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このカタログはFSC®認証用紙を使用しています。
この印刷物を無断転載・無断使用する事はお断り
いたします。

スタンダード FWタイプ

ボディカバー
（EF16HiS用）
90793-62468
メーカー希望小売価格
税込3,456円(税抜き3,200円)

ボディカバー
（EF2500i用）
90793-64242
メーカー希望小売価格
税込3,456円(税抜き3,200円)

ボディカバー
（EF2000iS、23H用）
90793-64249
メーカー希望小売価格
税込3,456円(税抜き3,200円)

ボディカバー
（EF2800iSE用）
90793-64243
メーカー希望小売価格
税込3,780円(税抜き3,500円)

ボディカバー（EF900FW用）
90793-62469
メーカー希望小売価格
税込3,024円(税抜き2,800円)

ボディカバー（EF9HiS用）
90793-64248
メーカー希望小売価格
税込3,240円(税抜き3,000円)

YL-mini BL1i［EF9HiS用］
（エア式バルーンLED300W 1灯式）
投光機本体　メーカー希望小売価格
税込637,200円(税抜き590,000円)
4997789-000344
投光機セット
メーカー希望小売価格
税込775,440円(税抜き718,000円)

メタルハライド仕様 LED仕様 メタルハライド仕様

メーカー希望小売価格 税込140,400円
(税抜き130,000円)

メーカー希望小売価格 税込429,840円
(税抜き398,000円)

メーカー希望小売価格
税込4,320円(税抜き4,000円)

メーカー希望小売価格
税込5,184円(税抜き4,800円)

メーカー希望小売価格 税込16,200円
(税抜き15,000円)
4997789-000245

税込291,600円(税抜き270,000円)

メーカー希望小売価格 税込278,640円
(税抜き258,000円)

メーカー希望小売価格 税込1,156円
(税抜き1,070円)
※EF900iSGB適用外

メーカー希望小売価格
税込1,458円(税抜き1,350円)

2 2

2

3

2 2

3

なし
15A×2個

BPR 4ES（NGK）
リコイル式

8.8 7.5

174,960円（162，000円）

並列コード
（EF2000iS、EF16HiS用）
メーカー希望小売価格 税込23,760円
(税抜き22,000円)
（差し込みプラグ付）
4997789-000122

並列コード
（EF16HiS用本体取付タイプ）
メーカー希望小売価格 税込23,760円
(税抜き22,000円)
（差し込みプラグ付）
4997789-000375

円)
並列コード
（EF16HiS用本体取付タイプ）

発 電 機 は 正 し く ご 使 用 く だ さ い。！

カセットボンベ発電機を安全にお使いいただくために。！

火気厳禁。燃料の注入時にこぼれたらきれい
に拭き取り、完全に乾いてからエンジンを始
動させます。燃料の注入、移動には携行缶を
ご使用ください。

燃料の注入はエンジンを止めてから。
電気は長すぎたり細すぎるコードを使用する
と電圧が下がります。出力の低下や誤動作の
原因になります。適正なコードを必ずご使用
ください。

発電機には適正な長さと太さのコードで。

発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。
一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉
庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気
の悪い場所では使用しないでください。

発電機の使用は風通しの良い場所で。
本体の燃料を抜き、いつでも使用できるよう
に各部の清掃をしてください。（水洗い不可）。
エンジンオイルも新しいものに入れ替えます。

キチンと手入れをして長期保管。

OIL

雨の中や濡れたままのご使用はしないでくだ
さい。漏電事故を招く恐れがありとても危険
です。発電機の水洗い、濡れた手での操作も
絶対におやめください。

漏電や感電防止のため、濡らさないように。
エンジンオイルが汚れていたり、不足すると
焼き付きの原因やエンジンの寿命を縮めます。
6ヶ月に一回を目安に交換してください。

オイルはこまめに点検・交換。

OIL

●室内などでの使用は絶対禁止
カセットコンロとは異なり、排気ガス中に毒性の強い
一酸化炭素が多く含まれているため、一酸化炭素
による中毒死のおそれがあります。

排気ガス（ガス中毒）に注意
●排気ガスは有害な成分を含んでいますから、屋内、
倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の
悪い場所では使用しないでください。

