
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2021年1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.Z14638-1 EFA3-202101

●お求めは当店まで－ 公式SNS
Instagram

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

公式アプリ
製品詳細＆
営業所紹介

Google PlayApp Store

■ 別 販 売 品

※4 18V 6.0Ahバッテリ×２本使用時と比較。  ※5 本機が水で濡れた状態で使用することが可能です。　※6 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。（当社、社内基準による）

用アダプタ

A-69082  9,000円
非対応

MUX18D

非対応
A-69076  13,000円

用アダプタ
MUX60D

A-72241  12,500円

用アダプタ
MUX01G

動画がご覧に
なれます。

ご覧に
す。

バッテリ別売

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

※バッテリ2本以上が必要です。

長時間作業が快適
18Vは4倍、18V+18Vは2倍

※6

防じん・防滴「アプト」

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
A-61226　74,900円
6.0Ah 6.0Ah 6.0Ah

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
A-67094　121,200円

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
A-68317　61,700円

近日発売予定

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。

充電式スプリットシリーズ
MUX01G/MUX60D/MUX18D

「多彩に使える」豊富なアタッチメント（別販売品）

新・ポールソーアタッチメント登場新・ポーポ ルソーアタッチメント
高枝のせん定に

※1 EM402MP装着時。 ※2 刈払アタッチメント含む。チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。 ※3 数値は無負荷時の参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

ポータブル電源 PDC1200

A-71825
本体・肩掛けバンド・充電器付・各種アダプタ別売

198,000円 約6時間充電
動画がご覧に
なれます。

作業量「約6倍」の長時間駆動を実現※4

ウェットガード
防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防 水 保 護 等 級※5
バッテリ

防 水

※5、6

ゴルフ場、バンカー周り道路維持管理

※5、6

ウェットガード
防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防 水 保 護 等 級

※5

アダプタ
防じん・防水

道路維

タフロータリーハサミ刃アタッチメント登場
石飛び低減、安心草刈り

大容量

1,200
Wh

 ※2 ※3

ー 978×225×175
（本体のみ）

3.1
肩掛バンド除く

肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4
アクセサリバッグ

軽快
チップソー

1,840×230×175  
（草刈刃、飛散防護カバー含）230 4.1高速 0～7,000

低速 0～5,000

高速 0～9,700
低速 0～6,800

チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド
保護メガネ・ボックスドライバ13-16
六角棒スパナ・4ツールバッグ・アクセサリバッグ

※2
 ※1

モータ部 のみ

刈払アタッチメント
＋モータ部

MUX18DRGM

MUX18DZ

18
V

約31分高速

約1時間低速

軽快チップソー
使用時

-

（BL1860B使用時）

ー 1,011×225×216
（本体のみ）

4.4
肩掛バンド除く

肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4
アクセサリバッグ

軽快
チップソー

1,873×230×216  
（草刈刃、飛散防護カバー含）230 5.4

高速 0～7,100
中速 0～6,000
低速 0～4,200

高速 0～9,700
中速 0～8,200
低速 0～5,700

チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド
保護メガネ・ボックスレンチ17・六角棒スパナ4
ツールバッグ・アクセサリバッグ

 ※1
※2

モータ部 のみ

刈払アタッチメント
＋モータ部

MUX60DPG2M

MUX60DZ

18
V
x2
本
▶
3
6
V

4
0
V
m
ax

軽快チップソー
使用時

-

（BL1860B使用時）

約55分高速
約1時間17分中速
約2時間35分低速

1充電あたりの連続運転時間（目安）モデルNo. 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） ※3

　
ー 1,001×225×209

（本体のみ）
4.4

肩掛バンド除く
肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4
アクセサリバッグ

軽快
チップソー

1,863×230×209  
（草刈刃、飛散防護カバー含）230 5.4

高速 0～7,100
中速 0～6,000
低速 0～4,200

高速 0～9,700
中速 0～8,200
低速 0～5,700

チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド
保護メガネ・ボックスドライバ13-16
六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ

