し、修理という名目で1920年末に国産１号機を完成させた後に航空補給部で約300機の生産を行いました。

この時陸軍はエンジンのライセンス製造権は取得していたものの機体の製造権は取得しておらず、後に特許権侵害

としてサルムソン社から抗議を受けましたが、最終的に川崎が間に立って両者を和解させました。陸軍砲兵工廠でも

約300機生産されたといわれますが、これについては誤りだとする資料も複数あります。また飛行機分野への進出を

狙っていた川崎造船所飛行機部もエンジンと機体両方のライセンスを取得し、陸軍からの国産化の指示を受け1922

年に試作機2機を完成させ、その後1927年までに約300機生産しました。この機体が川崎における最初の量産機であ

り、本機の日本における総生産機数は約900機（誤りとされる砲兵工廠生産分を除けば600機）にもなり、当時として

は記録的な生産数でした。1928年に八八式偵察機が登場するまでは主力偵察機として活躍し、1933年頃まで前線部

隊で使用されました。満州事変や第一次上海事変にも一部の機体が参加し、第一線を退いた後は多数の機体が民

間に払い下げられ飛行学校や新聞社等で愛用されました。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0324 8592942103243 ¥3,700
NEW!

KPM0325 8592942103250 ¥3,700
NEW!

KPM0327 8592942103274 ¥3,700
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 6月入荷予定 2022.05.02

             KPモデル新製品のご案内    2/5

品名

1/72 サルムソン Sal.2A2 ｢チェコスロバキア｣

ご注文締切日     月     日 (    )

1/72 サルムソン Sal.2A2 ｢ポーランド｣

1/72 サルムソン Sal.2A2 ｢米陸軍航空部｣

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/

⇐KPM0324
・3種類チェコスロバキア軍デカールが付属

KPM0325 ⇓
・3種類ポーランド軍デカールが付属

⇐ KPM0327
・3種類米陸軍航空部デカールが付属

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118mm、全幅約

163mmとなります。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0320 8592942103205 ¥3,700
NEW!

KPM0321 8592942103212 ¥3,700
NEW!

KPM0322 8592942103229 ¥3,700
NEW!

1/72 ブレゲー Bre-14B 爆撃機

ご注文締切日     月     日 (    )

ご予約承ります 6月入荷予定 2022.05.02

             KPモデル新製品のご案内    3/5

品名

1/72 ブレゲー Bre-14A ｢海外仕様｣

1/72 ブレゲー Bre-14A 偵察機

貴店名 問屋様名

㈱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

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123mm、全幅約

206mmとなります。

⇐KPM0320
・3種類デカールが付属：チェコスロバキア、ポルトガル、

ポーランド x 各1

KPM0321 ⇓
・3種類デカールが付属：フランス x 2、ベルギー x 1

⇐ KPM0322
・3種類フランス軍デカールが付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0303 8592942103038 ¥3,700
NEW!

KPM0305 8592942103052 ¥3,700
NEW!

KPM0306 8592942103069 ¥3,700
NEW!

KPM0307 8592942103076 ¥3,700
NEW!

ご予約承ります 6月入荷予定 2022.05.02

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    4/5

品名

1/72 スピットファイア Mk.Ⅱa ｢ポーランドの鷲｣

1/72 スピットファイア Mk.Ⅱa LR
｢長距離戦闘機｣

1/72 スピットファイア Mk.Ⅱa
｢エースパイロット｣

1/72 スピットファイア Mk.Ⅴa

ご注文締切日     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

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/

KPM0303
・3種在英ポーランド空軍デカールが付属

KPM0305
・3種英空軍デカールが付属

KPM0306
・3種英空軍エースパイロットデカールが付属

KPM0307
・3種英空軍デカールが付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0329 8592942103298 ¥4,500
NEW!

KPM0330 8592942103304 ¥4,500
NEW!

KPM0331 8592942103311 ¥4,500
NEW!

KPM0332 8592942103328 ¥3,700
NEW!

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 ジーベル Si204D

1/72 Let Z-137T アクロターボ

ご予約承ります 6月入荷予定 2022.05.02

             KPモデル新製品のご案内    5/5

品名

ご注文締切日     月     日 (    )

1/72 MiG-19S ｢シルバーウィング｣

1/72 アエロ C-3AF/D-44

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/

KPM0329
・4種デカールが付属：チェコスロバキア、

イラク、北朝鮮、ユーゴスラビア x 各1

KPM0330
・3種チェコスロバキアデカールが付属

KPM0331
・3種デカールが付属：ドイツ、スイス、ハンガリー x 各1

KPM0332
・3種民間農業機デカールが付属：スロバキア、

ハンガリー、ニュージーランド x 各1


