
1/10ツーリングカー競技用エンジン

付属品
・ エキゾーストシールリング　1個 ・ Tプラグ P4　1個 
3、　16（2個）・ ダストキャップ 

要　　目
2.10 cc / 0.128 cu.in.
13.8 mm / 0.543 in.
14.0 mm / 0.551 in.
0.9 ps / 0.88 hp / 30,000 r.p.m.
5,000-32,000 r.p.m.
216 g / 7.62 oz.

■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量 （エンジン本体）

T-シリーズプラグ
(71641400)P4

T-1070SC L52 コンプリートセット (72107600)

・ T-1070SC L52 チューンドサイレンサー 一式

・ MT01(M1006SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72107610)

(72107620)

スーパーエアクリーナー202 一式
(72412000)

・ 202エアクリーナー本体 (72412100)

・ 202スポンジフィルターエレメント
(72412200)

（4個入）

オンロードカー用

O.S. SPEEDツール

インダクション サイレンサー
(72414000)

オンロード フィルターオイル(20ml）(72414200)

プレッシャーチャンバーセット (71550000)

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）(71430010)

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

1/8オンロードカー競技用エンジン

・ エキゾーストシールリング　1個 ・ Tプラグ RP7　1個 

・ O.S. SPEED フライホイル コレット　1個 
・ O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30

3、　16、　18　各1個

・ レデューサー 8.5mm（パープル）　1個 

付属品

要　　目
■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量 （エンジン本体）

3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.08mm / 0.633 in.
17.20mm / 0.677 in.
2.75 ps / 2.71 hp / 32,000 r.p.m.
4,000-44,000 r.p.m.
350g / 12.35 oz.

T-シリーズプラグ
(71642060)RP6 (71642070)RP7
(71642080)RP8

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

T-2080SC コンプリートセット(72106850)

・ T-2080SC チューンドサイレンサー 一式

・ MR01(M2001SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72106851)

(72106870)

スーパーエアクリーナー202 一式
(72412000)

・ 202エアクリーナー本体 (72412100)
・ 202スポンジフィルターエレメント

(72412200)
（4個入）

オンロードカー用

インダクション サイレンサー
(72414000)

オンロード フィルターオイル(20ml）(72414200)

(72414100)

・ インダクションサイレンサー
   フィルター（3個入）

(72414100)

・ インダクションサイレンサー
   フィルター（3個入）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

プレッシャーチャンバーセット
(71550000)

P5 (71641500)

T-1080SC L52 チューンドサイレンサー 一式
(72150010)
MT02(M1007SC)
エキゾーストマニホールド 一式 (72150020)

カー用エンジン O.S. MAXシリーズカー用エンジン O.S. MAXシリーズ

6

MAX-12TG Ver.III W/12D2
¥20,300

Code No.1AK00

MAX-R21 W/21M2
¥33,000

Code No.1B900

MAX-12TG Ver.III T Combo Set
T-1080SC L52 & MT02(M1007SC)
¥31,000

Code No.1AK05

ON ROAD

ON ROAD

MT03エキゾースト
  マニホールド 一式
(72106550)

MR02エキゾースト
  マニホールド 一式
(72106490)



1/8オフロードバギー/GTカー競技用エンジン

・ レデューサー7mm（樹脂、黄）  1個

付属品

・ エキゾーストシールリング　1個 
・ Tプラグ P3　1個 

グロープラグ
(71641300)P3 (71641400)P4 (71641500)P5

O.S. SPEED Tシリーズ グロープラグ
(71642720)P3 (71642730)P4 T-2090SC コンプリートセット (72106192)

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

MB01-80(M2002SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106480)

MB01-85(M2004SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106910)

T-2060SC WN コンプリートセット (72106135)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）(71430010)

スーパーエアクリーナー203 一式 (72413000)
・ 203スポンジフィルター
  エレメント

(72413200)

スーパーエアクリーナー204 一式 (72415000)
・ 204スポンジフィルター
  エレメント

(72415200)

（4個入）

（4個入）

要　　目
3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.27 mm / 0.641 in.
16.8 mm / 0.661 in.
2.45 ps / 2.42 hp / 33,000 r.p.m.
4,000-40,000 r.p.m.
380g / 13.40 oz.