約25分高速
約38分中速
約1時間6分低速

 ※1
※2

軽快チップソー
使用時

-

刈払アタッチメント
＋モータ部

MUX01GRMM

モータ部 のみ
MUX01GZ

（BL4040使用時）

UB400MP用ブロワ アタッチメント

※ 左記ノズル類を接続
 する際に使用。

ノズル類を
用

●アダプタパイプ90-75
A-70312　1,100円

ブロワアタッチメント UB400MP
A-70138　26,000円

適用アタッチメント
EY402MP
EN400MP
EN410MP1,157mm

延長ポールアタッチメント
LE400MP  A-71794 9,000円

●延長ノズル ノズルを延長できます。
A-70627　1,100円

●雨どいノズル
雨どいに溜まった枯葉や
落ち葉の吹き飛ばしに。
A-70683　9,500円

●フラットノズル より広域な吹き飛ばしに。
A-67929　1,100円

に。

MUX01GZ MUX01GRMM MUX60DZ MUX60DPG2M MUX18DZ MUX18DRGM



1,145mm

チップソータイプ ナイロンコードタイプ

三面研磨刃
1,000mm

角度調整式

質量:1.7kg最大風量（高速）

14.8m3/min

最大風速（高速）

59.0m/s
平均風速（高速）

49.1m/s

落葉やゴミの吹き集め
ブロワアタッチメント
UB400MP  A-70138  26,000円

810mm

凹凸面の汚れの除去
パワーブラシアタッチメント
BR400MP   A-67474  56,000円

作業幅

600mm

1,159mm

質量:6.3kg

平面汚れの掃き取り
パワースイープアタッチメント
SW400MP A-67480  58,000円

作業幅

590mm 質量:7.2kg

耕うん
カルチベータアタッチメント
KR401MP　A-67309   32,500円

933mm

質量:3.1kg耕うん幅

220mm

芝生の切り込み
芝生に切り込みを入れ、花壇や歩道などの
境界の整備に使用。

エッジャアタッチメント
EE400MP  A-68622  30,000円

質量:2.4kg

草刈り
ナイロンカッタ アタッチメント
EM408MP  A-71744  15,000円

刈込幅（φ）

300mm
質量:1.0kg※9

ウルトラメタル
オート4付 880mm

草刈刃（φ）

230mm
質量:1.0kg ※9

草刈り
刈  払 アタッチメント

セットモデルに標準付属

EM402MP  A-53089  15,000円

軽快チップソー付

876mm
（刃物含まず）

上45°

下90°

1,500mm

角度調整式
上90°

下45°

,000円

質量2

878mm

刃物径

203mm

35°
30°

（刃物含 ず）

3

草刈刃（φ）

230mm 質量:2.5kg

生垣の刈込み
ヘッジトリマアタッチメント
EN400MP  A-53914  38,500円

質量:2.4kg
刈込幅

535mm

ストレートヘッジトリマアタッチメント
EN410MP  A-60838  31,500円

質量:1.8kg
刈込幅

490mm

ブラシ ゴムベラ

角度固定式

1,104mm

25mLエンジン式同等の使用感 ※当社比

高負荷作業をパワフルにこなす

約55分充電

製品の動画が
ご覧になれます。

防じん・防滴「アプト」

ハイパワー
ブラシレスモータ

キックバック時に
刃物がストップ

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

ハイパワー
ブラシレスモータ

キックバック時に
刃物がストップ

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

ハイパワー
ブラシレスモータ

キックバック時に
刃物がストップ

アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

30mLエンジン式同等の使用感※当社比

スプリットシリーズ最強パワー

製品の動画が
ご覧になれます。MUX01GZ 標準小売価格 52,900円（税別）

本体のみ、アタッチメント・バッテリ、充電器別売
本体のみ

充電式スプリットモータ のみモータ部

MUX60DZ 標準小売価格 52,900円（税別）
本体のみ、アタッチメント・バッテリ、充電器別売

本体のみ

充電式スプリットモータ のみモータ部

充電式スプリット草刈機
MUX60DPG2M 標準小売価格 119,900円（税別）
刈払アタッチメント・バッテリBL1860B×2本・２口急速充電器DC18RD・ツールバッグ付

Li-ion
6.0Ah

刈払アタッチメントモータ部 ＋

約31分（実用充電）
約45分（フル充電）

約27分（実用充電）
約40分（フル充電）

充電式スプリット草刈機
MUX01GRMM 標準小売価格 95,600円（税別）
刈払アタッチメント・バッテリBL4040・DC40RA・ツールバッグ付

刈払アタッチメントモータ部 ＋

Li-ion
4.0Ah

※5
※6ウェットガード

防滴・防じん
雨の中でも
運転可能な防水設計

防 水 保 護 等 級※5

バッテリ
防じん・防水

本 体
防 水

製品の動画が
ご覧になれます。

23mLエンジン式同等の使用感※当社比

スプリットシリーズ最軽量モデル

充電）
充電）

使用感※当社比

最軽量モデル

のみモータ部

MUX18DZ 標準小売価格 28,000円（税別）
本体のみ、アタッチメント・バッテリ、充電器別売

本体のみ

充電式スプリットモータ

刈払アタッチメントモータ部 ＋充電式スプリット草刈機
MUX18DRGM 標準小売価格 68,700円（税別）
刈払アタッチメント・バッテリBL1860B・DC18RF・ツールバッグ付

