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Hondaの安心補償制度Ho！

（賠償責任保険付）

対人：1億円 対物：1000万円

国土交通省指定97年規制

超低騒音型建設機械

●使いやすさ
・接続する機器を選ばないHonda最軽量インバーター発電機。
・片手で持ち運べる13kgの軽量コンパクトボディ。

●品質、信頼性
・信頼のHondaエンジンを搭載。長年の実績に裏付けされた耐久性。
・コンセントを引っ張られても、本体が倒れにくいように工夫されたボディ。

●環境、燃費性能
・負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル。
・長時間の使用にも安心の最大連続運転時間7.1時間（エコスロットル作動時）。

＜使用が可能な機器の例＞
家電製品 電気ポット 消費電力 900W ○
電動工具 電動ドリル 消費電力 300W ◎
精密機器 パソコン 消費電力 100W ◎

＜お読みください！＞ 機器接続時の起動電力について

⇒ゆとりを考えたら EU16iがおすすめ！
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＜持ち運びのイメージ＞

※クルマに搭載するときは、燃料を抜いてください。また、クルマ

で運ぶときは、ロープなどで固定してください。

 ※EU9i entryにはコンセントロックおよび並列運転端子が付いておりません。 

モデル名 EU9i EU9i entry
タイプ区分 JN1 JN3

定格出力
交流

直流

100V-900VA

12V-8A（12Vバッテリー充電専用）
連続運転可能時間（h） 約7.1～約3.2 ［1/4負荷～定格負荷］ ※エコスロットル作動時

燃料タンク容量（L） 2.1
全長×全幅×全高（mm） 451×242×379
機体質量［乾燥重量］（kg） 13

騒音レベル＊

［dB（A）/ LWA］

83 ［3/4負荷］ ※エコスロットル作動時

78～86 ［1/4負荷～定格負荷］ ※エコスロットル作動時

メーカー希望小売価格 ￥134,400 ＜税抜￥128,000＞ ￥129,150 ＜税抜￥123,000＞

＊測定基準はISO3744に準じる試験環境での測定となります。

http://www.honda.co.jp/generator/products/pdf/syo_01.pdf
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(C) Honda Motor Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. All  rights reserved.

ダウンロード

（社）日本陸用内燃機関協会

排出ガス自主規制適合品

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
●使用上の注意をよく守り、作業時の安全に心がけましょう。

より、大きな出力なら

EU16i
カセットガス燃料で扱いやすい

enepo

クルマ
全車種ラインアップ
最新ニュース
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取扱説明書
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アクセサリー
レンタカー
Cカード
福祉車両
法人のお客様
ファンドライブ
トークマガジン

バイク
全車種ラインアップ
最新ニュース
取扱説明書
お店を検索
中古車
リコール
アクセサリー
メンテナンス
カスタマイズ

スピリット
企業メッセージ
Honda Magazine
TVCM
動画
歴史図書館
スポーツカー
ギャラリー
読み物

汎用製品
発電機
耕うん機
芝刈機
除雪機
船外機
モンパル
コージェネ
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