
2022 Tahmazo Servo Line up
(48908)

種　別：  デジタルメタルギアミニサーボ
動作速度： 0.14sec．/45°＠5ｖ　    トルク：3.9kg＠5ｖ
動作電圧： 4.8V～8.4V　ハイボルテージ対応
サイズ：　 28.2 x 27.0 x 13.0mm
ケース：  プラスチックケース
ベアリング： ２BB
重　量：　 20.2g　 ●3000

(48906)

種　別：  デジタルメタルギアマイクロサーボ
動作速度： 0.10sec．/45°＠5ｖ　　トルク：2.1kg＠5ｖ
動作電圧： 3.5V～7.4V　ワイドボルテージ対応
サイズ：　 24.0 x 23.7 x 9.0mm
ケース：  プラスチックケース
ベアリング： ２BB
重　量：　 10.0g ●4000

(48909)

種　別： デジタルメタルギアウイングサーボ
動作速度： 0.09sec．/45°＠5ｖ　　トルク：4.9kg＠5ｖ
動作電圧： 4.8V～6.0V　
サイズ：　 30.0 x 35.5 x 10.0mm
ケース：  プラスチックケース
ベアリング： ２BB
重　量：　 21.4g ●3800

(48905)

種　別：  デジタルマイクロサーボ
動作速度： 0.10sec．/45°＠5ｖ　　トルク：1.0kg＠5ｖ
動作電圧： 3.5V～6.0V　
サイズ：　 20.0 x 20.0 x 8.4mm
ケース：  プラスチックケース
ベアリング： なし
重　量：　 5.0g ●2200

(48907)
種　別： デジタルメタルギアミニサーボ
動作速度： 0.11sec．/45°＠5ｖ　    トルク：3.0kg＠5ｖ
動作電圧： 4.8V～8.4V　ハイボルテージ対応
サイズ：　 24.0 x 21.8 x 11.5mm
ケース：  プラスチックケース
ベアリング： ２BB
重　量：　 14.0g　 ●2800

(48888)

種　別： デジタルメタルギアウイングサーボ 
動作速度： 0.09sec．/45°＠5ｖ　　トルク：4.9kg＠5ｖ
動作電圧： 4.8V～8.4V　ハイボルテージ対応
サイズ：　 30.0 x 30.5 x 10.0mm
ケース： メタルケース
ベアリング： ２BB
重　量：　 23.0g　 ●6000
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スカッと気持ち良い飛びの電動ホットライナー「サンバル」登場。ブラシレス
モーターとリポバッテリーでカっ飛びます。細い胴体と薄翼で曲技性能もバ
ッチリ。取り外し式のT尾翼ですので、収納や運搬に便利です。スロープグラ
イダーとして飛行することも可能です。

100g未満の飛行重量をターゲットにしたグライダーバルサキット。重量だ
けでなく、飛行性能も追及。楕円翼で7％翼型を採用。徹底的に空気抵抗を
減らし100g未満とは思えない飛行性能を発揮します。組立には、超小型機
特有の工作技術が必要です。初心者の組み立ては出来ません。

ムーチョミント

全長 Length： 625mm
全幅 Wing Span： 850mm
主翼面積 Wing Area： 9.3dm2
全備重量 Weight： 95-99g

RCメカ Radio： EL,RD
機体の完成状態： バルサ組立キット

全長 Length： 984mm
全幅 Wing Span： 1260mm
主翼面積 Wing Area： 25.5dm2
全備重量 Weight： 750-800g

モーター Motor： Tahmazo ER-221210ｄ
RCメカ Radio： AL2,EV,ESC
機体の完成状態： フィルム貼り完成機

PILOT ムーチョミント（12174） ●6900
             

PILOT サンバル DX （11331） ●33500
ベーシック （11332） ●22000

Wing span

   850mm

www.okmodel.co.jpDSGは、ダイレクト限定商品です。
●は弊社価格コードです。

Wing span

1260mm

サンバル

※使用する接着剤、フィルム、RCメカにより飛行重量は大きく変わります。
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　　1mm x1m 2入
　　（33454）●1900

　　1mm x 50ｃm 2入
　　（33455）●1000

飛行重量100g未満の機体をサポートします。
世界的に見ても稀なのですが、日本国内では改正航空法により100g以上の無人航空機は国交省に登録する必要が
有ります。OK模型では、この日本独自の百g未満の規格をサポートする商品群「白サポ」を用意しました。＜100ｇ

カーボンプッシュロッドセット

Tahmazo LP-1S1P250RE 

Tahmazo TS-D1102 ｘ2

Eライト345 幅345mm

Eライトフィルム

透明レッド （25053）
透明ブルー  （25054）
透明イエロー （25055）
透明クリア （25056）
白 （25057）
透明グリーン （25058）
透明オレンジ （25059）
透明パープル （25060）
紫 （25061） 

各1本●900

Eライト700 幅700mm
透明レッド （25030）
透明ブルー  （25031）
透明イエロー （25032）
透明クリア （25033）
白 （25034）
透明グリーン （25036）
透明オレンジ （25037）
透明パープル （25039）
紫 （25040） 

各1本●1700

※幅700ｍｍの従来のEライトフィルムは「Eライト700」に名前が変わりました。

1mmのカーボンロッドと塩ビパイプの軽量プッシュロッドセット
サーボに負担をかけずにダイレクトな操縦性を確保します。
100g未満の機体をサポートする「白サポ」商品
ロッドエンドには、　0.8mmピアノ線を使います。

＜100ｇ

＜100ｇ

タマゾーリポバッテリー。250ｍAhの1セルリポバッテリーにサーボ
コネクターを付けました。

重量: 8.2g（ケーブルコネクター含）　　

タマゾーサブマイクロデジタルサーボの2個セット。
1セルリポで使えるサーボです。

重量: 5.0g/個（ケーブルコネクター含）　　

Tahmazo LP-1S1P250RE
　　(48917)●1200

Tahmazo TＳ-D1102 2個セット
　　(48918)●4100

＜100ｇ

＜100ｇ

100g未満で仕上げるのに必須の超軽量熱収縮フィルム
です。
　　　※ミント2の仕上げに使用した場合、他のフィルム
　　　　と比較して、約10g軽く仕上がります。

長さ：2ｍ 
厚さ：20μm 
重量：27.8g/㎡　(色により重量は異なります）