メーカー希望小売価格［消費税 8%含む］（税抜き）

メーカー希望小売価格［消費税 8%含む］（税抜き）

メーカー希望小売価格［消費税 8%含む］（税抜き）

株式会社ワイズギア
●メーカー希望小売価格は消費税率8％に基づく価格です。
●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。

EF900iSGB（ガス発電機）
50/60両用
0.85
100
8.5
ー
ー
ー
12
8.3
ー

ボンベ2缶/500g※4

LPG（ブタンガス）
約1.0
0.4

BPR6HS（NGK）
リコイル式
あり

15A×2個
ー
91
ー
22

400×330×390

375,840円（348,000円）

140,400円（130,000円）

213,840円（198,000円）

216,000円（200,000円）

267,840円（248,000円）

140,400円（130,000円）

EF900FW
50
0.7

7

5.0

87.5
62

100

12
8
2.7

ガソリン

0.4
BPR 6HS（NGK）

リコイル式
なし

15A×2個
12V×1

24
401×298×420

105,840円（98,000円）

60
0.85

8.5

4.0

89
64

※1：ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル　※2：機側7ｍ、4方向の算術平均 ●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問
い合わせください。メーカー希望小売価格には8％にもとづく消費税が含まれています。●本体仕様は予告なく変更することがあります。※仕様
変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。●本体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●
EF900FW、EF23H、EF16HiSは当社関連会社「雅馬哈動力機械（江蘇）有限公司」（中国）で製造。

●EF900iSGB以外の使用燃料は無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン）です。●使用エンジンオイルは4サイクルエンジン
オイル（SE級以上SAE10W-30、10W-40）です。●エンジン種類は空冷4サイクルガソリンエンジン（単気筒OHV）です。

※1：ISO3744に準ずる試験環境での音響パワーレベル　※2：エコノミーコントロールON、1/4負荷時 ※3：エコノミーコントロールON時、機側7m、
4方向の算術平均値 ※4：LPGボンベ2本を使用します。“JIA”認証マーク入りLPGボンベを必ず使用してください。●EF900iSGBの使用可能外気
温は10℃～40℃です。●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には8％にもとづく消費税が含ま
れています。●本体仕様は予告なく変更することがあります。※仕様変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。●本体色は撮影
条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。●使用燃料は無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン）です。●使用エンジンオイルは4サ
イクルエンジンオイル（SE級以上SAE10W-30、10W-40）です。●エンジン種類は空冷4サイクルガソリンエンジン（単気筒OHV）です。

使用燃料

使用燃料 ガソリン ガソリン

ガソリン ガソリン ガソリン

使用燃料 ガソリン

■上記は一般的な電気製品の消費電力で参考数値です。■省電力設計の製品や200V用製品など、数値や仕様が異なることがありますので、実際に使用する製品個々の
消費電力をご確認ください。■電気容量は最大消費電力での表示。■パソコン等のマイコン制御の電源にはインバータタイプをお薦めします。

FWタイプ

スタンダードタイプ

インバータタイプ

燃料ボンベ容量

●モーター機器の起電力は、消費電力の2～3倍を目安に。
モーターを搭載した機器は、電源を入れた時にたくさんの電力（起電力）が必要です。モーターの消費電力の2～3倍を目安に、常に余裕を持った出力の発電機を選びましょう。
●発電機出力は目安です。実際の必要消費電力は電気（電動）機器メーカーにお問い合わせください。

レジャーに 非常時に屋外作業に

EF9HiS

EF900FW

EF16HiS

EF23H

EF2800iSE

EF2000iS

EF2500i

EF900iSGBEF900iSGB

ヤマハ発電機のさらに詳しい情報は…
http://www.yamaha-motor.co.jp/generator/

EF900iSGB

850 850
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充 実 の 機 能 と 装 備

コンパクト設計、
軽量12.7kg＆静音設計。

アルミダイキャストフレーム採用で
軽量化。並列使用や二段積み保管可。

軽量ボディ29kgで
2.5kVAの高出力。

高出力＆静音設計。
移動も楽なキャスター装備。

※ ※ ※※

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時 ※エコノミーコントロールON、1/4負荷時 ※エコノミーコントロールON、1/4負荷時 ※エコノミーコントロールON、1/4負荷時

