
付属品

4-Stroke Single Cylinder 
Glow Engines for Airplane
4-Stroke Single Cylinder 
Glow Engines for Airplane

スケール機・スポーツ機用エンジン

4ストローク飛行機用エンジン4ストローク飛行機用エンジン

要　　目
9.32 cc / 0.569 cu.in.
24.0 mm / 0.945 in.
20.6 mm / 0.811 in.
1.0 ps / 0.99 hp / 10,000 r.p.m.
2,400-13,000 r.p.m.
419 g / 14.8 oz.
42 g / 1.48 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）

ラジアルマウントセット (71913000)

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

（L）

バブレスウエイト (71531000)

(72109660)M10 サイド60D
(72109670)M10 倒立80D

インカウルマニホールド

(45810200)
スピンナー用ロックナットセット

タペット調整キット (72200060)

単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)

1/4"-M4

ニードル延長ワイヤーセット(72200080) 

(45810300)1/4"-M5

13×6、12×6-8スポーツ/スタント
種　類 プロペラサイズ（DxP）

13×6-7、12×6-8スケール

・ グロープラグ　TypeF 
・ F-4040 サイレンサー 一式 
サイレンサー本体 一式 
エキゾーストマニホールド 一式 

M10ナット付

スケール機・スポーツ機用エンジン
付属品
・ グロープラグ　TypeF 
・ F-4050 サイレンサー 一式 
サイレンサー本体 一式 
エキゾーストマニホールド 一式 

M10ナット付

12×7-8、13×6スポーツ/スタント
種　類 プロペラサイズ（DxP）

13×7-8、14×6スケール

スケール機・スポーツ機用エンジン
付属品

・ F-5030 サイレンサー 一式 
サイレンサー本体 一式 
エキゾーストマニホールド 一式 
M11ナット付

・ グロープラグ　TypeF 

12×7-8、13×6-8
14×6-7

(71905010)

(72109680)M11 サイド60D
(72109690)M11 倒立80D

スポーツ/スタント
種　類 プロペラサイズ（DxP）

スケール

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

■ 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）

10.11 cc / 0.617 cu.in.
25.0 mm / 0.984 in.
20.6 mm / 0.811 in.
1.1 ps / 1.08 hp / 11,000 r.p.m.
2,400-11,000 r.p.m.
442 g / 15.59 oz.
44 g / 1.55 oz.

要　　目

ラジアルマウントセット (71913000)

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

（L）

バブレスウエイト (71531000)

(72109660)M10 サイド60D
(72109670)M10 倒立80D

インカウルマニホールド

(45810200)
スピンナー用ロックナットセット

タペット調整キット (72200060)

単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)

1/4"-M4

O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
ニードル延長ワイヤーセット(72200080) 

(45810300)1/4"-M5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

このエンジンはタペット調整キット以外に
5.5mmスパナが必要です。

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

要　　目
11.79 cc / 0.719 cu.in.
27.0 mm / 1.063 in.
20.6 mm / 0.811 in.
1.2 ps / 1.18 hp / 11.000 r.p.m.
2,400-12,500 r.p.m.
476 g / 16.79 oz.
54 g / 1.9 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）

ラジアルマウントセット

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

（L）

バブレスウエイト (71531000)

インカウルマニホールド

(45810200)
スピンナー用ロックナットセット

タペット調整キット (72200060)

単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)

1/4"-M4

ニードル延長ワイヤーセット(72200080) 

(45810300)1/4"-M5

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー
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FSα-56II W/40NA
¥39,000

Code No.34330

FS-62V W/61T
¥37,900

Code No.30600

FSα-72II W/61N
¥41,700
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付属品

4-Stroke Single Cylinder 
Glow Engines for Airplane
4-Stroke Single Cylinder 
Glow Engines for Airplane

スケール機・スポーツ機用エンジン

4ストローク飛行機用エンジン4ストローク飛行機用エンジン

ラジアルマウントセット

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

（L）

バブレスウエイト (71531000)

インカウルマニホールド

スピンナー用ロックナットセット

タペット調整キット (72200060)

単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)

ニードル延長ワイヤーセット(72200080) 
スポーツ/スタント

種　類 プロペラサイズ（DxP）

スケール

付属品

スポーツ/スタント
種　類 プロペラサイズ（DxP）

スケール

付属品

スポーツ/スタント/
種　類 プロペラサイズ（DxP）

スケール

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

ラジアルマウントセット

スーパーフィルター (72403050)（L）

インカウルマニホールド

スピンナー用ロックナットセット

単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)

