
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

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
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

種　類 プロペラサイズ（DxP）

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）
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MAX-11CZ-A W/12H
Code No.1BR00

MAX-11AX W/12G
Code No.1AD02

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）

MAX-15LA W/10G
Code No.11532

MAX-15LA-S
Code No.11536

（税抜/¥46,000）¥50,600

（税抜/¥17,500）¥19,250

（税抜/¥11,900）
¥13,090

（税抜/¥11,700）
¥12,870



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)

(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-25LAII W/22F
Code No.12354

MAX-25FXII W/21L
Code No.12662

付属品

種　類 プロペラサイズ（DxP）

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

・ 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)

MAX-35AX W/21K
Code No.13100

（税抜/¥18,400）¥20,240

（税抜/¥19,600）¥21,560

（税抜/¥20,100）¥22,110



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

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)

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-46AXII W/40K
Code No.15490

MAX-55AX W/40K
Code No.15612

（税抜/¥20,900）¥22,990

（税抜/¥23,700）¥26,070

・ グロープラグ No.6（旧称A3）



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
Code No.16520

MAX-75AX W/61A
Code No.17400

MAX-65AX W/61D E-4010A
Code No.16521

（税抜/¥29,700）¥32,670 （税抜/¥30,600）¥33,660

（税抜/¥32,400）¥35,640



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 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）

（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.（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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MAX-95AX RING W/61C
Code No.19120

MAX-120AX RING W/70D
Code No.19210

（税抜/¥37,100）¥40,810

（税抜/¥41,100）¥45,210



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

スポーツ/スタント
種　類 プロペラサイズ（DxP）

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

スポーツ/スタント
種　類 プロペラサイズ（DxP）

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 
(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
Code No.34330

FS-62V W/61T
Code No.30600

FSα-72II W/61N
Code No.34721

（税抜/¥41,000）
¥45,100

（税抜/¥39,800）
¥43,780

（税抜/¥43,800）
¥48,180



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  ）済込組ンジンエ（ 

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

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
Code No.30900

FS-120SIII W/70N
Code No.35540

FSα-155-P W/70R
Code No.35430

（税抜/¥45,800）
¥50,380

（税抜/¥64,800）
¥71,280

（税抜/¥66,400）
¥73,040



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)

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）

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)
Code No.36410

FT-160(Gemini-160)
Code No.36108

・グロープラグ　TypeF　x2 

（税抜/¥146,300）
¥160,930

（税抜/¥269,500）
¥296,450



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）

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
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UNF3/8-24

寸　法　図 単位mm
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36 36
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FR7-420(Sirius7)
Code No.37010

（税抜/¥421,500）¥463,650
＊生産終了品です。
　在庫限りの販売になります。



2ストローク飛行機用 グローガソリンエンジン2ストローク飛行機用 グローガソリンエンジン

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）

（サイレンサー）

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）

・ スパークプラグ CM-6 

・ イグナイター　IG-06

（サイレンサー）

2-Stroke Single Cylinder 
Glow Gasoline Engines
2-Stroke Single Cylinder 
Glow Gasoline Engines

グローガソリンエンジン
イグナイター不用。ガソリン用グロープラグG5により混合ガソリンで運転可能。GG

14.95 cc / 0.912 cu.in.
27.7 mm / 1.091 in.
24.8 mm / 0.976 in.
2.35 ps / 2.32 hp / 15,000r.p.m.
2,000-15,000 r.p.m.
610 g / 21.52 oz.
169 g / 5.97 oz.

