
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4月現在のものです。
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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.Z14626-1 MCCFA2-202004※

●お求めは当店まで－ 公式SNS
Instagram

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

充電式芝刈機
MLM462DZ/532DZ/533DZ

高耐久・低騒音・ハイパワー
自走式＋メタルデッキの本格仕様※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。

■ 別 販 売 品

ようこそ DCワールドへ
排ガスゼロ・燃料ゼロ・始動の手間ゼロ & 低騒音※ ※

※工具使用時

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。

ブラシレス
モータ

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

パワーソースキット1
A-61226　74,900円

6.0Ah 6.0Ah

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

パワーソースキット2
A-67094　121,200円

6.0Ah

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

パワーソースキットSH1
A-68317　61,700円

■ 好 評 発 売 中

充電式草刈機

バッテリBL1860B×2本
2口急速充電器DC18RD付

本体のみ
/バッテリ・充電器別売

MUR369UDG2

標準小売価格 119,200円（税別）

255mm ［刈込幅］
MUR369UDZ

標準小売価格 65,800円（税別）

約55分
充電

（2本同時）

30mLエンジン式と同等の使用感。
後端モータでエンジン式
同等の重心バランス

（当社比）

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

充電式草刈機

本体のみ/バッテリ別売

ポータブル
電源ユニット

［別販売品］

本体のみ/バッテリ・充電器
ポータブル電源ユニット別売

MUR201CZ

標準小売価格 65,800円（税別）

255mm ［刈込幅］

PDC01

標準小売価格 47,700円（税別）

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。

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

充電式ヘッジトリマ

バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付

本体のみ/バッテリ・充電器別売

MUH503SDGX

標準小売価格 90,000円（税別）

500mm ［刈込幅］

MUH503SDZ

標準小売価格 47,100円（税別）

約27分
充電

（実用充電）

約40分
充電

（フル充電）

約27分
充電

（実用充電）

約40分
充電

（フル充電）

バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付

本体のみ/バッテリ・充電器別売

MUH603SDGX

標準小売価格 92,600円（税別）

600mm ［刈込幅］

MUH603SDZ

標準小売価格 49,700円（税別）

エンジン式（22.2mL）を超える軽さと使用感。
（当社比）

特特特殊特特殊コーコーコー殊コーコーーコ特 ティングティングティングティングティングティン 刃仕様刃仕様刃仕様刃仕様刃仕様刃仕

充電式ポールヘッジトリマ

バッテリBL1860B
充電器DC18RF付

MUN500WDRG

標準小売価格 77,000円（税別）

500mm ［刈込幅］

本体のみ
/バッテリ・充電器別売

MUN500WDZ

標準小売価格 49,900円（税別）

約27分
充電

（実用充電）

約40分
充電

（フル充電）

エンジン式（22.2mL）を超える使用感
高所の剪定もラクラク （当社比）

特殊特殊コーコーコー特 コーコー特特特 コーコ ティングティングティングティングティングティングテ 刃仕様刃仕様刃仕様刃仕様仕様刃仕様

角度可変 偏角拝み刃

約55分
充電

（2本同時）

充電式ブロワ

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

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）

MUB363DG2V

標準小売価格 99,300円（税別）

MUB363DZV

標準小売価格 45,900円（税別）

約55分
充電

（2本同時）フラットノズル付
バッテリBL1860B×2本
2口急速充電器DC18RD付

本体のみ 
フラットノズル付（バッテリ・充電器別売）

MUB363DPG2

標準小売価格 93,900円（税別）

MUB363DZ

標準小売価格 40,500円（税別）

25mLエンジン式以上の圧倒的風量。（当社比）

バキュームキット付 バキュームキットなし

［薄刃］専用スプロケットノーズバー 仕様

23mLエンジン式と同等の使用感。

充電式チェンソー

バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付

本体のみ/バッテリ・充電器別売

MUC204DGNR

標準小売価格 81,400円（税別）

200mm ［ガイドバー長さ］

MUC204DZNR

標準小売価格 38,500円（税別）

約27分
充電

（実用充電）

約40分
充電

（フル充電）

約27分
充電

（実用充電）

約40分
充電

（フル充電）

バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF付

本体のみ/バッテリ・充電器別売

MUC254DGNR

標準小売価格 83,400円（税別）

250mm ［ガイドバー長さ］

MUC254DZNR

標準小売価格 40,500円（税別）

（当社比）

薄刃仕様
M11

片刃式

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