O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100)
ニードル延長ワイヤーセット(72200080) 

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

このエンジンはタペット調整キット以外に
5.5mmスパナが必要です。

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

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

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

ラジアルマウントセット

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

（L）

バブレスウエイト (71531000)

インカウルマニホールド

スピンナー用ロックナットセット

タペット調整キット (72200060)

単気筒用ブースターケーブルセット (72200200)

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

ポンプ付エンジン
燃料過給のためのポンプを備えるエンジンP

要　　目
15.59 cc / 0.951 cu.in.
29.0 mm / 1.142 in.
23.6 mm / 0.929 in.
1.7 ps / 1.68 hp / 10,000 r.p.m.
2,100-11,000 r.p.m.
592 g / 20.88 oz.
58 g / 2.05 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）

(71901200)

(72109680)M11 サイド60D
(72109690)M11 倒立80D

5/16"-M5
(45910200)
(45910300)

5/16"-M4

・ F-5050 サイレンサー 一式 
サイレンサー本体 一式 
エキゾーストマニホールド 一式 

M11ナット付

・ グロープラグ　TypeF （エンジン組込済） 

13×7-9、14×6-8
15×6-8

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

要　　目
19.96 cc / 1.218 cu.in.
30.4 mm / 1.197 in.
27.5 mm / 1.083 in.
2.1 ps / 2.07 hp / 12,000 r.p.m.
2,000-12,000 r.p.m.
920 g / 32.5 oz.
92.2 g / 3.26 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）

(71904200)

（S）(71531010)バブレスウエイト (71531000)

(72109720)M14 サイド60D
(72109730)M14 倒立80D

5/16"-M5(45910200) (45910300)5/16"-M4

EXエキゾーストマニホールド
(72109200) (72109300)内装型 外装型

(72108510)
(72108520)

1414A
1414B

120mm
240mm

フレキシブル エキゾーストパイプ

アダプター1411
(72108500)

（1114A～1114D用）

・ F-5020 サイレンサー 一式 
サイレンサー本体 一式 
エキゾーストマニホールド 一式 

・ グロープラグ　TypeF 

・ ニードル
・ タペット調整キット

13x11-13、14x10-11
15x8、16x6-8、18x5-6
14x7（3B）、15x8（3B）

スタント機・スケール機・スポーツ機用エンジン

要　　目
25.36 cc / 1.548 cu.in.
33.6 mm / 1.323 in.
28.6 mm / 1.126 in.
2.6 ps / 2.56 hp / 10,000 r.p.m.
2,000-10,000 r.p.m.
805 g / 28.40 oz.
95 g / 3.35 oz.

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

（サイレンサー）

(71904200)

(72109720)M14 サイド60D
(72109730)M14 倒立80D

5/16"-M5
(45910200)
(45910300)

5/16"-M4・ F-6020 サイレンサー 一式 
サイレンサー本体 一式 
エキゾーストマニホールド 一式 
M14ナット付

・ グロープラグ　TypeF 
・ ニードル延長ワイヤーセット

16×8-12、17×8-12

M14ナット付

ポンプ付エンジン
燃料過給のためのポンプを備えるエンジンP
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FS-95V W/60PA
¥43,600

Code No.30900

FS-120SIII W/70N
¥61,700

Code No.35540

FSα-155-P W/70R
¥63,200

Code No.35430



付属品

for Airplanefor Airplane 4ストローク飛行機用多気筒エンジン4ストローク飛行機用多気筒エンジン

スーパーフィルター
(72403050)（L）

バブレスウエイト (71531000)

スピンナー用ロックナットセット

単気筒用ブースターケーブルセット
(72200200)

ニードル延長ワイヤーセット
(72200080) 

スポーツ/スケール
種　類 プロペラサイズ（DxP）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

O.S. SPEEDツール

O.S. SPEED メンテナンスオイル(30ml）
(71430010)

16×8、18×6-8、20x6

水平対向2気筒エンジン大型スケール機用

（エンジン取付済）

4-Stroke Multi Cylinder 
Glow Engines
4-Stroke Multi Cylinder 
Glow Engines

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）

13.26 cc x 2 / 1.218 cu.in. x 2
27.7 mm / 1.091 in.
22.0 mm / 0.866 in.