小型スポーツ機・トレーナー機用エンジン

付属品
・ グロープラグ G5

・ ガソリン用燃料フィルター S

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

種　類 プロペラサイズ（DxP）
スポーツ/アクロ/スケール

爪付ナット（10個入） (79870040)M4
(55500003)M4

スピンナー用ロックナットセット
(45910200)5/16"-M4
(45910300)5/16"-M5

E-4051サイレンサー 一式
(27426010)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

ノルトロックワッシャ（10組入）

O.S. SPEEDツール

グローガソリンエンジン用プラグG5
(71655001)

2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン2-Stroke Single Cylinder 
Gasoline Engines
2-Stroke Single Cylinder 
Gasoline Engines
2ストロークガソリン15cc スケール機・アクロ機

GS

サイレンサー取付ねじ（M4x40 2本）

種　類 プロペラサイズ（DxP）
スポーツ/アクロ/スケール

・ E-4040 サイレンサー 一式 

・ ポンプセット

14.95 cc / 0.912 cu.in.
27.7 mm / 1.091 in.
24.8 mm / 0.976 in.
2.4 ps / 2.37 hp / 15,000 r.p.m.
2,000-15,000 r.p.m.
631 g / 22.26 oz.
169 g / 5.97 oz.
95 g / 3.35 oz.（イグナイター）

爪付ナット（10個入） (79870040)M4
(55500003)M4

スピンナー用ロックナットセット
(45910200)5/16"-M4
(45910300)5/16"-M5

E-4051サイレンサー 一式
(27426010)

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター

O.S. SPEEDツール

(72403051) (72403050)
バブレスウエイト S (71531010)

（S） （L）

2ストロークガソリン22cc スケール機・アクロ機

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）
（イグナイター）

付属品
・ スパークプラグ CM-6 
・ イグナイター　IG-02

エキゾーストガスケット

種　類 プロペラサイズ（DxP）
ブレークイン
スポーツ/スタント

・ E-5040 サイレンサー 

22.12 cc / 1.350 cu.in.
32.0 mm / 1.260 in.
27.5 mm / 1.083 in.
2.7 ps / 2.66 hp / 9,000 r.p.m.
1,800-9,000 r.p.m.
761.6 g / 26.86 oz.
132.6 g / 4.68 oz.
105.0 g / 3.70 oz.

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

爪付ナット（10個入） (79870040)M4

(55500003)M4

スピンナー用ロックナットセット
(45910200)5/16"-M4 (45910300)5/16"-M5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター

O.S. SPEEDツール

(72403051) (72403050)

バブレスウエイト S (71531010)

（S） （L）

スパークプラグ CM-6(NGK)
(71669000)

スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
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GGT15 W/61H
Code No.3A200

GT15 W/61H
Code No.38160

GT22 W/WT1054
Code No.38200

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

スーパーフィルター (72403051) (72403050)
バブレスウエイト S (71531010)

（S） （L）

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

（税抜/¥39,400）
¥43,340

（税抜/¥40,500）
¥44,550

（税抜/¥41,800）
¥45,980

・ ポンプセット

・ ガソリン用燃料フィルター S



2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン2-Stroke Single Cylinder 
Gasoline Engines
2-Stroke Single Cylinder 
Gasoline Engines

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）

・ スパークプラグ CM-6 
・ イグナイター　IG-02

（サイレンサー）

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

2ストロークガソリン60cc スケール機・アクロ機

GS

・ プロペラワッシャ 
・ キャップスクリューM5x45 

（イグナイター）

爪付ナット（10個入）M5

M5

スピンナー用ロックナットセット
(45910200)5/16"-M4 (45910300)5/16"-M5

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター

O.S. SPEEDツール

(72403051) (72403050)

バブレスウエイト S (71531010)

（S） （L）

スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)
GS

2ストロークガソリン33cc スケール機・アクロ機

付属品
・ スパークプラグ CM-6 
・ イグナイター　IG-02

エキゾーストガスケット

種　類 プロペラサイズ（DxP）
ブレークイン
スポーツ/スタント

・ E-5030 サイレンサー 

32.98 cc / 2.013 cu.in.
36.0 mm / 1.417 in.
32.4 mm / 1.276 in.
3.9 ps / 3.85 hp / 9,000r.p.m.
1,800-9,000 r.p.m.
984.2 g / 34.72 oz.
187.5 g / 6.61 oz.
105.0 g / 3.70 oz.

