
2

カー用エンジン
O.S. SPEED シリーズ ＆ Combo Set

付属品
・ エキゾーストシールリング　1個 ・ Tプラグ P3　1個 

T-シリーズプラグ

O.S. SPEEDツール

1/8オフロードバギー競技用エンジン
O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

・ ダストキャップ　　3、　16、　18　各1個

(71641300)P3 (71641400)P4 (71641500)P5

T-2060SC WN コンプリートセット(72106135)

・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)

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）

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)

7 (71533270)
レデューサー（Oリング付）

(71533280)
(71533290)

8
98.5 (71533085)

・ レデューサー（赤）　6II（Oリング付）  1個

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）(71430010)

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)

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

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 B2103 Type S
W/22D(B)
¥41,800

Code No.1BN00
O.S.SPEED B2103 Type S
Combo Set
T-2100SC コンプリートセット付
¥50,500

Code No.1BN01

OFF ROAD

・ レデューサー（赤）　6.5II（Oリング付）  1個

1/8オフロードバギー競技用エンジン

O.S.SPEED B2103 Type R
W/22D(B)
¥41,800

Code No.1BP00
O.S.SPEED B2103 Type R
Combo Set
T-2100SC コンプリートセット付
¥50,500

Code No.1BP01

OFF ROAD

要　　目
3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.27 mm / 0.641 in.
16.80 mm / 0.661 in.
2.68 ps / 2.64 hp / 34,000 r.p.m.
4,000-42,000 r.p.m.
347 g / 12.24 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）

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)

付属品
・ エキゾーストシールリング　1個 ・ Tプラグ P3　1個 

・ ダストキャップ　　3、　16、　18　各1個

・ レデューサー（赤）　6II（Oリング付）  1個

・ レデューサー（赤）　6.5II（Oリング付）  1個

要　　目
3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.27 mm / 0.641 in.
16.80 mm / 0.661 in.
2.68 ps / 2.64 hp / 34,000 r.p.m.
4,000-42,000 r.p.m.
352 g / 12.42 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）

(72106880)

MB01-70(M2003SC)
エキゾーストマニホールド 一式

TypeS/TypeR共通
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付属品

・ エキゾーストシールリング　1個 
・ Tプラグ RP6　1個 

・ ダストキャップセット 3　1個 16　2個

T-シリーズプラグ
(71642060)RP6 (71642070)RP7

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)

(72414100)

・ インダクションサイレンサー
   フィルター

オンロード フィルターオイル(20ml）(72414200)

（3個入）

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)

1/10ツーリングカー競技用エンジン

1/8レーシング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

付属品

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

T-2080SC コンプリートセット(72106850)

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

プレッシャーチャンバーセット
(71550000)

インダクション サイレンサー
(72414000)

(72414100)

・ インダクションサイレンサー
   フィルター

オンロード フィルターオイル(20ml）(72414200)

（3個入）

O.S. SPEEDツール
O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）(71430010)

要　　目
2.10 cc / 0.128 cu.in.
13.67 mm / 0.538 in.
14.3 mm / 0.563 in.
1.75 ps / 1.73 hp / 35,000 r.p.m.
5,000-45,000 r.p.m.
230 g / 8.11 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）

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

要　　目
3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.08mm / 0.633 in.
17.20mm / 0.677 in.
2.8 ps / 2.76 hp / 35,000 r.p.m.
4,000-45,000 r.p.m.
340g / 11.99 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）

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリーは主要な物を掲載しています。 詳細はP36～P40を参照してください。

O.S.SPEED T1203 Combo Set
T-1070SC L52 コンプリートセット付
¥45,600

Code No.1BS01
O.S.SPEED T1203 W/12F5(B)
¥38,600

Code No.1BS00

O.S.SPEED R2104 Combo Set
T-2080SCII コンプリートセット付

Code No.1C601
O.S.SPEED R2104 W/21M2(B)
¥54,500

Code No.1C600

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)

ON ROAD

ON ROAD

カー用エンジン
O.S. SPEED シリーズ ＆ Combo Set

T-2080SCII コンプリートセット (72106852)
・ T-2080SC チューンドサイレンサー 一式

・ MR02 エキゾースト
   マニホールド 一式

(72106851)

(72106490)

¥63,000

NEW
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付属品

・ エキゾーストシールリング　1個 

・ Tプラグ RP-6　1個 T-シリーズプラグ

O.S. SPEEDツール

プレッシャー
チャンバーセット
(71550000)

1/8GTカー競技用エンジン

O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

T-2060SC WN & MB01-70(M2003SC)

・ ダストキャップ　　3、　16、　18　各1個

■ 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）

要　　目
3.49 cc / 0.213 cu.in.
16.08 mm / 0.633 in.
17.20 mm / 0.677 in.
2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
4,000-42,000 r.p.m.
369 g / 13.02 oz.