■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量 （エンジン本体）

・ レデューサー8mm（樹脂、赤）  1個

MB01-70(M2003SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106880)

5.5　　　　　　　  6　　　　　　　  6.5(71533255) (71533260) (71533265)
レデューサー（Oリング付、アルミ製）

7　　　　　　　  8　　　　　　　  8.5(71533270) (71533280) (71533085)

9(71533290) 6II　　　　　　　  6.5II(71533261) (71533865)

・ T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式

・ MB01-75(M2000SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72106130)

(72106440)

・T-2090SC チューンドサイレンサー 一式
(72106190)

T-2100SC コンプリートセット(72107700)

・ T-2100SC チューンドサイレンサー 一式
(72107710)

・ MB01-85(M2004SC)
  エキゾーストマニホールド 一式
(72106910)

O.S. SPEED オフロード クラッチシステム
(71814001)

カー用エンジン O.S. MAXシリーズカー用エンジン O.S. MAXシリーズ

7

MAX-21XR-B Ver.II W/21J3-I
¥24,800

Code No.1AW00
MAX-21XR-B Ver.II BUGGY Combo Set
T-2090SC コンプリートセット付
¥35,800

Code No.1AW01

MAX-21XR-B Ver.II GT Combo Set
T-2060SC WN & MB01-70(M2003SC)
¥35,800

Code No.1AW02

ON ROAD

OFF ROAD

ON ROAD

OFF ROAD

・ MB01-75(M2000SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72106440)

MB01-75(M2000SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106440)

MB01-90(M2005SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106920)



1/8オフロードバギー/GTカー競技用エンジン

・ O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30
3、　16、　18　各1個

・ レデューサー7mm（樹脂、黄）  1個

付属品

・ エキゾーストシールリング　1個 
・ Tプラグ P3　1個 

要　　目
3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.27 mm / 0.641 in.
16.8 mm / 0.661 in.
2.6 ps / 2.56 hp / 34,000 r.p.m.
3,000-41,500 r.p.m.
362 g / 12.77 oz.

■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量 （エンジン本体）

グロープラグ
(71641300)P3 (71641400)P4 (71641500)P5

6 (71533260)
レデューサー（Oリング付）

6.5 (71533265)
6 (71533261)II

II6.5 (71533865)
7 (71533270)

MB01-90(M2005SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106920)

O.S. SPEED Tシリーズ グロープラグ
(71642720)P3 (71642730)P4

T-2090SC コンプリートセット (72106192)

・T-2090SC チューンドサイレンサー 一式
(72106190)

・ T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式
(72106130)

・ MB01-75(M2000SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72106440)

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

MB01-85(M2004SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106910)

MB01-80(M2002SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106480)

T-2060SC WN コンプリートセット
(72106135)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

スーパーエアクリーナー203 一式 (72413000)
・ 203スポンジフィルター
  エレメント

(72413200)

スーパーエアクリーナー204 一式 (72415000)
・ 204スポンジフィルター
  エレメント

(72415200)

（4個入）

（4個入）

MB01-70(M2003SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106880)

付属品
ボート用船外エンジン

2ストロークボート用エンジン2ストロークボート用エンジン

要　　目
3.46 cc / 0.211 cu.in.
16.6 mm / 0.654 in.
16.0 mm / 0.630 in.
1.3 ps / 1.28 hp / 25,000 r.p.m.
3,000-25,000 r.p.m.
682 g / 24.0 oz.

■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量 （エンジン本体）

・ グロープラグ No.8　1個 

スーパーフィルター
(72403050)

ノルトロックワッシャ（10組入）
(55500003)

（L）

バブレスウエイト S
(71531010)

M4
バブレスウエイト
(71531000)

O.S. SPEED シリコンチューブ
(72506100)

O.S. SPEEDツール

ENGINES 
FOR BOAT
ENGINES 
FOR BOAT

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

T-2100SC コンプリートセット(72107700)

・ T-2100SC チューンドサイレンサー 一式
(72107710)

・ MB01-85(M2004SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72106910)

O.S. SPEED オフロード クラッチシステム
(71814001)

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

カー用エンジン O.S. MAXシリーズカー用エンジン O.S. MAXシリーズ

8

MAX-21XZ-B Ver.II W/21J3
¥35,200

Code No.12183

MAX-21XM Ver.II W/20J
¥51,400

Code No.13941

ON ROAD

OFF ROAD

・ MB01-75(M2000SC)
  エキゾーストマニホールド 一式

(72106440)

MB01-75(M2000SC)
エキゾーストマニホールド 一式
(72106440)
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