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エンジン

・ プレミアムホンダ製OHVエンジンは、EPAの排出基準を
満たしています。

・ 特殊なキャブレターと２次ガスレギュレータによりガ
ソリン、LPガス、天然ガスのどの燃料に対してもエ
ンジンが最適に動作します。

・ エンジン保護機能によりコスト高の原因となる修理
による停止時間を極力少なくします。

・ 発電機の電気スタートが標準です（バッテリーは付
属しません）

・ メンテナンスフリーの電子点火システムです。

・ 高性能エアフィルタにより、メンテナンスを軽減しエンジン
を保護します。

発電機

・ 実績豊富、高信頼性、高効率な設計

・ 正確で安定した出力と最適な信頼性を保障する最

適な電圧レギュレータを内蔵

・ 100％の銅巻線、NEMAクラスFの絶縁性能

・ ブラシレス動作を実現するコンデンサ励磁

トリ  ・  フ  ュー  エル・ポータブル  発電機はあなたに光をもたらします  

施設内に常設された非常用発電機と異なり、本機はガソリンでも、LP ガスでも、天然ガスでも動作し燃料源の

変換は、迅速かつ容易です。  トリ・フューエル発電機は焼き付き防止機能付きのホンダ製エンジンを使ってい

ますので、長寿命です。また発電制御により、さらに安定した電圧が得られます。

出力として 120/240V A.C.、単相、60Hz の電力が出力パネルに備え付けられコンセントから供給されます。

フレームは頑丈で発電機を完全に保護すると共に保管を容易にします。

特徴およびメリット

パワー出力パネル

・ 120/240ボルト切り替式特殊コンセント。これにより

一時配電システムまたは建屋向け電気サービスの

切替が可能。緊急用/スタンバイ用の動作保証の

手動切換スイッチ付き。(HPS3000を除く)

・ 標準ストレートブレード、U-アース120ボルト 

二重容器

・ 発電機の過負荷を保護する回路ブレーカー

保護  フレーム  

・ 特徴的なラップアラウンドデザイン仕様のヘビー

デューティー鋼管フレーム。 強度と耐久性が補強

済み

・ 円滑運用を可能とする振動絶縁。

・ 大容量の燃料タンクによりガソリン燃料使用時の

給油間隔の延長可能

・ 移動しやすく保管が容易



トリ・フューエル発電機は

ここがすごい

トリ・フューエル発電機は

ガソリン、バイオガス・LP ガス、天然ガスの３系統を自由に選べる

＜３種類燃料選択タイプ＞発電機です。

● ウインコ社は 1927年以来、80年超の高品質と技術革

新を誇るアメリカのメーカー

● 1984年以来の実績豊富、高い信頼性、効率的な設計

を実現

● 高性能キャブレターでエンジン無調整でガソリン、LP ガ

スまたは天然ガスが使用可。

● プレミアムホンダ OHV エンジン使用で長寿命の高品質

ジェネレータを実現

● 100％銅巻線によりこれらの発電機はさらに長寿命を保証

● クリーンな安定電力供給で敏感機器の焼き付きを防止

● 全国どこでも充実したサービスと部品供給（日本国内は

ウインコ・ジャパンが担当）

● エンジンとジェネレーターにはゴム製絶縁体を使用

● 酷使に耐えるチューブ型スチールフレーム

● フレームおよび重要部分は工業用粉体焼結塗装

● ４線式フルパワーの万能レセプタクルでサーキットブ

レーカ保護を実現

● 容易な移動と操作を可能にするコンパクトサイズ

● HPS12000HE は４輪台車を標準装備

● ウィンコ社の発電機は、一部のメーカーが行う抜き取り

試験ではなく、全品 100％負荷テスト済み

● ホームパワーシリーズの標準性能
　・ バッテリーラックおよびケーブル付きの電動スタート

　・ メンテナンスフリーの電気イグニッション機構

　・ メンテナンスの労力を減らすダブル・エアフィルター

　・ コストのかかる修理や稼働停止を起こさない焼き付き防止機構

● アクセサリー（オプション）
　・ 全地形対応用２輪台車キット

　・ 発電機カバー

　・ 電圧モニター

　・ Gen-Tran 手動切り替えスイッチ

　・ 移動/停止緊急切り替えシステム

　・ 低圧燃料ソレノイド

HPS6000HE

HPS9000VE

HPS12000HE 
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☆ウインコ社製品の優れた特徴☆
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 型番号 HPS6000HE HPS9000VE HPS12000HE
 電気的仕様