(71641300)P3 (71641400)P4 (71641500)P5

T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式
(72106130)

(72106880)

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）

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）(71430010)

O.S.SPEED R21GT W/22E(B)GT
¥41,800

Code No.1CC00
O.S.SPEED R21GT Combo Set

¥50,500

Code No.1CC01

ON ROAD

O.S.SPEED R21 EURO Spec. 
Combo Set
T-2080SC & MR01(M2001SC)
¥62,000

Code No.1C401

・ エキゾーストシールリング　1個 

・ Tプラグ RP7　1個 

・ ダストキャップセット 3、　16、　18　各1個

付属品

・ O.S.SPEED フライホイルコレット　1個

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.
16.08 mm / 0.633 in.
17.20 mm / 0.677 in.
2.8 ps / 2.76 hp / 33,000 r.p.m.
4,000-45,000 r.p.m.
340 g / 11.99 oz.

1/8レーシングカー競技用エンジン

ハイスピードコースに対応し、
クランクシャフト及びシリンダー
/ピストンのアレンジを変更。
トップスピードの伸びを追求しました。

ON ROAD

・ レデューサー7mm  1個
(71642060)RP6 (71642070)RP7
(71642080)RP8

T-2080SC チューンドサイレンサー 一式
(72106851)

6　　　　　　　  6.5(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)

MB01-70(M2003SC)
エキゾーストマニホールド 一式

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)

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

インダクション サイレンサー
(72414000)

(72414100)

・ インダクションサイレンサー
   フィルター

オンロード フィルターオイル(20ml）(72414200)

（3個入）

カー用エンジン
O.S. SPEED シリーズ ＆ Combo Set
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O.S.SPEED B21 Adam Drake
Edition2 Combo Set
T-2100SC & MB01-75(M2000SC)
¥52,000

Code No.1CH01
O.S.SPEED B21 Adam Drake
Edition2 W/21J4(B)
¥43,300

Code No.1CH00

O.S.SPEED B21 TY2
Combo Set
T-2090SC & MB01-90(M2005SC)
¥51,500

Code No.1A20AO.S.SPEED B21 TY2
W/21J3(B)
¥42,800

Code No.1A209

1/8オフロードバギー競技用エンジン

O.S.SPEED 21XZ-B TY110%
Combo Set
T-2090SC & MB01-90(M2005SC)
¥51,500

Code No.1217E
O.S.SPEED 21XZ-B TY110%
W/21J3(B)
¥42,800

Code No.1217D

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.
16.4 mm / 0.646 in.
16.55 mm / 0.652 in.
2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
4,000-42,000 r.p.m.
352 g / 12.42 oz.

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.
16.27 mm / 0.641 in.
16.8 mm / 0.661 in.
2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
4,000-42,000 r.p.m.
353 g / 12.45 oz.

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）

3.46 cc / 0.211 cu.in.
16.4 mm / 0.646 in.
16.4 mm / 0.646 in.
2.65 ps / 2.61 hp / 34,000 r.p.m.
4,000-42,000 r.p.m.
356 g / 12.56 oz.

・ O.S.SPEED Tシリーズ グロープラグ P3　1個 
・ レデューサー（青）　 6.5II（Oリング付） 1個
・ レデューサー（青）　 7（Oリング付） 1個
・ エキゾーストシールリング　1個 
・ ダストキャップセット 3、　16、　18　各1個

付属品

OFF ROAD

OFF ROAD

OFF ROAD

カー用エンジン
O.S. SPEED シリーズ ＆ Combo Set

NEW

T-2060SC WN
コンプリートセット
(72106135)

T-2090SC
コンプリートセット
(72106192)

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)

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

T-シリーズプラグ
(71641300)P3 (71641400)P4

(71642730)P4

O.S. SPEEDツール

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）

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）(71430010)

O.S. SPEED オフロード クラッチシステム
(71814001)O.S. SPEED パーツ＆アクセサリー

6 (71533260)
レデューサー（Oリング付）

6.5 (71533265)
6 (71533261)II

II6.5 (71533865)
7 (71533270)

OS.S.SPEED T-シリーズプラグ
(71642720)P3

8 (71533280)
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