
注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2019年8月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 EBFA3 201908

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

充電式高圧洗浄機
MHW080D

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

エンジンから充電へ
排ガスゼロ・燃料ゼロ・始動の手間ゼロ & 低騒音

掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です

排排ガ排ガ排ガスゼスゼロ・ロ・ロ 燃料燃料燃料燃料ゼロゼロロ・始始始始動の動の動の手間手間手 ゼゼロゼロ排排 && 低低騒低騒低 音音音音音
エンジンから充電へ
排ガスゼロ・燃料ゼロ・始動の手間ゼロ & 低騒音

※※ ※
※工具使用時

多機能収納ケース付自吸機能付

バッテリBL1860B（2本）
2口急速充電器DC18RD
(2本同時 約55分充電)
マックパックタイプ3

●パワーソースキット1

バッテリBL1860B（4本）
2口急速充電器DC18RD
(2本同時 約55分充電)
マックパックタイプ3

●パワーソースキット2
部品番号 A-61226
標準小売価格 74,900円

部品番号 A-67094
標準小売価格 121,200円

6.0Ah 6.0Ah

バッテリBL1860B（2本）
2口充電器DC18SH
(2本同時 約130分充電)
マックパックタイプ3

●パワーソースキットSH1
部品番号 A-68317
標準小売価格 61,700円
6.0Ah

ブラシレス
モータ 防滴・防じん

吐出口に
接続

自吸ホースセット

価 格部品番号
4,800円A-61531

サイクロンジェットノズル

高圧水を回転させて噴射し、
パワフルに洗浄

吸水コネクタ

価 格部品番号
490円123659-7

トリガガン

価 格部品番号
2,700円123637-7

吸水口に接続

延長パイプ ［別販売品］

価 格部品番号
8,500円A-61612

高圧延長ホース
［別販売品］

価 格部品番号
5,000円

種類
5m A-61628

9,000円10m A-61634

価 格部品番号
3,000円123653-9

サイクロンガード
［別販売品］

サイクロンジェットノズルを
使用する際に水はねを防止

価 格部品番号
3,000円A-61597

バリオスプレーランス 「高圧 低圧」の調整が可能

価 格部品番号
3,200円123650-5

アンダーボディスプレーランス ［別販売品］
車、農機、建機の下回り洗浄に

価 格部品番号
4,500円A-61581

高所の洗浄を行うのに便利

工具不要で高圧ホース着脱可能
より広範囲の作業に

吸水機能を利用して、溜水や
水槽の水を汲み上げます。

吸水
フィルタ

ストレーナ

洗浄ブラシ

価 格部品番号
2,500円123640-8

ブラシで汚れを落としながら
水で洗い流します

泡ノズル 洗剤を泡状に噴射することで、
洗剤がその場に留まり易い

価 格部品番号
2,700円123639-3

回転ブラシ ［別販売品］

価 格部品番号
4,000円A-61547

水圧により中央のブラシが回転。
窓や広い面積をブラシ洗浄

パイプクリーニング
ホース
［別販売品］

ホース先端から高圧水が逆噴射し、
パイプの中を進みながら洗浄

価 格部品番号
8,400円

種類
10m A-61569

12,000円15m A-61575

アダプタ ［別販売品］ MHW0700/0800用ノズルが使用可能
価 格部品番号
1,500円A-61640

バリアブルノズル ［別販売品］「直射 拡散」の調整が可能

価 格部品番号
1,800円A-61519

標準付属品

ねじれ防止ジョイント
［別販売品］

価 格部品番号
1,600円A-61606

ホースを回転させ
ねじれを防止

（ホース/ガン どちら側でも装着可能）

［別販売品］
収納ケースの運搬時に便利です
トローリ

価 格部品番号
19,000円A-60648

標準付属品

耐圧ホース 3m
標準付属品

高圧ホース（10m）
価 格部品番号
6,400円123651-3

ショルダベルト

価 格部品番号
800円166058-0

標準付属品標準付属品

標準付属品

標準付属品

標準付属品

高圧ホース（5m）
価 格部品番号
3,700円126766-5

標準付属品

カタログNo.Z23691A1

「充電式」 高圧洗浄機 
AC100V機 同等のパワー ※当社比

8MPa
［最大許容圧力］

どこでも
洗浄

M H W 0 8 0 DM H W 0 8 0 D

ででも

清水専用

