
モデルNo.

MUR369UD
（Uハンドル）

標準付属品草刈刃φ（mm） 回転数
（min-1）［回転/分］

本機寸法（長さ×幅×高さmm） 質量（kg）
（バッテリ含む）

1,905×580×485

※2

MUR369LD
（ループハンドル）

255 DCホワイト
チップソー

高速：0～7,000
中速：0～5,500
低速：0～4,600

楽らくモード
（自動変速）
3,500～7,000

1,905×250×195 5.5

MUR201CZ
（ループハンドル） 1,855×255×199 3.9

MUR369WD
（2グリップ） 1,905×250×195 5.4

6.0 チップソー（刈刃）
飛散防護カバー
刃物（刈刃）カバー
肩掛けバンド
（MUR201CZは
吊り下げ用バンド）
保護メガネ
ボックスドライバー
六角棒スパナ4
アクセサリバッグ

1充電あたりの連続運転時間（目安）※1
金属刃MUR369Dシリーズ

高 速 中 速
約25分

［6.0Ah］

約35分 約1時間
低 速

金属刃MUR201CZ ［PDC01］

※1 連続運転時間は満充電時の目安です。（無負荷時）/6.0Ahバッテリ・金属刃使用時　※2 草刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド除く。MUR201CZはPDC01、ケーブルも除く。

■別販売品

●ウルトラメタルローラー 4
A-58241 3,500円

対応ナイロンコード径 ～φ3.0mm

先端部がアルミ製のためタップ時の
衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様。

●竹・笹・雑木用チップソー

A-49987 3,500円
刃物径 φ255mm（刃数60）
A-49971 3,200円
刃物径 φ230mm（刃数50）

スムーズな切れ味＆千鳥刃構造
汚れにくい「フッ素表面処理」

●DCホワイトチップソー

刃物径φ255mm（刃数36）
A-67321 2,500円

●ファインチップソー

刃物径
φ230mm
（刃数32）
A-40777
2,500円

刃物径φ255mm
（刃数36）
A-40799
2,700円刃物径φ230mm（刃数32）

A-67315 2,200円

一充電あたりの作業面積約25%※アップ！
●樹脂刃セット品（3枚刃）

φ305mm［刈込幅］
A-69010

φ255mm［刈込幅］
A-68339
3,500円

φ255mm用 A-68345
2,000円

ナイロンコードより切れ味シャープ。
背が高く硬い茎の草刈りも可能。

チップ刃角度50°の切れ味重視タイプ。

タタキ繰出式

●樹脂刃替刃セット品
　（12枚入）

花形スパイラル形状が良好な切れ味と
静音性を実現。充電式草刈機に最適！

●花形ナイロンコード

30m巻

A-60844
2,400円

50m巻

A-60850
3,000円

φ2.0（断面形状花形）

●リチウムイオンバッテリ ●2口急速充電器 DC18RD

Li-ion6.0Ah

部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円

Ah

464

BL1860B
18V

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
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

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

255mm 充電式草刈機シリーズ
Uハンドル
MUR369UD

ループハンドル
MUR369LD

ループハンドル
MUR201CZ

2グリップ
MUR369WD

3.0AhLi-ion

部品番号 A-60442
標準小売価格 18,000円

BL1830B
18V

Ah

442

（チップソー（刈刃）、飛散防護カバー含）

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2020年2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.Z14617-1 EBCA3-202002

●お求めは当店まで－ 公式SNS
Instagram

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

30mLエンジン式同等の使用感
「圧倒的プロ品質」充電式草刈機登場

※1

■Uハンドル

MUR369UDZ

MUR369UDG2

Li-ion
6.0Ah

本体のみ

レギュラーモデル コネクタ接続式モデル
■ループハンドル

MUR369LDZ

MUR369LDG2

Li-ion
6.0Ah

本体のみ

■ループハンドル

PDC01

ポータブル
電源ユニット

MUR201CZ
本体のみ

■2グリップ

MUR369WDG2

MUR369WDZ

Li-ion
6.0Ah

本体のみ

18Vバッテリ×4本で
刈込み面積約2倍

一充電あたりの連続運転時間［無負荷時、低速時、目安］

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

※1

（BL1860B×2本）
MUR369UDのみ

約1時間※1
（BL1860B×4本）

MUR369UD+PDC01

約2時間 ※1

近日発売予定

φ305mm用 A-69004
近日発売予定

高 速 中 速
約25分 約35分 約1時間
約50分 約1時間10分 約2時間

低 速
6.0Ah×2本
6.0Ah×4本

※ MUR368/369シリーズおよびMUR185UDシリーズ、
18V6.0Ahバッテリ、低速モード時。 バッテリの状態や
草の種類や時期により作業量は変わります。

