
ヘリコプター用ガソリンエンジンヘリコプター用ガソリンエンジンGASOLINE ENGINES
FOR HELICOPTER
GASOLINE ENGINES 
FOR HELICOPTER

付属品

2ストローク飛行機用エンジン2ストローク飛行機用エンジン

スーパーフィルター (72403050)
（S）(71531010)

（L）
バブレスウエイト

8×4
種　類 プロペラサイズ（DxP）

7×4、7×5

2-Stroke Glow Engines
For Airplane
2-Stroke Glow Engines
For Airplane

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

グロープラグ
O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

・ グロープラグNo.6 
・ 871サイレンサー 一式 

ブレークイン
トレーナー・スポーツ

■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量

要　　目
1.79 cc / 0.109 cu.in.
13.44 mm / 0.529 in.
12.65 mm / 0.498 in.
0.28 ps / 0.28 hp / 17,000 r.p.m.
2,500-17,000 r.p.m.
161.0 g / 5.68 oz.
37.0 g / 1.31 oz.

（エンジン本体）
（サイレンサー）

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

(71605300)No.6（旧称A3）

付属品

スーパーフィルター
(72403050)

（S）(71531010)

（L）

バブレスウエイト

8×4
種　類 プロペラサイズ（DxP）

7×4、7×5

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

グロープラグ

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
・ グロープラグNo.8 
・ 871Aサイレンサー 一式 

・ スピンナーナット締付け棒 
・ ヘッドガスケット（0.2mm） 

ブレークイン
トレーナー・スポーツ

■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量

要　　目
1.79 cc / 0.109 cu.in.
13.44 mm / 0.529 in.
12.65 mm / 0.498 in.
0.31 ps / 0.31 hp / 18,000 r.p.m.
2,500-18,000 r.p.m.
157.8 g / 5.57 oz.
38.5 g / 1.36 oz.

（エンジン本体）
（サイレンサー）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

(71608001)No.8

(71607100)No.7
(71608001)No.8

ラジアルマウントセット (71909410)
スピンナーナット M5 (20824005)
ニードル延長ワイヤーセット (72200080)
サイレンサーエクステンションアダプター
(21125108)

鬼目ナット (79870031)M3（6個入）
ノルトロックワッシャ M3 (55500002)（10組入）

12

MAX-11CZ-A W/12H
¥17,500

Code No.1BR00

MAX-11AX W/12G
¥46,000

Code No.1AD02

GS ガソリンエンジン
混合ガソリンを燃料にするエンジン

要　　目

（イグナイター）

14.95 cc / 0.912 cu.in.
27.7 mm / 1.091 in.
24.8 mm / 0.976 in.
2.8 ps / 2.76 hp / 14,000 r.p.m.
2,000-16,000 r.p.m.
748.6 g / 26.41 oz.
92.0 g / 3.25 oz.  
144 g / 5.08 oz.
（E-4051サイレンサー／アダプター含む）

■ 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）

197.5 g / 6.97 oz.
（パワーブーストパイプ GT15HZ）

91クラス ヘリコプター用エンジン

・ イグナイター　IG-05 ・ パワーブーストパイプGT15HZ
　（パワーブーストパイプGT15HZ付き）

・ スロットルバルブアーム

付属品
・ スパークプラグ CM-6

・ チョークバルブアーム

・ E-4051サイレンサー
　　E-4011エクステンションアダプター
　（E-4051サイレンサー付き）

GT15HZ E-4051サイレンサー付
¥41,500

Code No.38154
GT15HZ パワーブーストパイプGT15HZ付
¥47,500

Code No.38153
GT15HZ W/WT-1067
サイレンサー無
¥38,000

Code No.38150



2ストローク飛行機用エンジン2ストローク飛行機用エンジン

付属品

付属品

種　類 プロペラサイズ（DxP）

2-Stroke Glow Engines
For Airplane
2-Stroke Glow Engines
For Airplane

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

グロープラグ

スピンナーナット
ラジアルマウントセット

(71607100)No.7

サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）
鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
バブレスウエイト S (71531010)

（L）

(71608001)No.8

ニードル延長ワイヤーセット (72200080)