刈込み幅
（mm）

質量（kg）
標準付属品

回転数(min-1)［回転/分］
静音モード 標準モード

モデル No. 刈込み高さ
（mm） （集草カゴ含まず）

連続作業時間
自走/手押し

※1 一充電あたりの刈込面積
自走/手押し

※1

36MLM462D 460

マルチングプラグ
サイドディスチャージマウス
ボックスレンチ13・17、ピン

マルチングプラグ
ボックスレンチ13・17、ピン

約40/50分
（BL1860B×4本）

約20/25分
（BL1860B×2本）

1,610-1,690
×535

×980-1,095

2,300 2,300/2,800

2,500 2,500/3,300

（低負荷/高負荷）

（低負荷/高負荷）

40MLM532D 534 20～100
（10段階）

1,630-1,715
×590

×990-1,095

44MLM533D 534 マルチングプラグ
ボックスレンチ13・17、ピン

1,655-1,740
×590

×990-1,100

※1 エンジン式芝刈機と比較した場合。2020年4月現在当社調べ

※1

コネクタ接続 専用モデル

A-69098

（当社比）

バッテリ別売

専用コネクタ

約40/50分
（BL1860B×4本）

約20/25分
（BL1860B×2本）

約40/50分
（BL1860B×4本）

約20/25分
（BL1860B×2本）

1,400/1,900㎡ ［約423/574坪］
（BL1860B×4本）

700/950㎡ ［約211/287坪］
（BL1860B×2本）

1,700/2,300㎡ ［約514/695坪］
（BL1860B×4本）

850/1,150㎡ ［約257/347坪］
（BL1860B×2本）

1,700/2,300㎡ ［約514/695坪］
（BL1860B×4本）

850/1,150㎡ ［約257/347坪］
（BL1860B×2本）

85/94dB
低速時/高速時（MLM462D）
MLM532D 86/93dB
MLM533D 87/91dB

低騒音 ※1

（BL1860B×4本含む）

パワフルパワフルパワフル
自走式自走式自走式



※ ※

排ガスゼロ・燃料ゼロ
始動の手間ゼロ ※工具使用時

MLM532DZ
標準小売価格 129,000円（税別）
本体のみ （バッテリ・充電器別売）

刈込幅

534
mm

サイドディス
チャージ機能付
刈った芝を効率よく
横方向に排出。

MLM533DZ
標準小売価格 139,000円（税別）
本体のみ （バッテリ・充電器別売）

刈込幅

534
mm

アルミダイキャストデッキ

高剛性＋高耐久アルミデッキ採用。
傷がついてもサビないアルミ製。

高耐久・低騒音・ハイパワー

MLM462DZ
標準小売価格 122,000円（税別）
本体のみ （バッテリ・充電器別売）

刈込幅

460
mm

充電式芝刈機
スチール
高剛性スチールデッキ採用。
障害物や飛石等によるデッキの
破損を防ぎます。

デッキ

一充電で広い範囲を一気に芝刈り

最適刃物形状
最適刃物形状
刃物の先端形状を見直し、慣性
モーメントを大きくすることで
高負荷時の回転数落ちを低減。

ブラシレスモータ
高耐久&高出力

「新開発」大径 高能率
ブラシレスモータ搭載

ブレードを前方傾斜

進行方向▶ 刃物前方傾斜
刃物取り付け角度を前傾させ、
後方での２度切りを防止。
エネルギーロスを減らします。

凹凸部等での走破性等が向上。軸受け
に高耐久ボールベアリングを採用。

大型タイヤ採用
刈った芝を細かく砕き、
肥料として芝生に撒きます。

マルチング可能 刈込み高さ調整
約20～100mmの範囲で
10段階に細かく設定できます。

刃物回転数に関係なく
走行スピードを選べ
ムラなくキレイな仕上り。

作業時

刃物を回転させずに、
安心で静かな自走移動が可能。移動時

自走スピードは2.5～5km/時の範囲で無段変速可能
独立モータ駆動だから

自走用モータユニット

ハードな作業に対応する
高い剛性を確保。

高剛性ハンドル

2モード切替
省エネ&低騒音 標準モード

（ソフトノーロード）
静音モード

斜面も楽
らく自走

式
「高耐久」肉厚構造
アルミデッキ
デッキ外周部は肉厚構造を
採用。よりハードな使用
にも安心です。

バッテリ×2本

バッテリ×4本

※1 エンジン式芝刈機と比較した場合。2020年4月現在当社調べ ※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 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。  ※4 本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、水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。

※1

一充電あたりの刈込面積（目安） 自走時/手押し時

防じん
防滴※3

防水保護
4級 ※4

デッキを保護する鉄製バンパ

※写真はMLM533DZ

2スピード切替

電源スイッチ

バッテリ
残容量表示

高強度＋高耐久
アルミダイキャストデッキ
飛石等によるデッキの破損を防止。
デッキ内を丸洗い可能。
（高圧洗浄機は使用不可）

速度調整
レバー

走行スピードを2.5～5km/時
の範囲で調整可能。

軽負荷時は自動で回転数を
下げて、運転音やバッテリの
消費を抑えます。

刃物の回転数を下げた状態で
維持し、より音が気になる場面
でも気兼ねなく作業できます。

850㎡/1,150㎡
［約347坪］［約257坪］

MLM
532DZ
533DZ

700㎡/950㎡
［約287坪］［約211坪］

MLM
462DZ

1,700㎡/2,300㎡
［約695坪］［約514坪］

MLM
532DZ
533DZ

1,400㎡/1,900㎡
［約574坪］［約423坪］

MLM
462DZ

85/94dB
低速時/高速時（MLM462D）
MLM532D 86/93dB
MLM533D 87/91dB

低騒音 ※1

バッテリは最大
4個装着可能

（バッテリ2個で駆動/バッテリ別売）

バッテリ
切替レバー

芝が少ない 芝が多い

インジケータ付集草ボックスインジケータ付集草ボックスインジケータ付集草ボックス

自走用独立モータユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。

BL1860B

BL1860B

パワフルパワフルパワフル
自走式自走式自走式
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