
品番 スケール Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD72257 1/72 4580702145767 ¥4,400
NEW!

HAD48257 1/48 4580702145811 ¥4,400
NEW!

HAD32092 1/32 4580702145873 ¥9,800
NEW!

HAD72258 1/72 4580702145774 ¥4,400
NEW!

HAD48258 1/48 4580702145828 ¥4,400
NEW!

2022.09.09ご予約承ります 10月入荷予定
            HADモデルズ新商品のご案内      1/7

品名

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切     月     日(    )
貴店名 問屋様名

Su-27P1M フランカーB ｢ウクライナ｣
デカール

Su-27UBM-1 フランカーC
｢ウクライナ & カザフスタン｣デカール

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。

ハンガリーのHADモデルズから新製品の1/72と1/48、1/32スケール航空機用

デカール計27点のご案内です。

https://www.hadmodels.com/

HAD72258/48258 ⇒
3種類（ウクライナ x 2、カザフスタン x 1）の機体No.

や国籍マーク、ステンシル等が含まれたデカール

です

※国籍マークはウクライナ、カザフスタン x 各1機

分が付属

⇐HAD72257/48257/32092
4種類（2015年以降のデジタル迷彩塗装用x 3、

2015年以前の迷彩塗装用 x 1）のウクライナ

空軍の機体No.や国籍マーク、ステンシル等が

含まれたデカールです

※国籍マークはデジタル迷彩用と2015年以前

の迷彩用 x 各1機分が付属

このページでご案内の1/72と1/48デカールは

別ページでご案内の迷彩デカール又は塗装

マスクとの併用がおすすめです



品番 スケール Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD72259 1/72 4580702145781 ¥5,900
NEW!

HAD48259 1/48 4580702145835 ¥7,300
NEW!

HAD72260 1/72 4580702145798 ¥5,900
NEW!

HAD48260 1/48 4580702145842 ¥7,300
NEW!

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

品名

Su-27P1M フランカーB
｢ウクライナ デジタル迷彩｣ デカール

Su-27UBM-1 フランカーC
｢ウクライナ デジタル迷彩｣ デカール

ご注文締切     月     日(    )

ご予約承ります 10月入荷予定 2022.09.09

            HADモデルズ新商品のご案内      2/7

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。

https://www.hadmodels.com/

⇐HAD72259/48259
・1機分の迷彩用デカールです。国籍マーク等は含まれていませ

ん(HAD72257/48257との併用がおすすめです)

・HAD72259はズベズダ用、HAD48259はグレートウォール用です

・迷彩のパターンはHAD72259とHAD48259は同様です

HAD72260/48260 ⇒
・1機分の迷彩用デカールです。国籍マーク等は含まれていませ

ん(HAD72258/48258との併用がおすすめです)

・HAD72260はズベズダ用、HAD48260はグレートウォール用です

・迷彩のパターンはHAD72259とHAD48259は同様です



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD48001 4580702145859 ¥8,800

NEW!

HAD48002 4580702145866 ¥8,800

NEW!

2022.09.09

            HADモデルズ新商品のご案内      3/7
ご予約承ります 10月入荷予定

1/48 Su-27P1M フランカーB
｢ウクライナ デジタル迷彩｣ 塗装マスクシール
(グレートウォール用)

1/48 Su-27UBM-1 フランカーC
｢ウクライナ デジタル迷彩｣ 塗装マスクシール
(グレートウォール用)

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切     月     日(    )
貴店名 問屋様名

品名

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。
https://www.hadmodels.com/

このページでご案内の2点は塗装マスク

シールのセットです。それぞれ1機分の紙製

塗装マスクシールが付属しています。

※国籍マーク等のデカールは含まれていま

せん（HAD48257/48258との併用がおすす

めです）。

HAD48001

HAD48002



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD72225 4580702145743 ¥4,900

NEW!

HAD72251 4580702145750 ¥4,400

NEW!

HAD32093 4580702145880 ¥4,400

NEW!

