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全長 Length：  1158mm
全幅 Wing Span：  1996mm
主翼面積 Wing Area： 33.6dm2
全備重量 Weight： 700-800g
モーター Motor：  Tahmazo ER-221912d
RCメカ Radio：  AL(2),FL(2),RD、EV、ESC
機体の完成状態：  フイルム貼完成
搭載可能なパワーユニット： 電動モーター

品番 : 11310
品名 : PILOT ハイビスカス DX　 
希望小売価格(税別) ￥46,000 

品番 : 11311
品名 : PILOT ハイビスカス ベーシック　 
希望小売価格(税別) ￥34,000　 

ハイビスカス

品番 : 11307
品名 : PILOT アイランドブリーズ・スプラッシュ　オレンジ 
希望小売価格(税別) ￥60,000 

品番 : 22011
品名 : Aqua LM2　キャビンレス船体キット
希望小売価格(税別) ￥16,800 

全長 Length：  1268mm
全幅 Wing Span：  1754mm
主翼面積 Wing Area： 37.7dm2
全備重量 Weight： 3300-3500g
エンジン Engine：  SAITO FG-11又は4C-60～80クラス
RCメカ Radio：  AL(2),FL(2),EV,RD,THまたはESC
機体の完成状態：  フイルム貼完成
搭載可能パワーユニット： ガソリンエンジン/グローエンジン/電動モーター

A

Wing span

1996mm

OK

綺麗な楕円翼にハイアスペクトレシオと薄い翼型、ロン
グテールモーメントと狭角V尾翼の採用で徹底的に空気抵
抗を抑えF5J2000競技を見据えたARF機体の誕生です。視
認性の良いカラーリングは、距離を離す競技においても威力を発
揮します。グラスファイバー製のポッドは余裕を持たせてあり、多種の
モーターを搭載することが可能となっています。

アイランドブリーズ・スプラッシュ　

10cc class
or

Electric motor

「アイランドブリーズ・オレンジ」に水上機バージョンが登場。専用に開発
された新設計のフロートにより、素晴らしい離水性能と着水性能を発揮
します。防水性を考えた主翼の上面リンケージやアウターパイプを使っ
たカーボンリンケージ、フロート装着による前面空気抵抗の増加に対応
するためのフィンの追加などOK模型ならではの長年の水上機開発の
ノウハウを惜しみなく投入しました。

30年の時を経てOK模型がプロデュースするボートブランド「Aqua」
の復活です。 まずは、OS MAX-21XM等21クラス船外エンジン用ア
ウトボード・トンネルボート「Aqua LM2」。カバベニヤとシナベニヤを
高精度レーザーカットした木製組み立てキットです。接触による破損な
どヒートレースを見越した船体とキャビンは、別売りになっています。ま
た、キャビンは、白ゲルコート仕上げのFRPキャビンに加えて色付ABS
キャビン２色を用意しました。 

全長：740mm ／ 全幅：290mm ／ 全高：155mm ／ 全備重量：2200g　　適合エンジン：OS MAX-21XM 

品番 : 22012
品名 : Aqua LM2 FRPキャビン
希望小売価格(税別) ￥12,000 

品番 : 22013
品名 : Aqua LM2 キャビン（赤）
希望小売価格(税別)  ￥8,500 

品番 : 22014
品名 : Aqua LM2 キャビン（紺）
希望小売価格(税別)  ￥8,500 

www.okmodel.co.jp★価格はすべて税別メーカー希望小売価格です。



Quality first

・ 寸法：直径27mm、長さ70.5mm
・ 重量：91g
・ 吐出量：1400cc/分（6V時）
・ 動作電圧：直流4.8V～8.4V
・ 消費電流：1.6A（6V、無負荷時）
・ 連続運転：15分まで
・ ギア材質：ステンレス
・ 電源コネクタ：BECコネクタ・メス
・ 対応燃料：グロー燃料、模型用混合ガソリン燃料

電動燃料ポンプ V2

バルサカンナ ロング

HDカーブはさみ

・オール金属製
・寸法：巾45mm、長さ160mm、高さ29ｍｍ

パイロット バルサカンナのロングバージョンです。

ブラシレスモーターとホールセンサーシステムの
ヨット用セイルサーボです。
金属ケース、防水

寸法：W50ｘL60ｘH57.7
スピード：0.085ｓ/60°　＠6V
トルク：20ｋｇ/ｃｍ
電流：MAX2.4A

カウリングなどプラスチック成型品の切り出しに便利な
カーブはさみです。

コントロールホーン（2入）

中型機用コントロールホーン。
ホーンに3mmボルトを使用している
ため 破損や曲がりの心配が無い。
ホーン部ネジ：3mmφｘ30mm
取付ネジ：2mmφx20mm

・寸法：全長185mm、刃長46ｍｍ

セイルサーボTSS-45BLMS

品番 : 48890
希望小売価格(税別)￥9,000

CR-281914ｄ

シトロン2赤

品番 : 11308
品名 : PILOT シトロン２赤 DX　 
希望小売価格(税別) ￥21,000 

品番 : 11309
品名 : PILOT シトロン２赤 ベーシック　 
希望小売価格(税別) ￥14,500

アウターローターにカバーの付いたブラシ
レスモーターです。

重量：83g
KV値：1400

Wing span

1130mm

　品番 　品　名  (税別)   

46951 RLカーボン折ペラブレード  9ｘ6 ￥4,900

46952 RLカーボン折ペラブレード  9.5ｘ5 ￥5,100

46953 RLカーボン折ペラブレード  10ｘ6 ￥5,600

46954 RLカーボン折ペラブレード  11ｘ6 ￥5,900

46955 RLカーボン折ペラブレード  11ｘ8 ￥5,900

46956 RLカーボン折ペラブレード  12ｘ6 ￥6,200

46957 RLカーボン折ペラブレード  12ｘ8 ￥6,200

46958 RLカーボン折ペラブレード  12ｘ10 ￥6,200

46959 RLカーボン折ペラブレード  13ｘ6 ￥6,400

46960 RLカーボン折ペラブレード  13ｘ9 ￥6,４00

46962 RLカーボン折ペラブレード  14ｘ8 ￥6,900

カーボン折ペラブレード
コンピューターで設計され、直接金型を製作。 1Kカーボンをハンドレイアップして
製造されています。 ハイパワーモーターとの組み合わせで性能を発揮する高性能
高級カーボン折ペラブレードです。

ハブ取付部の幅は8mm。ピン穴は3.1ｍｍとなっています。　
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品番 : 48891
希望小売価格(税別)￥24,800

品番 : 47906
希望小売価格(税別)￥8,900

品番 : 47908
希望小売価格(税別)￥1,000

品番 : 47907
希望小売価格(税別)￥－,－－－

品番 : 33416
希望小売価格(税別)￥500
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