(71605300)No.6（旧称A3）
・ グロープラグ No.6（旧称Ａ3）

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）

（サイレンサー）

・ E-2030サイレンサー　一式

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

要　　目
4.07 cc / 0.248 cu.in.
18.0 mm / 0.709 in.
16.0 mm / 0.630 in.
0.84 ps / 0.83 hp / 18,000 r.p.m.
2,500-19,000 r.p.m.
260 g / 9.17 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）

(71908410)

(22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm

バブレスウエイト (71531000)

(23024008)1/4"-28

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

・ グロープラグNo.8 
・ 892サイレンサー 一式 

9x5-6、9.5x5、10x5スポーツ用
スタント用 9x6、9.5x5

種　類 プロペラサイズ（DxP）
9x5ブレークイン

トレーナー/スポーツ機 9x5-6

62 g / 2.19 oz.（サイレンサー）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
グロープラグ

スピンナーナット

ラジアルマウントセット
(71607100)No.7

サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）
鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

(71608001)No.8

ニードル延長ワイヤーセット (72200080)

(71605300)No.6（旧称A3）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

付属品（15LA/15LA-S）

CL

写真は15LA

15LA-S

小型スポーツ機・トレーナー機/Uコン用エンジン

コントロールライン（Uコン）用エンジン
スロットルを装備していないエンジン

グロープラグ

スピンナーナット

ラジアルマウントセット
(71607100)No.7

サイレンサーエクステンション アダプター
(21125108)

ノルトロックワッシャ（10組入）
鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
バブレスウエイト S (71531010)

（L）

(71608001)No.8

ニードル延長ワイヤーセット (72200080)

(71605300)No.6（旧称A3）

(71909310)15LA/15LA-S
(20824005)M5

8x415LA ブレークイン トレーナー／スポーツ機
7x5-6、8x4-5

・ グロープラグ No.6（旧称Ａ3）

8x415LA-S 8x4-6
ブレークイン スタント／スポーツ機

要　　目（15LA/15LA-S）
■ 行 程 体 積
■ ボ　　　ア
■ ストローク
■ 出　　　力
■ 実用回転数
■ 重　　　量

2.49 cc / 0.152 cu.in.
15.2 mm / 0.598 in.
13.7 mm / 0.539 in.
0.41 ps / 0.40 hp / 17,000r.p.m.
2,500-18,000 r.p.m.
138 g / 4.87 oz.
129.5 g / 4.56 oz.
37 g / 1.31 oz.

（エンジン本体）

（サイレンサー）
（15LA-S）

・ 871サイレンサー　一式

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

15LA/15LA-S

15LA/15LA-S

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

幅11.5mm 穴ピッチ27.5mm

種　類 プロペラサイズ（DxP）

(23024009)1/4"-28 (L)

(71908100)

(23024008)1/4"-28

(22325100)

4.07 cc / 0.249 cu.in.
18.0 mm / 0.709 in.
16.0 mm / 0.630 in.
0.6 ps / 0.59 hp / 15,000r.p.m.
2,500-16,000 r.p.m.
197 g / 6.94 oz.
62 g / 2.19 oz.
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MAX-15LA W/10G
¥11,300

Code No.11532

MAX-25LAII W/22F
¥17,800

Code No.12354

MAX-25FXII W/21L
¥19,000

Code No.12662

MAX-15LA-S
¥11,100

Code No.11536



付属品

2ストローク飛行機用エンジン2ストローク飛行機用エンジン

種　類 プロペラサイズ（DxP）

付属品

2-Stroke Glow Engines
For Airplane
2-Stroke Glow Engines
For Airplane

小型スタント機・スポーツ機用エンジン

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

スタント・スポーツ

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

中型スタント機・スポーツ機用エンジン

バブレスウエイト (71531000)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

・ グロープラグNo.8 
O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
グロープラグ

スピンナーナット

ラジアルマウントセット

サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）
鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

・ グロープラグNo.8 
・ ニードル延長ワイヤーセット 
・ E-3080 サイレンサー 一式 
サイレンサー取付ねじ（M3x28 2本）

10x6-7、11x6、12x6

要　　目
5.77 cc / 0.352 cu.in.
20.2 mm / 0.795 in.
18.0 mm / 0.709 in.
1.3 ps / 1.28 hp / 16,000 r.p.m.
2,500-17,000 r.p.m.
280 g / 9.88 oz.
83.0 g / 2.93 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）