ご予約承ります 10月入荷予定 2022.09.09

            HADモデルズ新商品のご案内      4/7

品名

1/72 F-14A VF-84 ｢ファイナル・
カウントダウン｣ デカール (ハセガワ用)

1/48 Su-27UBM-1 フランカーC ｢ウクライナ｣
デカール (グレートウォール用)

ご注文締切     月     日(    )

1/72 E-2C/B ホークアイ
｢ファイナルカウントダウン｣ デカール

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

※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。

https://www.hadmodels.com/

⇑ HAD72225
3種類のデカール ※国籍マークは1機分付属

HAD32093 ⇒
1種類のデカール ※国籍マークも1機分付属

⇑ HAD72251
3種類のデカール ※国籍マークは1機分付属



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD72263 1/72 4580702147563 ¥4,400
NEW!

HAD48263 1/48 4580702147617 ¥4,400
NEW!

HAD32094 1/32 4580702147655 ¥4,400
NEW!

HAD72224 1/72 4580702147556 ¥4,400
NEW!

HAD48224 1/48 4580702147648 ¥4,900
NEW!

Su-25 フロッグフット
｢ウクライナ & ロシア 被撃墜機｣
デカール

EA-6B プラウラー ｢ファイナル
カウントダウン：VAQ-134｣ デカール

品名

ご予約承ります 10月入荷予定 2022.09.09

            HADモデルズ新商品のご案内      5/7

㈱ビーバーコーポレーション

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。
https://www.hadmodels.com/

HAD72263/48263/32094 ⇑⇗
4種類（ロシア軍、ウクライナ軍 x 各2）のSu-25 被撃墜機の機

体No.や国籍マーク、ステンシル等が含まれたデカールです

※国籍マークはロシア、ウクライナ x 各1機分が付属

※HAD72263又はHAD48263を使用して模型をウクライナ仕様

で仕上げる際は、別ページでご案内のウクライナデジタル迷彩

デカールがおすすめです

HAD72224/48224 ⇒
3種類のデカール ※国籍マークは1機分付属



品番 スケール Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD72264 1/72 4580702147570 ¥5,900
NEW!

HAD48264 1/48 4580702147624 ¥5,900
NEW!

HAD72265 1/72 4580702147587 ¥5,900
NEW!

HAD48265 1/48 4580702147631 ¥5,900
NEW!

ご予約承ります 10月入荷予定 2022.09.09

            HADモデルズ新商品のご案内      6/7

品名

Su-25 フロッグフット ｢ウクライナ
デジタル迷彩 1｣ デカール
(ズべズダ用)

Su-25 フロッグフット ｢ウクライナ
デジタル迷彩 2｣ デカール
(ズべズダ用)

ご注文締切     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。

https://www.hadmodels.com/

⇐HAD72264/48264
・1機分の迷彩用デカールです。

※国籍マーク等は含まれていません

(HAD72263/48263との併用がおすすめ

です)

HAD72265/48265 ⇒
・1機分の迷彩用デカールです。

※国籍マーク等は含まれていません

(HAD72263/48263との併用がおすすめです)



品番 Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

HAD72156 1/72 4580702147594 ¥5,900
NEW!

HAD48159 1/48 4580702147662 ¥5,900
NEW!

HAD72158 1/72 4580702147600 ¥3,000
NEW!

HAD48161 1/48 4580702147679 ¥3,400
NEW!

B-17F ｢スポッテッド・カウ｣ デカール

ご注文締切     月     日(    )

ご予約承ります 10月入荷予定 2022.09.09

            HADモデルズ新商品のご案内      7/7

品名

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

B-17E ｢バーミングハム・
ブリッツクリーク｣ デカール

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。
https://www.hadmodels.com/

⇐HAD72156/48159
・1種デカール入り(水玉模様デカール

も付属しています)

HAD72158/48161 ⇒
・1種デカール入り

※ストライプのデカールは付属してい

ません（マスキングで塗装する必要が

あります）。