6000 W 9000 W 12,000 W

5500 W 8000 W 10,800 W

120/240 V 120/240 V 120/240 V

 連続定格電流 45.8/22.9 A 66.7/33.3 A 90/45 A

2 hp 4hp 5 hp

 エンジンデータ
Honda GX340 B&S Vanguard

337 cc/OHV 480 cc/OHV 620 cc/OHV

電動

 燃料タンク容量（ガソリン） 20.5 ℓ 20.5 ℓ 68.2 ℓ

 ローオイル保護 標準 標準 標準

 燃料消費－フル負荷時

　 ・ ガソリン 3.78 ℓ/hr 4.92 ℓ/hr 6.32  ℓ/hr

6.0 ℓ/hr 7.2 ℓ/hr 8.33  ℓ/hr

　 ・ 天然ガス

72 DbA 77 DbA  78 DbA

 レセプタクル
2-20 A 4-20 A 4-20 A

1-30 A 1-30 A 1-30 A

該当なし 該当なし 1-60 A

76x56x56 cm 82x56x56 cm 100x66x66 cm

 出荷時重量 96 kg 125 kg 180 kg

 最大定格出力 (1)

 連続定格出力 (1)

 AC出力電圧

 モーター開始性能 (1) (2)

 製造元/型式 Honda　GX620

 排気量/タイプ

 スターティングシステム (3) 電動/手動 電動/手動

 　・ LPガス

4.5 立方m/hr 5.0 立方m/hr 5.66 立方m/hr

 定格DbA 

 120V 標準ブレード（NEMA 5-20R）

 120/240V ツイストロック（NEMA L14-30R）

 120/240V ストレートブレード（NEMA 14-60R）

サイズ  & 重量
 サイズ（LxWxH）

 保証情報 - 使用期間  (4 )  (5 )  (6 )

 発電機/エンジン １年/3年 2年/2年 １年/3年

アクセサリー

全地形対応 2輪台車キット：　究極の移動性能。直径８インチの空気入りタイヤと丈夫な
グリップハンドルを持つこのホイールキットにより泥、雪、砂地、粘着土壌などあらゆる場
所での移動、設置が可能です。
注記：HPS12000HE には 4輪台車キットが標準装備されています。

ジェネレータカバー：　カバーは厚手のキャンバス地でつくられており、耐久性にすぐれ保
管中または輸送中のホーム発電機を保護します。カスタムカバーは、湿気、ほこり、ひっ
かき傷、その他の傷などから保護します。内蔵バンドは強風時カバー外れを防ぎます。

ライン電圧モニタ：　コンパクトな電圧計により、すべてのタイプのホームパワー発電機に
設置されている 120 ボルトソケットの接続が正常に機能しているかどうか、また延長コー
ドの接続性に問題がないかどうかをチェックできます。

GEN：- Tran手動切換スイッチ：　8回路、30 アンペアのUL規格に適合したこのスイッチ
により緊急時電力バックアップ用の電力サービスと発電機を接合できます。この 30 アン
ペアシステムには NEMA 1 エンクロージャ内の電源インレットボックスと 25 フィートの接続
コードが含まれます。

緊急転送/サービスシステム(ET/ Sシステム)：　ET/ Sシステムにより、停電時のバック
アップサービス用にホーム発電機を迅速かつ安全に建屋内の電気パネルに接続できま
す。全天候性 NEMA3R ヒンジロック可能エンクロージャには特殊なツイストロックプラグ付
き 12 フィートコードが含まれ、不使用時は、コードセットを格納できます。ユーティリティへ
のフィードバックを防止するためにインターロックジェネレータとユーティリティのメインブ
レーカがついた品質スクエア Dサーキットブレーカー負荷センターは建屋内電気サービ
スパネルの隣に取付けられます。4組の 120 ボルト（または 8 タンデム）分岐回路あるい
は 2組の 240 ボルト分岐回路または 2 つの分岐回路の組み合わせを、緊急サービス用
に接続することができます。

低圧燃料ソレノイド（12 ボルト）：　無人運転用または長時間運転用のユニットは発電機近
くの燃料ラインにインストールされている電気燃料ソレノイドを持つ必要があります。.この
ソレノイドは、燃料を遮断する正流遮断弁でエンジンが予期せず停止した時に燃料を停
止するもので接続点においてコスト増と危険を招く燃料漏れを防ぎます。