（サイレンサー）

(71908410)

(79870040)M4

(55500003)M4

ロング プロペラナット セット (73101000)

(23024009)1/4"-28(L)

1/4"-28

爪付ナット（10個入）

(22625103) 幅12.5mm 穴ピッチ35.0mm

バブレスウエイト (71531000)

(23024008)1/4"-28

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

グロープラグ

スピンナーナット
ラジアルマウントセット

(71607100)No.7

サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）

鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

(71608001)No.8
(71605300)No.6（旧称A3）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

中型スタント機・スポーツ機用エンジン
付属品

・ E-3071サイレンサー 一式 
・ ニードル延長ワイヤーセット 

サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本) 

10.5x6、11x6-8、12x6-7

(71913100)

(25425600) 幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm

(23024009)1/4"-28(L)
■ 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）

（サイレンサー）

7.45 cc / 0.455 cu.in.
22.0 mm / 0.866 in.
19.6 mm / 0.772 in.
1.65 ps / 1.63 hp / 16,000 r.p.m.
2,000-17,000 r.p.m.
378 g / 13.33 oz.
108 g / 3.81 oz.

種　類
スポーツ

バブレスウエイト (71531000)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

グロープラグ

スピンナーナット

ラジアルマウントセット
(71607100)No.7

サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）
鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

(71608001)No.8
(71605300)No.6（旧称A3）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

・ E-3071サイレンサー 一式 

・ ニードル延長ワイヤーセット 

サイレンサー取付ねじ(M3x35 2本) 

12x7-8、13x6-7

■ 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）

（サイレンサー）

8.93 cc / 0.545 cu.in.
23.0 mm / 0.906 in.
21.5 mm / 0.846 in.
1.7 ps / 1.68 hp / 16,000 r.p.m.
2,000-17,000 r.p.m.
404 g / 14.25 oz.
108 g / 3.81 oz.

要　　目

要　　目

種　類
スポーツ

(71913100)

(25425600)

(71608001)No.8

幅11.5mm 穴ピッチ37.0mm

(71605100)No.10（旧称A5）

(23024009)1/4"-28(L)

バブレスウエイト

プロペラサイズ（DxP）

プロペラサイズ（DxP）
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MAX-35AX W/21K
¥19,500

Code No.13100

MAX-46AXII W/40K
¥20,200

Code No.15490

MAX-55AX W/40K
¥23,000

Code No.15612



2ストローク飛行機用エンジン2ストローク飛行機用エンジン

付属品

2-Stroke Glow Engines
For Airplane
2-Stroke Glow Engines
For Airplane

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

バブレスウエイト (71531000)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

・ グロープラグNo.8 
O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
グロープラグ

ラジアルマウントセット
サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）

鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

・ ニードル延長ワイヤーセット 

種　類 プロペラサイズ（DxP）
スポーツ

(71608001)No.8
(71605100)No.10（旧称A5）

バブレスウエイト

要　　目
10.63 cc / 0.649 cu.in.
24.0 mm / 0.945 in.
23.5 mm / 0.925 in.
1.75 ps / 1.73 hp / 16.000 r.p.m.
2,000-17,000 r.p.m.
497 g / 17.53 oz.
128 g / 4.52 oz.
156 g / 5.50 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）

（E-4050サイレンサー）
（E-4010Aサイレンサー）

(71905200)

(71607100)No.7

(26625340)

爪付ナット（10個入） (79870040)M4

(55500003)M4

幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mmロング

(45024000)5/16"-24

E-4010Aサイレンサー 一式 (26028050)

・ E-4050 サイレンサー 一式 
サイレンサー取付ねじ
（M4x40 2本）

12x6、13x6-7、14x6

・ E-4010A サイレンサー 一式 
サイレンサー取付ねじ
（M4x40 2本）

E-4050サイレンサー 一式 (27426000)

