
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12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.Z14610A1 EGA3-201912

●お求めは当店まで－ 公式SNS
Instagram

https://www.instagram
.com/makita.jp/

充電式ブロワ
MUB363DPG2 /DG2V

集じん機能付

バキュームキット付

ブロワモード

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。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 & 低騒音排排排排ガガガススゼゼロロ・・燃燃燃燃料料料料ゼゼゼロロロ・始始始始動動動動のののの手手手間間間ゼゼゼロロ && 低低低低騒騒騒音音音音音
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

13.4
最大風量

m3/min

65
最大風速

m/s

m/s54
（平均） 集じんモード

25mLエンジン式以上の圧倒的風量
「世界初」集じん機能付 充電ブロワ登場※1

※1 2019年12月現在、当社調べ。
 25mLエンジン式クラスにおいて。
※2 当社25mLエンジン式モデル機比。

ブラシレス
モータ

※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。 ※2 パイプ、ノズル、ダストバッグ、ショルダーストラップ、バッテリ含まず ※3 バッテリBL1860B×2本含む

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）モデル No.

MUB363DG2V

341×193×415

最大風量 （m3/min）
［m3/分］

風速
（ノズル付）
 （m/s）

フラットノズル、ブロワパイプ
エンドノズル、バキュームキット
（集じんノズル、集じんパイプ、
エルボーパイプ、ダストバッグ、
ショルダーベルト）

MUB363DPG2 フラットノズル、ブロワパイプ
エンドノズル、ショルダーベルト

1充電あたりの
作業量（目安）
(最大風量時)

標 準 付 属 品質量（kg）電源
（V）

65（最大）
54（平均）13.4 18V+18V

▷36V

直流

6.6：バキューム
（バキュームキット
取り付け時）

5.1：ブロワ

約1時間30分～30分
(モード1)

約1時間30分～9分
(モード2)

※1 ※3※2

●リチウムイオンバッテリ ●2口急速充電器 DC18RD

Li-ion6.0Ah 5.0AhLi-ion

部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円

部品番号 A-59900
標準小売価格 21,900円

Ah

4

BL1860B
18V

BL1850B
18V

Ah

0

3.0AhLi-ion

部品番号 A-60442
標準小売価格 18,000円

BL1830B
18V

Ah

2

残容量表示 自己故障診断

部品番号 JPADC18RD
標準小売価格 26,700円

2本同時に急速充電

6.0Ah→約55分充電
5.0Ah→約45分充電
3.0Ah→約22分充電

満充電

スマートフォン等が
充電可能（USB）

充電完了
メロディ付

●フラットノズル
より広域な吹き飛ばしに。

部品番号：A-67929
標準小売価格：1,100円

●延長ノズル
ノズルを延長できます。

部品番号：A-70627
標準小売価格：1,100円

●バキュームキットセット品
集じん作業が可能になります。

部品番号：A-70328

集じんノズル 集じんパイプ エルボーパイプ ダストバッグ ショルダーベルト

標準小売価格：7,600円

集じ ダスト集じんノズ

way
CHANGE2

2ウェイチェンジ

ブロワ

        

集じん

※2

※3 注意：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。

防滴
防じん

※3

■ 別 販 売 品

※4 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。

別販売品

18V＋18V用アダプタ
A-69076 13,000円

＋

ポータブル電源ユニット
PDC01

A-69098

本体・ハーネス付
バッテリ・充電器・各種アダプタ別売

47,700円

［要別販売品］

18Vバッテリ×4本で
作業時間約2倍

一充電あたりの連続運転時間［目安］※4

（BL1860B×2本）MUB363Dのみ

約1時間30分～30分 約1時間30分～9分
モード1［弱］ モード2［強］

約3時間～1時間 約3時間～18分
モード1［弱］ モード2［強］

（BL1860B×4本）MUB363D＋PDC01

ブロワ時

12.7

集じん時

最大真空度
 （kPa）

3.2

集じん時

バッテリ別売

（エンドノズル取り付け時）

近日発売予定 近日発売予定



「世界初」集じん機能付き 充電ブロワ登場
25mLエンジン式以上の圧倒的風量

※1

充電式だから「低騒音＋排ガスゼロ」

ブラシレス
モータ

防滴
防じん

ブロワ

※1 2019年12月現在、当社調べ。25mLエンジン式クラスにおいて。  ※2 当社25mLエンジン式モデル機比。

「モードボタン＋トリガ操作」で微風から強風まで自在にコントロール

最適な風速を自在に操る

大量の落ち葉を力強く吹き寄せる
モード2「強」＋無段変速ブロワ

に最適砂利上の落ち葉だけを集じん
モード1「弱」＋無段変速集じん

に最適

別販売品のバキュームキットセット品を
使えば集じん作業も可能。

バキュームセット品
A-70328 7,600円

別販売品
集じん
仕様

13.4
最大風量

m3/min

65
最大風速

m/s

m/s54
（平均）

ブロワ時

12.7
最大風量

m3/min
3.2
最大真空度

kPa

集じん時

建物周りや屋上庭園等の清掃に ハウス内の清掃に

エンジンブロワと同等の操作感

無段変速クルーズ
コントロールレバー

任意の風量で固定
連続作業時に便利。

トリガ操作も可能 インターロック付
（安全装置）
正しく取りつけないと
起動しません。

※3 25mLエンジン式クラスと比較した場合。MUB363D：騒音値85dB（EN50636-2-100準拠の音圧レベルの実測値）
※4 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。

18V＋18V用アダプタ
A-69076
13,000円

＋

ポータブル電源ユニット
PDC01
A-69098
47,700円

別販売品

［要別販売品］

18Vバッテリ×4本で
作業時間約2倍

一充電あたりの連続運転時間［目安］ （ブロワ、集じん時）※4

※3

2モード
切替ボタン
モード1：弱
モード2：強

様々な角度で握れる
サブグリップ

充電式ブロワ
バキュームキット付

バキュームキットなし

MUB363DPG2 MUB363DZ

標準小売価格 40,500円（税別）

本体のみ 
フラットノズル付（バッテリ・充電器別売）

充電式ブロワ

標準小売価格 93,900円（税別）

フラットノズル付
6.0AhバッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付

MUB363DG2V

標準小売価格 99,300円（税別）

バキュームキット・フラットノズル付
6.0AhバッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付

充電時間 約55分（2本同時）

充電時間 約55分（2本同時）

MUB363DZV

標準小売価格 45,900円（税別）

本体のみ
バキュームキット・フラットノズル付
（バッテリ・充電器別売）

ダストバッグ容量

50L
ダストバッグ内の
ゴミを捨てやすい
下部配置ジッパー

集じん

マルチング機能付
「高耐久」金属製シュレッダにより
吸込み後の枯葉の体積を低減。

集じん前

集じん後

※イメージ

※3 注意：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。

※2

※3

（BL1860B×2本）MUB363Dのみ

約1時間30分～30分 約1時間30分～9分
モード1［弱］ モード2［強］

約3時間～1時間 約3時間～18分
モード1［弱］ モード2［強］

（BL1860B×4本）MUB363D＋PDC01

トなし

DPG2 MUB363DZ

ワ

3段階伸縮ノズル
（調整範囲100mm）

/ブロワ

way
CHANGE2

2ウェイチェンジ

ブ
ロ
ワ

集
じ
ん

パーツの付替でチェンジ可能
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