(79870050)

(55500004)

M5スタンドオフ エンジンマウント（4個入）

(74003530)）mm1.91（"4/3

(74003510)）mm4.6（"4/1
）mm7.21（"2/1 (74003520)

(74003540)）mm4.52（"1
(74003550)）mm8.13（"4/1-1
(74003560)）mm1.83（"2/1-1
(74003570)

(74003580)
）mm5.44（"4/3-1

）mm8.05（"2

エキゾーストガスケット
キャップスクリューM5x50 
M5ワッシャ 

種　類 プロペラサイズ（DxP）
ブレークイン
スポーツ/スタント

・ E-6020 サイレンサー（サイレンサー付きのみ）

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）
（イグナイター）

59.91 cc / 3.656 cu.in.
44.0 mm / 1.732 in.
39.4 mm / 1.551 in.
6.08 ps / 6.00 hp / 8,000r.p.m.
1,600-8,000 r.p.m.
1.400 g / 49.38 oz.
178.0 g / 6.28 oz.
105.0 g / 3.70 oz.  

スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)

爪付ナット（10個入）M5

M5
ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター

O.S. SPEEDツール

(72403051) (72403050)

バブレスウエイト S (71531010)

（S） （L）
(79870050)

(55500004)

M5スタンドオフ エンジンマウント（4個入）

(74003530)）mm1.91（"4/3

(74003510)）mm4.6（"4/1
）mm7.21（"2/1 (74003520)

(74003540)）mm4.52（"1
(74003550)）mm8.13（"4/1-1
(74003560)）mm1.83（"2/1-1
(74003570)

(74003580)
）mm5.44（"4/3-1

）mm8.05（"2
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GT33 W/WT1024
Code No.38300

GT60 W/HDA-313
（サイレンサー無）

Code No.38608
GT60 W/HDA-313
（サイレンサー付き）

Code No.38600

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

（税抜/¥46,300）
¥50,930

（税抜/¥68,000）
¥74,800

（税抜/¥73,700）
¥81,070

・ プロペラスペーサー 2個



2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン2ストローク飛行機用 ガソリンエンジン2-Stroke BOXER TWIN
Gasoline Engine
2-Stroke BOXER TWIN
Gasoline Engine

付属品
・ スパークプラグ CM-6 ２個 
・ イグナイター　IG-10

2サイクルガソリン120cc 水平対向2気筒エンジン

GS

・ スロットルアーム ２個
・ プロペラワッシャ 

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

種　類 プロペラサイズ（DxP）
ブレークイン
スポーツ/スタント

・ キャップスクリューM5x50 6本 

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）

（イグナイター）

スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)

M6
ノルトロックワッシャ（10組入）

スーパーフィルター

O.S. SPEEDツール

(72403051) (72403050)

バブレスウエイト S (71531010)

（S） （L）

(55500005)

スパークプラグ CM-6(Rcexl) (71669010)
ガソリン用燃料フィルター S (78300000)

59.9 cc x 2 / 3.66 cu.in. x 2
44.0 mm / 1.732 in.
39.4 mm / 1.551 in.
10.0 ps / 9.86 hp / 7,000 r.p.m.
1,600-8,000 r.p.m.
2,450 g / 86.42 oz.
150 g / 5.29 oz.  

三　面　図 単位mm
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GT120T W/HS-324A
Code No.3AB00

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

（税抜/¥150,400）
¥165,440



ラジアルマウントセットGF30/GF30II (71904400)

付属品

for Airplanefor Airplane 4ストローク飛行機用ガソリンエンジン4ストローク飛行機用ガソリンエンジン

バブレスウエイト S (71531010)

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)

ブレークイン
種　類 プロペラサイズ（DxP）

付属品

O.S. 純正パーツ＆アクセサリー

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ツール

(45910200) (45910300)

・ F-6040サイレンサー 一式

・ スパークプラグ 1/4-32 

・ F-6040サイレンサー 一式

・ スパークプラグ CM-6 
・ イグナイター　IG-04

4-Stroke Single Cylinder 
Gasoline Engines
4-Stroke Single Cylinder 
Gasoline Engines

GS

GS

4ストロークガソリン30cc スケール機・アクロ機

スポーツ/アクロ/スケール

ノルトロックワッシャ（10組入） (55500004)M5

スーパーフィルター
(72403051) (72403050)（S） （L）

5/16"-M4 5/16"-M5

（燃料缶用）

（燃料タンク用）

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）
（イグナイター）

29.94 cc / 1.827 cu.in.
38.0 mm / 1.496 in.
26.4 mm / 1.039 in.
2.8 ps / 2.76 hp / 9,000 r.p.m.
1,800-9,000 r.p.m.
1,010 g / 34.92 oz.
113 g / 3.99 oz.
95 g / 3.35 oz.

