
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0293 8592942102932 ¥4,500

NEW!

KPM0296 8592942102963 ¥4,500
NEW!

KPM0302 8592942103021 ¥4,500
NEW!

㈱ビーバーコーポレーション

品名

ご注文締切日     月     日 (    )

1/72 スピットファイア PR Mk.Ⅺ
｢インターナショナル｣

1/72 スピットファイア PR Mk.Ⅺ ｢D-デイ｣

ご予約承ります 11～12月入荷予定 2022.10.18

             KPモデル新製品のご案内    1/4

貴店名 問屋様名

1/72 スピットファイア Mk.Ⅱa ｢イギリス空軍｣

チェコのKPモデルから新商品の1/72スケールインジェクションキット14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/

⇐ KPM0293
・3種類の大戦後デカールが付属：ノルウェー、

アルゼンチン、デンマーク

KPM0296 ⇑
・3種類のD-デイストライプ塗装機デカールが

付属：イギリス、米軍、カナダ x 各1

⇐ KPM0302
・4種類のデカールが付属：イギリス x 3、

自由フランス軍 x 1



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0352 8592942103526 ¥3,500
NEW!

KPM0353 8592942103533 ¥3,500
NEW!

KPM0365 8592942103656 ¥3,500
NEW!

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

ご注文締切日     月     日 (    )

1/72 アビア Ba.33 ｢サーティスリー｣

1/72 アビア Ba.33 ｢金属製プロペラ型｣

ご予約承ります 11～12月入荷予定 2022.10.18
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品名

1/72 アビア Ba.33

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/

⇑ KPM0352
・3種類のチェコスロバキア空軍デカールが付属

KPM0353 ⇓
・3種類のデカールが付属：日本陸軍(満州事変後、

瀋陽で鹵獲されたアビア社のデモンストレータ機)、

大戦中スロバキア空軍、大戦前チェコスロバキア

空軍 x 各1

⇐ KPM0365
・3種類のチェコスロバキア空軍デカールが付属

アビア Ba.33 (BH.33L)は、1929年に空冷星形エンジン

を搭載したBH.33から開発された、シュコダL水冷W型

エンジンを搭載した戦闘機です。元となったBH.33は

ユーゴスラビア等に輸出されたものの、チェコスロバ

キア軍では採用されませんでしたが本機はチェコスロ

バキア空軍に80機ほどが採用され、第二次世界大戦

が勃発するまで現役で運用されました。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0335 8592942103359 ¥4,500
NEW!

KPM0363 8592942103632 ¥3,500
NEW!

KPM0364 8592942103649 ¥3,500
NEW!

KPM0366 8592942103663 ¥4,500
NEW!

ご予約承ります 11～12月入荷予定 2022.10.18

             KPモデル新製品のご案内    3/4

品名

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

1/72 川崎 乙式一型 (サ式2A2型) ｢単座型｣

1/72 DH-82A "タイガーモス" ｢イギリス空軍｣

1/72 DH-82A "タイガーモス"
｢インターナショナル｣

1/72 セスナ C-185 スカイワゴン ｢スペシャル｣

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

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/

KPM0335
・後部コックピットをカバーで塞いだ日本陸軍所属

サルムソン製サ式2A2の3種デカールが付属。

KPM0363
・3種類のイギリス空軍デカールが付属

KPM0366
・3種類の民間機デカールが付属：米国 x 2、

ニュージーランド x1

KPM0364
・3種類のデカールが付属：オーストラリア、デンマーク、

オランダx 各1



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0354 8592942103540 ¥2,900
NEW!

KPM0355 8592942103557 ¥2,900
NEW!

KPM0356 8592942103564 ¥2,900
NEW!

KPM0357 8592942103557 ¥2,900
NEW!

ご予約承ります 11～12月入荷予定 2022.10.18

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 DFS オリンピア ｢ドイツ上空｣

1/72 DFS オリンピア ｢無音の空｣

1/72 DFS オリンピア ｢インターナショナル｣

1/72 グルナウ ベビー Ⅱb
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品名

ご注文締切日     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

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/

KPM0354
・4種類のドイツ籍デカールが付属

KPM0355
・4種類のデカールが付属：日本、オーストリア、

ハンガリー、ベルギー x 各1

KPM0357
・4種類のデカールが付属：ドイツ x 2、

チェコスロバキア、イギリス x 各1

KPM0356
・4種類のデカールが付属：チェコスロバキア

x 2、ポーランド、イギリス x 各1