全地対応形型２輪台車

ライン電圧モニタ

ジェネレータカバー

緊急用サービスキット

注意：　（1）ガソリン燃料ベース。 LP ガスでは 10％低減、天然ガスは 20％低減。（2）コード G コンデンサー開始モーター。（3）電気スタートモデルに
はバッテリーラックとケーブルが含まれます。バッテリーは含まれません。 BCI グループ U1 には 12 ボルト、235 CCA バッテリーが必要です。（4）エン
ジン保証は、2009 年 1 月 1 日後の小売購入に適用されます。（5）商業又はプライム電源保証期間は 90 日。国際保証の詳細については輸入元に
お問い合わせください。（6）エンジン保証はエンジン製造業者が行います。最寄りのホンダエンジンサービスセンターにお問い合わせください。
(7) NEMA(ネマ)とは、National Electrical Manufacturers Association(全米電気機器製造業者協会)の略で、同協会の規格です。

®トリ・フューエル (３種類燃料選択タイプ)  
　　　　　　ポータブル発電機　ｂｙ



コンパクトにパッケージされた
完璧なポータブル発電機

************************************************************************************************************************************************

誰もが経験する停電時の不便－予備発電機はその苦痛を解消します
************************************************************************************************************************************************

Winco JAPANの PSS6Hポータブル・トリ・フューエル（３種燃料－ガソリン、プロパンガス、都市ガ

ス）発電機は公共電力が一時的に停電している時でも快適な生活に必要な照明器具、テレビ、冷蔵庫、エア

コンと暖房やその他の家電製品を使用するのに必要な電気を供給します。この便利なポータブル電源システ

ムは貴方と貴方の家族の快適な生活を不慮の災害から守ります。

PSS6Hは予備電力の利便性と３種類の燃料－プロパンガス、都市ガス、ガソリンの何れかが使用できる順応

性を持ち、アメリカ環境保護庁の厳しい排気規制にも適合しています。PSS6Hポータブル家庭用予備電力発

電機は週末に山荘へ遊びに行っている時でも自宅にいる時でも予備電力のある安心を提供します。

made in USA

ＰＳＳ６Ｈ電力特性

最大/定格電気出力（１） 6000/5500ワット

交流電圧(60Hz) 120/240V 単相

定格アンペア（１） 45.8/22.9アンペア

モーター始動能力（１） 2馬力

冷却方法 空冷

燃料タンク容量（ガソリン） 4.5 ガロン(17 リットル)

低油量保護 標準

エンジン特性

メーカー/モデル ホンダ/GX340

排気量/形式 337cc/OHV

バッテリーラックとケーブル（２） 標準

始動システム（３） 電動/リコイルスターター

燃料消費量（全負荷時）

ガソリン 1 ガロン(3.8 リットル)/時

プロパンガス（４） 1.6 ガロン(6 リットル)/時

都市ガス 160立方フィート(4.53立米/時

保証期間

エンジン/発電機 3年/1年

寸法（発電機のみ） 762 x 559 x 559 mm

積み込み重量 138.3 kg

注意：（１）ガソリン燃料使用時に比べ、プロパンガスでは 10%減、都市ガ

スでは 20%減　（２）バッテリー本体は含みません。

（３）ガス使用時は電動始動　（４）プロパンガス１リットルは 508g　（５）補助

使用時の場合、常時使用時は９０日間。

注意：専門家による設置が必要。どの発電機が最適かは電気技師にご相

談ください。

燃料遮断用ソレ

ノイドスイッチ

PSS6H
ホンダ製 OHV エンジンを

3種類の燃料で使用でき

るトリ・フューエル発電機

移動を楽にする 2輪車キット made in USA 

保管時用にキャンバ

ス生地製保護カバー コード保管用の屋外用筐体

必要な電気回路に接

続するための室内接

続器 始動用バッテリーを常

に充電しておく充電器
充電器に接続するための L14-

30P コンセント付 3.66mm コード

特徴：

・ 強力なホンダ製Ｖ型２気筒エンジン

・ 移動しやすい車輪キット

・ 燃料遮断用ソレノイドスイッチ

・ フロート式セルモーター用バッテリー充電器

・ 保管用キャンバス生地製カバー

・ 手動電源切り替えキット

　　（コンセント付き 12 フィート(3.66m)コードを含む）

利便性：

お問い合わせ：


