
品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0367 8592942103670 ¥4,500

NEW!

KPM0368 8592942103687 ¥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 MiG-21FL

1/72 MiG-21FL ｢アットウォー｣

ご予約承ります 2023年1月入荷予定 2022.12.06

             KPモデル新製品のご案内    1/4

貴店名 問屋様名

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/

⇐ KPM0367
・3種類のデカールが付属：インド、

アフガニスタン・イスラム国、ソ連 x各1

KPM0368 ⇒
・3種類のデカールが付属：エジプト、

イラク、シリア x 各1

このページでご案内の2点は新規金型による

パーツを追加することで、MiG-21FLを再現し

ています。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0358 8592942103588 ¥4,000
NEW!

KPM0359 8592942103595 ¥4,000
NEW!

KPM0361 8592942103618 ¥4,000
NEW!

KPM0362 8592942103625 ¥4,000
NEW!

貴店名 問屋様名

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 ラヴォーチキン La-5UTI

ご注文締切日     月     日 (    )

1/72 ラヴォーチキン ULa-5/CS-95
｢チェコスロバキア｣

1/72 ラヴォーチキン La-5FN ｢ソ連｣

ご予約承ります 2023年1月入荷予定 2022.12.06

             KPモデル新製品のご案内    2/4

品名

1/72 ラヴォーチキン La-5FN
｢チェコスロバキア｣

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。

このページでご案内の4点は新規金型によるパーツを

追加することで、La-5FNまたはUla-5/La-5UTIを再現

しています。完成時には全幅約136mmとなります。

画像はメーカーウェブサイト：

http://www.kovozavody.cz/

KPM0358
・3種類のチェコスロバキア空軍デカールが付属

KPM0359
・3種類の大戦中ソ連デカールが付属

KPM0362
・3種類のデカールが付属：ソ連 x 1、

チェコスロバキア x 2
KPM0361

・3種類のチェコスロバキア空軍デカールが付属



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0371 8592942103717 ¥4,000
NEW!

KPM0372 8592942103724 ¥4,000

NEW!

KPM0373 8592942103731 ¥4,000
NEW!

KPM0374 8592942103748 ¥4,000
NEW!

ご予約承ります 2023年1月入荷予定 2022.12.06

             KPモデル新製品のご案内    3/4

品名

1/72 フォッカー S-11 "インストラクター"

1/72 フォッカー S-11 "インストラクター"
｢イスラエル｣

1/72 フォッカー T-21 "インストラクター"

1/72 アエルマッキ M.416

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

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。

完成時には全幅約153mmとなります。

KPM0371
・3種類のオランダデカールが付属

KPM0372
・3種類のイスラエル軍デカールが付属

KPM0374
・3種類のデカールが付属：イタリア軍 x 2、

イタリア民間機 x 1

KPM0373
・4種類のデカールが付属：ブラジル軍 x 2、

ボリビア軍、パラグアイ軍 x 各1

フォッカー S.11は、オランダのフォッカー

社で設計、製造された単発複座練習機

です。ブラジルではフォッカー T-21とし

て、イタリアではM.416としてライセンス

生産されました。



品番 ＪＡＮ Ｃｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文 (個)

KPM0237 8592942102376 ¥4,500
NEW!

KPM0369 8592942103694 ¥4,500
NEW!

KPM0375 8592942103755 ¥4,000
NEW!

KPM0376 8592942103762 ¥4,000
NEW!

ご予約承ります 2023年1月入荷予定 2022.12.06

             KPモデル新製品のご案内    4/4

品名

1/72 セスナ C-180 (U-17) ｢軍用｣

1/72 セスナ C-180 (U-17) ｢イスラエル｣

1/72 カーチス SC-1 "シーホーク"
水上機型

㈱ビーバーコーポレーション

1/72 カーチス SC-1 "シーホーク"
陸上機型

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/

KPM0237
・3種類のデカールが付属：オーストラリア

陸軍、ミャンマー空軍、インドネシア空軍

KPM0369
・3種類のデカールが付属：イスラエル

空軍 x 2、イスラエル民間機 x 1

KPM0376
・3種類の米海軍デカールが付属

KPM0375
・3種類のデカールが付属：

米海軍 x 2、米空軍 x 1

この2点はスマ―製インジェクションパーツにKP社

オリジナルデカールが付属したキットです。

KPM0237とKPM0369は新規金型によるパーツを追加

することで、セスナ C-180を再現しています。