詳細はマキタ総合カタログを
ご参照下さい。

※水道との接続時には付属の耐圧ホース、
　もしくは市販の耐圧ホースをお使いください。

ワンタッチジョイント

価 格部品番号
800円123657-1

標準付属品

市販の耐圧ホース

※全長さ20m以下

標 準 付 属 品最高
吸水温度

質量
（kg）

常用吐出圧力
（MPa）

常用吐出水量
（L/min）

1充電あたりの作業時間（目安）
（BL1860B 2本使用）

電源
（V）

直流
18V+18V
▷36V

40°C

最大
自吸高さ

1.0
m 438×218×269

6.7
（バッテリ含む
　高圧ホース、
　トリガガン等除く）

標準：5.5
静音：3.0

標準：約15分
静音：約34分

※1
最大許容圧力
（MPa）

静音：4.0
（240L/H）

標準：5.5
（330L/H）

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

トリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーランス・洗浄ブラシ
サイクロンジェットノズル・泡ノズル・耐圧ホース3m（水道ホース）
吸水コネクタ・ワンタッチジョイント（2個）・ホースクランプ
ノズル穴掃除ピン・自吸ホースセット（ストレーナ・吸水フィルタ付）

8.0

最大吐出水量
（L/min）

6.3
（378L/H）

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。MHW080DZKMHW080DPG2 本体のみ
Li-ion
6.0Ah

※1

 ※1 最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。



 ※1 最大許容圧力はポンプが作り出せる最大の圧力値です。　※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

ブラシレス
モータ

充電式高圧
洗浄機の
動画がご覧に
なれます。

防滴・防じん
ウェットガード※3

耐圧ホース 3m
標準付属品

（水道ホース）

アクセサリ類を収納可能
収納ポケット付

AC100V電源不要、ため水&水道直結対応。
あらゆるシーンで快適洗浄

MHW080DZK
バッテリ・充電器別売/多機能収納ケース付
標準小売価格 63,900円（税別）

本 体

ケース
＋

充電式高圧洗浄機

バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
多機能収納ケース付

約55分充電
（2本同時）Li-ion

6.0Ah
MHW080DPG2
標準小売価格 117,300円（税別）

自吸機能付

ハンドル

キャスター

移動時に便利な
ハンドル＋キャスター付

ケース内に本機
やアクセサリを
スッキリ収納。

多機能収納ケース付

※ 水を入れた状態で傾けると、水漏れする場合があります。

50L
自吸用タンクにも
なる 多機能収納
ケース付

当社
AC100V機MHW080D

充電式高圧洗浄機

コンパクトボディ

8MPa
［最大許容圧力］

5.5L/min 83L（約1.7杯）約15分×
一充電あたりの
連続運転時間※2

一充電あたりの
自給タンク（50L）数※2

一充電あたりの
常用吐出水量※2

常用吐出水量

標準モード ［常用吐出圧］5.5MPa 農機具やタイルの洗浄などに

4.0L/min 136L（約2.7杯）約34分×
一充電あたりの
連続運転時間※2

一充電あたりの
自給タンク（50L）数※2

一充電あたりの
常用吐出水量※2

常用吐出水量

静音モード ［常用吐出圧］3.0MPa フィルタの洗浄、水まきなどに

「ミニバン１台」洗車可能（当社調べ）

1充電あたり約15分 連続運転 ※2
（標準モード）

どこでも
洗浄

M H W 0 8 0 DM H W 0 8 0 D

ででも

車両の洗浄に

泡ノズル標準付属品

タイルをパワフルに洗浄

サイクロンジェットノズル標準付属品

サッシレールの洗浄に

洗浄ブラシ標準付属品

清水専用

トリガガン
標準付属品

高圧ホース
5m

標準付属品
自吸ホースセット
標準付属品

排水口（キャップ付）

拡散からピンポイント洗浄に

バリアブルノズル
先端で直射↔拡散調整可能

別販売品

パイプクリーニングに

パイプクリーニングホース
パイプの中を進みながら洗浄

別販売品

農機など下廻りの洗浄に

アンダーボディスプレーランス

別販売品

窓ガラスの洗浄に

回転ブラシ
別販売品

水圧でブラシが回転

フィルタの洗浄に（低圧使用）

低圧

標準付属品 バリオスプレーランス 手元で圧力調整可能

車両の洗浄に（高圧使用）

高圧

※1
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