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暖色タイプ
高輝度LED

USB
アダプタLi-ion

USB機器が使える
（ML807のみ）

メインLED 20灯 ［360°照射］

メインLED 10灯 ［180°照射］

サブLED 1灯 ［フラッシュライト］

360°LEDで照射！
作業に合わせて照射範囲を3段階切替。ににに合合合わわわせせせてて照照照射射射範範範囲囲囲ををを333段段段段階階階切切切切替替替替
360°LEDで照射！
作業に合わせて照射範囲を3段階切替。作作作作業業業作業 。。。

※ 写真はイメージです
 メインLEDとサブLEDの
 同時点灯はできません。

※写真のバッテリ、スマートフォン、ケーブルは付属しません。

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。

充電式LEDワークライト Li-ion
バッテリ14.4V

ML806Y 暖色タイプ 高輝度LED
［フラッシュライト部のみ］

18VLi-ion
バッテリ

ML807 USB
アダプタLi-ion



■共通特長
照射範囲を3段階切替

メインLED 20灯
［360°照射］ ［180°照射］

メインLED 10灯
［フラッシュライト］
サブLED 1灯

OFF

1 2 3

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2016年9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。 カタログNo.Z14533-1 EGA3-201609

●お求めは当店まで－

　※1 ※ ルクスは光源より先方約50cm　※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。

1充電あたりの
連続使用時間
（目安）※2

●リチウムイオンバッテリ/14.4V ●リチウムイオンバッテリ/18V

電源
（別販売品）

BL1815N

A-60311
13,000円

［1.5Ah］
BL1830B

A-60442
18,000円

［3.0Ah］
BL1860B

A-60464
23,200円

［6.0Ah］

, 円 ,

BL1850

A-57196
21,900円

［5.0Ah］
BL1415N

A-58235
11,000円

［1.5Ah］
BL1430B

A-60698
16,000円

［3.0Ah］
BL1450

A-59259
19,900円

［5.0Ah］

,

BL1460B

A-60660
21,200円

［6.0Ah］
BL1840

A-56596
19,400円

［4.0Ah］
BL1440

A-56574
17,400円

［4.0Ah］
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メインLED 20灯 約2.5時間 約4.0時間 約9.0時間 約9.5時間 約3.0時間 約6.0時間 約11時間 約13時間

サブLED 1灯 約8.0時間 約14時間 約26時間 約29時間 約10時間 約20時間 約37時間 約44時間
メインLED 10灯 約4.5時間 約8.0時間 約17時間 約18時間 約6.0時間 約11時間 約21時間

約6.5時間 約8.5時間

約22時間 約28時間
約12時間 約16時間 約25時間

メインLED 20灯 約2.5時間 約4.0時間 約8.0時間 約9.0時間 約3.5時間 約6.5時間 約11時間 約14時間

サブLED 1灯 約8.0時間 約13時間 約25時間 約28時間 約10時間 約19時間 約36時間 約43時間
メインLED 10灯 約5.0時間 約8.5時間 約16時間 約18時間 約6.5時間 約12時間 約23時間

約6.5時間 約9.0時間

約21時間 約28時間
約13時間 約18時間 約28時間
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使用光源

0.414.4V・18V
リチウムイオン

（ライトバッテリ除く）

-
メインLED 0.5W×20灯

ライトモデル

310
メインLED 0.5W×10灯 280
サブLED 2.0W×1灯 2,100

ML806Y

質量（kg）
（バッテリ除く）適応バッテリUSB出力端子

365×78×119

照度（lx）※1 光束（lm）
620
310
90

0.42
メインLED 0.5W×20灯 340
メインLED 0.5W×10灯 310
サブLED 2.0W×1灯 1,900

ML807 361×79×121
710
340
130

※1

2.1

出力電流（A）

USB A型

形 状

直流5.0V

出力電圧

（ランプカバー）

メインLEDの光を和らげ
広範囲を照らします。

光拡散樹脂 拡散光用リフレクタ

サブLEDの光を遠く、
広範囲に明るく照らします。

モノの立体感が掴みやすい
暖色系ライト採用。

照らした場所が立体的で
見やすく、疲れにくい。

寝かせても
使える
背面スタンド

3段階
スイッチ

握りやすい
ソフトグリップ

バッテリ
別売

折り畳み収納可能
なメタルフック

ML806Y
標準小売価格8,200円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器別売

充電式LEDワークライト

暖色タイプ高輝度LED
［フラッシュライト部のみ］

USB機器が使える
USBアダプタ機能搭載。

折り畳み収納可能
なメタルフック
（360°回転可能）

握りやすい
ソフトグリップ

バッテリ
別売

充電式LEDワークライト
ML807
標準小売価格9,200円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器別売

USB
アダプタLi-ion

スマートフォンの充電や
各種USB機器が使えて便利。 3段階スイッチ

BL1860B
BL1850
BL1840
BL1830/B
BL1815N

約12回
約10回
約8回
約6回
約3回

BL1460B
BL1450
BL1440
BL1430/B
BL1415N

約10回
約8回
約6回
約5回
約2回

Li-ion18V Li-ion14.4V

■ バッテリ1本あたりのスマートフォン充電回数
　（ライトOFF時） （満充電時／iPhone6S）

※ 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。機器仕様により使用できない場合があります。

防じん・防滴
「アプト」

USB用スイッチ
オートオフ機能
付き（自照式）

※写真はML806Y

本機寸法（mm）（長さ×幅×高さ）
（BL1860B取付け時メタルフック収納時）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