付属品（E-4050サイレンサー付き）
・ グロープラグNo.8 
・ ニードル延長ワイヤーセット 

種　類 プロペラサイズ（DxP）
スポーツ

付属品（E-4010Aサイレンサー付き）
・ グロープラグNo.8 
・ ニードル延長ワイヤーセット 

バブレスウエイト (71531000)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)
グロープラグ

スピンナーナット

ラジアルマウントセット

サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）

鬼目ナット（6個入） (79870031)M3

(55500002)M3

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

(71608001)No.8
(71605100)No.10（旧称A5）

バブレスウエイト

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

要　　目
12.29 cc / 0.75 cu.in.
25.8 mm / 1.016 in.
23.5 mm / 0.925 in.
2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
2,000-16,000 r.p.m.
578 g / 20.39 oz.
169 g / 5.97 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）

（サイレンサー）

(71905200)

(71607100)No.7

(26625340)

爪付ナット（10個入） (79870040)M4

(55500003)M4

幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mmロング

・ E-4040 サイレンサー 一式 
サイレンサー取付ねじ（M4x40 2本）

13x8-10、14x6-8

＊生産終了品です。
　在庫限りの販売になります。
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MAX-65AX W/61D E-4050
¥29,700

Code No.16520

MAX-75AX W/61A
¥31,400

Code No.17400

MAX-65AX W/61D E-4010A
¥28,800

Code No.16521



2ストローク飛行機用エンジン2ストローク飛行機用エンジン2-Stroke Glow Engines
For Airplane
2-Stroke Glow Engines
For Airplane

付属品

バブレスウエイト (71531000)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

・ グロープラグNo.8 
O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
グロープラグ

ラジアルマウントセット
サイレンサーエクステンション アダプター

ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

・ ニードル延長ワイヤーセット 

種　類 プロペラサイズ（DxP）
スポーツ

(71608001)No.8
(71605100)No.10（旧称A5）

バブレスウエイト

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

(71905200)

(71607100)No.7

(26625340)

爪付ナット（10個入）
(79870040)M4

(55500003)M4

幅14.5mm 穴ピッチ42.0mm
(26625500) 幅35.0mm 穴ピッチ42.0mmロング

・ E-4040 サイレンサー 一式 
サイレンサー取付ねじ（M4x40 2本）

要　　目
15.55 cc / 0.949 cu.in.
27.7 mm / 1.091 in.
25.8 mm / 1.016 in.
2.9 ps / 2.86 hp / 15,000 r.p.m.
2,000-16,000 r.p.m.
567 g / 20.0 oz.
169 g / 5.97 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）

（サイレンサー）

(55500004)M5

(79870050)M5

14x8、15x6-8、16x6-8

大型スケール機・スポーツ機用エンジン

(71904200)

(45910200)
スピンナー用ロックナットセット

(45910300)5/16"-M5
5/16"-M4

付属品
・ グロープラグNo.8 
・ ニードル延長ワイヤーセット 
・ E-5020エクステンションアダプター 

・ E-5020 90°アダプター 

・ E-5020 サイレンサー 一式 

エクステンション
アダプター取付ねじ（M4x90 2本） 

サイレンサー取付ねじ（M4x45 2本）

90°アダプター取付ねじ 
（M4x20 2本）  

要　　目
19.96 cc / 1.218 cu.in.
30.4 mm / 1.197 in.
27.5 mm / 1.083 in.
3.1 ps / 3.06 hp / 9.000 r.p.m.
1,800-9,500 r.p.m.
647 g / 22.82 oz.
176 g / 6.21 oz.
219.2 g / 7.73 oz.
245 g / 8.64 oz.

（90°アダプター装着）
（エクステンションアダプター装着）

■ 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）

（サイレンサー）

15x10-12、16x8-10
種　類 プロペラサイズ（DxP）
スポーツ

バブレスウエイト (71531000)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

グロープラグ

ラジアルマウントセット

ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター (72403050)
S (71531010)

（L）

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

(71608001)No.8
(71605100)No.10（旧称A5）

バブレスウエイト

(71607100)No.7

爪付ナット（10個入）
(79870040)M4

(55500003)M4 (55500004)M5

(79870050)M5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

エクステンションアダプター装着図
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90°アダプター装着図
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MAX-95AX RING W/61C
¥36,000

Code No.19120

MAX-120AX RING W/70D
¥39,900

Code No.19210
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