2.000-10.000 r.p.m.
1,100 g / 38.8oz.

グロープラグ TYPE F
(71615009)

(79870050)M5
爪付ナット（10個入）

5/16"-M5(L) (46110200)

(55500004)M5
ノルトロックワッシャ（10個入）・ラジアルマウントセット  一式

　　ラジアルマウント　x1　　
　　マウント取付ねじ（M5X25）　x4
　　スプリングワッシャ（　5）　x4
　　爪付ナット（M5）　x4
　　エンジン取付ねじ（M4X22）　x4
・プラグコードセット
　　プラグコード　x2　　プラグターミナル　x2
　　　5アースコード　x1
・ウッドラフ・キー　x1
・タペット調整キット　x1
・六角レンチ　x1
・チョークレバー　x1

水平対向4気筒エンジン大型スケール機用

付属品
・グロープラグ　TypeF　x4 
・ラジアル・マウント・セット  一式
　　ラジアルマウント　x1　　
　　マウント取付ねじ（M5X25）　x4
　　スプリングワッシャ（　5）　x4
　　爪付ナット（M5）　x4
　　エンジン取付ねじ　x4
・プラグコードセット
　　プラグコード　x2　　プラグターミナル　x2
　　　5アースコード　x1
・ウッドラフ・キー　x1　　・タペット調整キット　x1
・六角レンチ　x1　　　　・チョークレバー　x1

（エンジン取付済）

（エンジン取付済）

・ドレンプラグ

13,26 cc x 4 / 0.809 cu.in. x 4
27,7 mm / 1.091in.
22,0mm / 0.866in.

1,800-8,500 r.p.m.
2,190 g / 77.3 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）

スポーツ/スケール
種　類 プロペラサイズ（DxP）

18×10-12、20×8-10、22x8

スーパーフィルター
(72403050)（L）

バブレスウエイト (71531000)

スピンナー用ロックナットセット

単気筒用ブースターケーブルセット
(72200200)

ニードル延長ワイヤーセット
(72200080) 

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

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 TYPE F
(71615009)

(79870050)M5
爪付ナット（10個入）

5/16"-M5(L) (46110200)

(55500004)M5
ノルトロックワッシャ（10個入）
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FF-320(Pegasus-320)
¥256,600

Code No.36410

FT-160(Gemini-160)
¥139,300

Code No.36108

・グロープラグ　TypeF　x2 



for Airplanefor Airplane 4ストローク飛行機用多気筒エンジン4ストローク飛行機用多気筒エンジン
星型7気筒エンジン大型スケール機用

4-Stroke Multi Cylinder 
Glow Engines
4-Stroke Multi Cylinder 
Glow Engines

付属品
・グロープラグ　TypeF　x7 
・ラジアル・マウント・取付ねじセット
　　マウント取付ねじ（M5X25）　x5
　　スプリングワッシャ（　5）　x5
　　爪付ナット（M5）　x5
・プラグコードセット
　　プラグコード　x7
      プラグターミナル　x7
　　　5アースコード　x1
・ニードル延長ワイヤーセット　x1
・ドレンプラグ　x1
・キャブレターインサート　x1
・タペット調整キット　x1
・アルミケース 一式　x1

（シリコンパイプ付）

（エンジン取付済）

9,95 cc x 7 / 0.607 cu.in. x 7
24,0 mm / 0.945 in.
22,0mm / 0.866 in.

1,500-7,000 r.p.m.
3,167 g / 111.71 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）

スポーツ/スケール

種　類 プロペラサイズ（DxP）
22×10-12、23×8-12、
24x8-12、26x8

スーパーフィルター (72403050)（L）

バブレスウエイト (71531000)

スピンナー用ロックナットセット

単気筒用ブースターケーブルセット
(72200200)

集合排気管 (47169000) 

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

O.S. SPEEDシリコンチューブ (72506100)

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 TYPE F
(71615009)

(79870050)M5爪付ナット（10個入）

(55500004)M5ノルトロックワッシャ（10個入）3/8"-M5(S) (29310110)

バブレスウエイト S (71531010)

158.5

122

230

UNF3/8-24

寸　法　図 単位mm

72
72

36 36
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FR7-420(Sirius7)
¥421,500

Code No.37010
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