※1 2020年2月現在、当社調べ。当社30mLエンジン式モデル機比。

［MUR201CZ］［コネクタ接続専用］
※ ポータブル電源ユニット、18V＋18V用アダプタは別売

［電源ユニット別売］

（MUR201CZは不要）

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。

※1 2020年2月現在、当社調べ。当

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

※1 2020年2月現在、当社調べ。当

排排排排ガガガススゼゼロロロ・・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

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー



コネクタ接続 専用モデル
後端モータで
エンジン式同等の
最適重心バランス

ループハンドル

本体のみ
MUR201CZ
標準小売価格 65,800円（税別）
バッテリ・充電器・ポータブル
電源ユニット別売

草の密度で自動変速
省エネ&低騒音

［高速/中速/低速］＋3スピード

キックバック時に
刃物がストップ

※2

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

Uハンドル
約55分充電
（2本同時）

MUR369UDG2
標準小売価格 119,200円（税別）
バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付

Li-ion
6.0Ah

MUR369UDZ
標準小売価格 65,800円（税別）
バッテリ・充電器別売

本体のみ

Li-ion
6.0Ah

本体のみ

Li-ion
6.0Ah

本体のみ

ループハンドル
約55分充電
（2本同時）

MUR369LDG2
標準小売価格 119,200円（税別）
バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付

MUR369LDZ
標準小売価格 65,800円（税別）
バッテリ・充電器別売

2グリップ
約55分充電
（2本同時）

MUR369WDG2
標準小売価格 119,200円（税別）
バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付

MUR369WDZ
標準小売価格 65,800円（税別）
バッテリ・充電器別売

障害物が多い場所、傾斜地におすすめ。あぜ草などの平坦地におすすめ。

専用コネクタ

ポータブル電源ユニット
PDC01
A-69098 47,700円

別販売品

低振動&省エネ
大径255mm
DCホワイトチップソー付

伸縮式吊りベルト
程よく伸縮し作業をサポート。
作業者への負荷を低減します。

バッテリ別売

※1 2020年2月現在、当社調べ。当社30mLエンジン式モデル機比。 ※2 障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り。 ⚠注意 ： 本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。  ※3 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。 ※4 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。 ※5 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。

ループハンドル 2グリップ

防じん
防滴※4

30mLエンジン式同等の使用感
圧倒的プロ品質

※1

防滴・防じん
ウェットガード

※5

※5防水保護
4級

Uハンドル高速モード： 0～7,000min-1▶30mLクラス
中速モード： 0～5,500min-1▶27mLクラス
低速モード： 0～4,600min-1▶24.5mLクラス

モード別のパワー感目安

： 3,500～7,000min-1▶23～30mLクラス

※ 2020年2月現在、当社調べ。
 ［エンジン式刈払機、チップソー使用時］

※

※騒音値96dB（A）、EN50636準拠

刃物に合わせて最適設定
チップソー・樹脂刃モード

ナイロンコードモード

全ての操作が
手元で可能

電源/回転数切替

カラミトリ/楽らくモード

各種インジケータ

先端部が軽い。
軽快な操作性

ヒートシンク付
コントローラ

ハイパワー
ブラシレス
モータ

連続作業に強い
ブラシレスモータとコントローラを
強制冷却。重負荷作業に対応。

カラミトリ機能付
3秒後自動停止、正回転へ自動復帰。

電子ブレーキ付
トリガスイッチを離すと素早く停止。 ※3

軽い取り回しで長時間作業が快適
背負いエンジン式同等の使用感。※1

※2

18Vバッテリ×4本で連続運転時間約2倍

（BL1860B×4本）
MUR201CZ+PDC01

約2時間※3
※3

低振動&省エネ
大径255mm
DCホワイトチップソー付

約1時間※3一充電あたりの
連続運転時間
［無負荷時、低速時、目安］

一充電あたりの
連続運転時間
［無負荷時、低速時、目安］

高速回転7,000min-1
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