Li-ion
6.0Ah

防じん・防滴「アプト」

延長ポールアタッチメント
LE400MP  A-71794   9,000円

1,157mm

［別販売品］ チェーン刃 25AP-60
  A-42743  2,700円（税別）

脱落防止
ナット

収納式オイル
タンクキャップ

刃数が多いため、
軽く滑らかな切れ味。

スプロケットノーズバー 仕様
ゲージ厚 1.3mm ■ピッチ：1/4” 

25AP 仕様

スリムな先端形状

枝の間等に入りやすい
幅88mm

豊富なアタッチメントで「多彩に使える」 素早く簡単交換（別販売品）

1,162mm

高枝のせん定に

感 ※当社比

ルにこなすなす

ル

高 速 低 速中 速

約32分 約53分-

約1時間15分 約2時間55分約1時間35分
約24分 約1時間11分約37分

高 速 低 速中 速

約35分 約1時間-

約1時間50分 約3時間15分約2時間15分
約34分 約1時間21分約47分

高 速 低 速中 速

約33分 約56分-

約1時間15分 約2時間20分約1時間40分
約28分 約1時間15分約40分

高 速 低 速中 速

約24分 約44分-

約1時間 約1時間45分約1時間10分
約25分 約57分約32分

高 速 低 速中 速

約21分 約40分-

約1時間 約1時間50分約1時間15分
約24分 約56分約32分

高 速 低 速中 速

約10分 約13分-

約14分 約40分約17分
約9分 約24分約11分

高 速 低 速中 速

約24分 約45分-

約45分 約2時間5分約1時間10分
約28分 約1時間26分約40分

高 速 低 速中 速

約31分 約1時間-

約55分 約2時間35分約1時間15分
約25分 約1時間6分約38分

高 速 低 速中 速

約30分 約50分-

約55分 約1時間55分約1時間15分
約31分 約1時間20分約41分

高 速 低 速中 速

約27分 約40分-

約1時間10分 約2時間15分約1時間35分
約28分 約1時間13分約40分

１充電あたりの
連続運転時間※1

※4

※7

※6

※6

※7

※7

※8

※1 数値は無負荷時（ポールソーは実負荷時）の参考値です。40Vmax:BL4040使用時 / 18V×2：18V 6.0Ahバッテリ×２本使用時 / 18V：18V 6.0Ahバッテリ×1本使用時。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 飛散防止カバーを除く。   ※3 ガイドバー、チェーン刃含む。  ※4 2020年11月現在当社調べ。マキタ充電式スプリット草刈機において。 ※5 本機が水で濡れた状態で使用することが可能です。
※6 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。（当社、社内基準による）  ※7 ⚠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。 　※8 2020年11月現在当社調べ。マキタ充電式スプリット草刈機において。 刈払いアタッチメントEM402MP装着時、チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド除く ※9 刃物、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。

石飛び低減、安心草刈り

軸芯をセンターに配置し
負荷と衝撃を分散

段付きリブ加工で
摺動荷重、騒音を軽減「低速」上下刃ハサミ駆動

石飛びが少ない 3枚ギヤ 高級２面研磨刃
高耐久 高効率安 心

上刃
下刃

適用アタッチメント
EY402MP、EN400MP、EN410MP

1,157mm
延長ポールアタッチメント
LE400MP  A-71794   9,000円
適用アタッチメント  EY402MP、EN400MP、EN410MP

タフロータリーハサミ刃 
アタッチメント

草刈り

MUX01G

MUX60D

MUX18D

高 速 低 速中 速

約15分 約16分-

約33分 約46分約36分
約16分 約31分約20分

１充電あたりの連続運転時間

●チップソー並みの連続作業時間
※1

MUX01G

MUX60D

MUX18D

草刈刃（φ）

230mm 質

タリーハサミ刃
ト

D 約15分
約3

965mm

枝払い
ポールソーアタッチメント
EY402MP  A-72257  24,500円

近日発売予定

※2

ガイドバー長さ

250mm 質量:1.6kg
※3

地面を滑らせ簡単草刈り
往復草刈り可能

枝用フック
引っ掛かった枝を
引き落とせます。

EM407MP  A-71582
44,500円

畦草の刈り込み
畦刈ヘッジトリマアタッチメント
EN421MP  A-61232  60,500円

質量:2.5kg
刈込幅

300mm
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