※カセットボンベは、JIA（一般財団法人日本ガス機器検査協会）認証マークの
入ったものしかご使用はできません。
※カセットボンベの使用可能外気温は10℃～40℃です。
※他の発電機と同様に、排気ガスが出ます。室内など、換気の悪い場所では
使用しないでください。
※カセットボンベは別売です。

定格出力1.6kVA・可搬性に優れた
20kgの軽量・コンパクトボディ
徹底的に軽量化した、小型エンジンの採用や外装部品に樹脂製
パーツを多用したコンパクトボディ。
1人はもちろん2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性
を達成しました。

充電コード標準装備充電コード標準装備

カセットボンベを燃料とする
簡単操作の非常用電源。

メーカー希望小売価格

税込140,400円
(税抜き130,000円)

EF900iSGB
JANコード：4997789-090086

メーカー希望小売価格

税込140,400円
(税抜き130,000円)

定格出力

0.85kVA
乾燥重量

22kg
連続運転

約1時間（ボンベ2缶/500g）

低燃費・ロングラン運転。
［エコノミーコントロール］
インバータモデルに、エコノミーコントロールを搭載（EF900iSGBを除く）。
電気機器の未使用時にはエンジンの回転数を自動的に下げることで、燃費
の良い発電が行え、長時間にわたる電気の安定供給と低燃費を実現します。

ヤマハの技術を凝縮し、安定した発電力と幅広い用途での使いやすさを徹底追求。

信 頼 と 実 績 の ヤ マ ハ エ ン ジ ン

人 と 環 境 に 配 慮 し た 設 計

ヤマハの技術を凝縮した高性能。
ヤマハのエンジン技術で培われた 4 ストローク、
OHVエンジンを搭載。
ハイパワーとエコ性能を磨きながら、優れた
耐久性と信頼性を誇ります。

優れた操作性を追求。
機能的なレイアウトにし、スムーズな操作性に
配慮しました。また、オイル警告灯※、出力異常
表示灯※なども装備しています。
※機種によっては装着されていないものもあります。

各種の排出ガス規制をクリア。
日本国内の排出ガス規制値はもとより、世界で最も厳しいカリフォルニア州（米国）
の排出ガス規制の規制値をクリアする、排出ガス低減を実現。また、サイレント設計
による低騒音化に加え、100ｇ以上の樹脂部品にはリサイクル時に分別できるよう
マーキングを施しています。さらに、使用材のノンアスベスト化、製造過程でのノン
フロン化、発泡材を使用しない梱包など、環境への細かな配慮を行っています。

NEW

簡単操作で長期保管が可能
カセットボンベをソケットにセットするだけ
で、簡単に燃料補給が可能。ガス燃料なので、
本体及び燃料の保管が容易。
カセットボンベ
2本で約1時間
連続運転。

バッテリー充電用ターミナル
（密閉式バッテリー除く）

EF23H
JANコード：
（50Hz）4997789-235500
（60Hz）4997789-235609

50Hz定格出力

2.0kVA
60Hz定格出力

2.3kVA

メーカー希望小売価格

税込174,960円
(税抜き162,000円)

50Hz連続運転

8.8時間
60Hz連続運転

7.5時間
乾燥重量

41kg

汎用性の高い
スタンダードモデル。

全幅
415mm全長510mm

全高425mm

※写真は本体取付けタイプ

全高390mm

全幅
330mm全長400mm

メーカー希望小売価格

税込267,840円
(税抜き248,000円)

メーカー希望小売価格

税込213,840円
(税抜き198,000円)

メーカー希望小売価格

税込375,840円
(税抜き348,000円)

メーカー希望小売価格

税込216,000円
(税抜き200,000円)

メーカー希望小売価格

税込105,840円
(税抜き98,000円)

EF16HiS
JANコード：4997789-160024

※

※エコノミーコントロールON、1/4負荷時

EF16HiSを2台繋げて、
定格出力3.0kVA
取出しが可能な
並列運転機能　
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