・ イグナイター　IG-07

4ストロークガソリン40cc スケール機・アクロ機

ブレークイン
種　類 プロペラサイズ（DxP）

スポーツ/アクロ/スケール

スパークプラグ CM-6(NGK) (71669000)

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）
（イグナイター）

39.96 cc / 2.439 cu.in.
40.0 mm / 1.575 in.
31.8 mm / 1.252 in.
3.8 ps / 3.75 hp / 8,600 r.p.m.
1,800-9,000 r.p.m.
1,170 g / 41.27 oz.
113 g / 3.99 oz.
95 g / 3.35 oz.

バブレスウエイト S (71531010)

スピンナー用ロックナットセット
(45910200) (45910300)

スーパーフィルター
(72403051) (72403050)（S） （L）

5/16"-M4 5/16"-M5
（燃料缶用）

（燃料タンク用）

爪付ナット（10個入）M5
M5ノルトロックワッシャ（10組入）

O.S. SPEEDツール

(79870050)
(55500004)

M5スタンドオフ エンジンマウント（4個入）

(74003530)）mm1.91（"4/3

(74003510)）mm4.6（"4/1
）mm7.21（"2/1 (74003520)

(74003540)）mm4.52（"1
(74003550)）mm8.13（"4/1-1
(74003560)）mm1.83（"2/1-1
(74003570)

(74003580)
）mm5.44（"4/3-1

）mm8.05（"2

タペット調整キット (72200060)
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。

大型ガソリンエンジンマネジメントシステム

EM-100は大型ガソリンエンジンの各種制御を始め、
テレメトリーセンサーの情報を最大で26個（※）のサー
ボに対してフィードバックミキシングが可能。
プロユースのクオリティーと豊富な制御機能を備えたマ
ネジメントシステムです。

24

GF30II W/70T2
Code No.3A010

GF40 W/WT1070
Code No.39400

EM-100 エンジンマネジメントシステム
Code No.74001040

リモートキルスイッチ

KS-01は、ガソリンエンジン用イグナイター電源の
ON/OFFを送信機側から制御を可能にする装置です。
予備の空きスイッチチャンネルに接続して使用できます。
また、イグナイター電源操作以外でも、飛行機、ヘリコプ
ターなどの機体のライティング(LED)やスモーク用ポン
プの電源操作にも使用可能です。

KS-01
Code No.74001130

キルスイッチ

対応システム：S.BUS2対応受信機およびXBus対応受信機

このKRG-01は、ガソリンエンジン用イグナイター電源の
ON/OFFを送信機側から制御を可能にする装置です。
また、絶縁型レギュレータ搭載のため、イグナイター用の
バッテリーが不要となり受信機用バッテリーと共用でき
ます。その他、従来システム用の出力４ポート及びガバナ
ー機能が搭載されています。 エンジンの回転変動を抑え
、負荷変動（反動トルク）による機体姿勢の乱れを抑える
ことができます。

KRG-01
Code No.74001170

 Integrated  Battery System

オプション

U2S-1 USBアダプター
Code No.74001050

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

(28382100)
(28382200)

ガソリン用燃料チューブ イエロー S (28382400)

ガソリン用燃料チューブ イエロー M (28382500)

ガソリン用燃料チューブ（フッ素ゴムチューブ）

絶縁レギュレータ付きキルスイッチ

（税抜/¥74,700）
¥82,170

（税抜/¥77,100）
¥84,810

（税抜/¥20,400）¥22,440

（税抜/¥5,000）¥5,500

（税抜/¥7,520）¥8,272 （税抜/¥66,000）¥72,600

・ プロペラスペーサー
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