
品番 ＪＡＮＣｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

AMOR-1000 8432074110002 ¥4,300
NEW

AMOR-1001 8432074110019 ¥4,300
NEW

AMOR-1002 8432074110026 ¥4,300
NEW

AMOR-1003 8432074110033 ¥4,300
NEW

AMOR-1004 8432074110040 ¥4,300
NEW

AMOR-1005 8432074110057 ¥4,300
NEW

 ドイツ DR 機関車 エポックⅣ
カラーセット

 ドイツ DRG-DB 蒸気機関車
エポックⅡ カラーセット

ご予約承ります 2月入荷予定

品名

スペイン国鉄 機関車 エポックⅣ
カラーセット
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 ドイツ DB 機関車 エポックⅤ
カラーセット

オランダ 機関車 エポックⅣ-Ⅴ
カラーセット

2023.01.17

イギリス 機関車 エポックⅣ
カラーセット

(株)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で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。

アモの新シリーズ「レイルセンター」鉄道模型用カラーセット12点とソリューションボックス1点、

計13点のご案内です。AMOR-1000～AMOR-1011は17mlボトル6色セットです。

https://www.migjimenez.com/en/

AMOR-1000 AMOR-1001 AMOR-1002

AMOR-1003 AMOR-1004 AMOR-1005

・ダークグレー ・リーファーイエロー

・レッド ・ミディアムグリーン

・シグナルグリーン ・ディープブルー

・エンジンブラック ・インダストリアルグレー

・ダークグレー ・リーファーイエロー

・ダークブルー ・ディープブルー

・エンジンブラック ・リーファーイエロー

・ディープグリーン ・ダークブルー

・ミディアムブルー ・シグナルレッド

・ホワイト ・インダストリアルグレー

・ダークグレー ・カブースレッド

・レッド ・ペールグリーニッシュグレー

・エンジンブラック ・インダストリアルグレー

・カブースレッド ・ライトグレー

・シグナルレッド ・クリーム

・エンジンブラック ・インダストリアルグレー

・ダークグレー ・リーファーイエロー

・カブースレッド ・シグナルレッド



品番 ＪＡＮＣｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

AMOR-1006 8432074110064 ¥4,300
NEW

AMOR-1007 8432074110071 ¥4,300
NEW

AMOR-1008 8432074110088 ¥4,300
NEW

AMOR-1009 8432074110095 ¥4,300
NEW

AMOR-1010 8432074110101 ¥4,300
NEW

AMOR-1011 8432074110118 ¥4,300
NEW

ご注文締切    月    日(   )
貴店名 問屋様名

(株)ビーバーコーポレーション

クラシックアメリカンレールロード
カンパニー機関車用カラーセット Vol.1

クラシックアメリカンレールロード
カンパニー機関車用カラーセット Vol.2

アメリカ 貨車用カラーセット

ドイツ 貨車用カラーセット

イギリス 貨車用カラーセット

ご予約承ります 2月入荷予定 2023.01.17

          アモ新製品のご案内           2/3

品名

 カナダ VIA 鉄道機関車用 エポックⅣ
カラーセット

こちらの注文書は http://beavercorp.jp よりPDFで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.migjimenez.com/en/

AMOR-1006 AMOR-1007 AMOR-1008

AMOR-1009 AMOR-1010 AMOR-1011

・エンジンブラック ・ホワイト

・パッセンジャーワゴングリーン ・レッド

・バフ ・ミディアムアッシュグレー

・エンジンブラック ・ホワイト

・リーファーイエロー ・ミディアムブルー

・レッド ・ペールグリーニッシュグレー

・エンジンブラック ・カブースレッド

・アルミ ・シグナルイエロー

・ミディアムブルー ・ディープブルー

・エンジンブラック ・ホワイト

・リーファーイエロー ・ホッパー グリーン

・ライトグレー ・ディープブルー

・エンジンブラック ・ホワイト

・ダークグレー ・トスカーナ

・シグナルイエロー ・ディープブルー

・エンジンブラック ・ダークグレー

・シグナルイエロー ・ボックスカーブラウン

・ペールグリーニッシュグレー ・シグナルレッド



品番 ＪＡＮＣｏｄｅ
税抜

小売価格
御注文(個)

AMOR-
1200

8432074112006 ¥22,400

NEW

「レイルセンター」 ソリューションボックス
#01：ドイツ列車のウェザリング

ご予約承ります 2月入荷予定 2023.01.17
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品名

ご注文締切    月    日(   )
貴店名 問屋様名

(株)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で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で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.migjimenez.com/en/

AMOR-1200

・アモ レールセンター ソリューションブック 01（書籍）

・AMO-1253 ストリークブラッシャー グライム

・AMO-1254 ストリークブラッシャー ラスト

・AMO-1258 ストリークブラッシャー ダスト

・AMO-1259 ストリークブラッシャー

スターシップ・グライム

・AMO-2041 ワンショットプライマー トランスペアレント

・AMO-8613 ラウンドブラシ1

・AMO-8620 フラットブラシ4

・AMO-0713 アクリルウォッシュ ダスト

・AMO-0851 シェーダー ライトラスト

・エンジンブラック

・バフ

・ダークラスト

・アクリルシンナー

・AMO-0852 シェーダー アース

・AMO-0823 アクリルフィルター ミディアムブラウン

・AMO-0824 アクリルフィルター タン

・AMO-2010 引っかき傷

・AMO-1008 NATO迷彩用ウォッシュ

・AMO-1408 フレッシュエンジンオイル

・AMO-0854 シェーダー グライム

・AMO-0858 シェーダー アッシュブラック

・AMO-3006 ピグメント ライトラスト

・AMO-3020 ピグメント メタルスラグ

・AMO-3021 ピグメント ポリッシュドメタル

・AMO-3028 ピグメント シティダークダスト

・AMO-2018 エナメルオドレスシンナー(35mL)


