
●じゅうたん用ノズル
じゅうたんについた糸くずや
髪の毛を取るのに便利です。

●フロア・じゅうたんノズル
   （じゅうたんノズルDX）
先端部と中間部に
エチケットブラシを採用。

●ダストバッグ（1枚入）
不織布のため繰り返し使えます。 A-43957 170円

●高機能ダストバッグ
　（1枚入）
捕集効率がさらに向上。

A-58257 1,000円

消耗品先端アタッチメント 部品番号 価格 適用モデル 部品番号 価格 適用モデル

CL106FD
CL107FD

CL107FD

CL106FD

カラー

●抗菌紙パック（10枚入）
抗菌使用で衛生的。

A-37546アイボリー 1,200円

●ラウンドブラシ
ヘッドが動きます。

●フレキシブルホース
柔軟性に優れ､車内の狭い場所の
掃除に便利です。

●棚ブラシ
障子の桟や棚の上の掃除が
手軽にできます。

1,900円A-59950スノーホワイト

A-37552アイボリー 850円

A-37568アイボリー 500円

A-37471アイボリー 950円

標 準 付 属 品集じん容量
（mL）

連続使用時間
（min）［分］

質量（バッテリ含む／
ノズル・パイプ除く）（kg）

本機寸法（mm）
（長さ×幅×高さ）

600

電　源モデルNo.

スライド式
Li-ionバッテリ

直流10.8V-1.5Ah

0.98

1.1

プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ
ノズル・サッシ（すきま）ノズル

抗菌紙パック（10枚）・ダストバッグ・ノズル
ストレートパイプ・サッシ（すきま）ノズル

約16

パワフル：約10
強：約12／標準：約25

吸込み仕事率
（W）

958×100×150
（パイプ、ノズル付）

960×112×150
（パイプ、ノズル付）

※1 測定条件：1.5Ah満充電相当。　※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。

CL106FD 19

CL107FD パワフル：32
強：20／標準：5

ダストバッグ：500
紙パック：330

●プレフィルタ
粗いゴミ用。フィルタの
上にかぶせて使用。

A-50463 700円

●高機能フィルタ
捕集効率がさらに向上。 A-58207 800円

●バルブステーコンプリート
スポンジ付きで高い密閉性。 142650-6 340円

●フィルタ
プレフィルタで取りきれなかった
チリをキャッチ。

A-43963 100円

A-48511 600円

1枚入

A-50728 1,000円10枚入

BL1040B
部品番号 A-59863
12,400円
［残容量表示付］▶

Li-ion
4.0Ah

BL1015
部品番号 A-59841
7,200円

Li-ion
1.5Ah

●充電器
DC10SA
部品番号 JPADC10SA　6,900円

確かな吸引力と手軽さで、家中をキレイに。

スライド式バッテリ仕様スライド式バッテリ仕様

圧倒的な吸引力＆軽快取り回し！

19W
CL1 0 6 F D▶▶▶

32/20W
◀◀◀C L 1 0 7 F D

パワフルモード 強モード

標 準 モ ード：5 W

清掃プロ業者の方も認める
吸引力で、軽快に現場掃除。

標準付属品

標準付属品

標準付属品

標準付属品

標準付属品

高速！ 約22分で
充電完了。

ジャストなサイズ＆パワー！
さらなる使い心地。

バッテリ温 度 が 高 い 時 も
冷 却システムで 高 速 充 電 。

※BL1015充電時

スライド式バッテリ仕様スライド式バッテリ仕様

＜小型・軽量＞

＜高容量＞

・冷却システム　・充電表示ライト
・壁掛け使用可能

CL106FD

CL107FD

0.98kg

1.1kg

約16分

質 量
（本体＋バッテリ）

約22分
（DC10SA）

充電時間1充電あたりの
連続使用時間（目安）

約10／12／25分
（パワフル／強／標準）

CL106FD

CL107FD

1.1kg

1.3kg

約42分

質 量
（本体＋バッテリ）

約60分
（DC10SA）

充電時間1充電あたりの
連続使用時間（目安）

約27／32／67分
（パワフル／強／標準）

※1 ※2

※測定条件：1.5Ah満充電相当。

吸込み仕事率
※

吸込み仕事率
※

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。

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.Z14534-1 EBA4-201609

充電式クリーナ
CL106FDカプセル

式 CL107FD紙パック
式

■主 要 機 能

■別 販 売 品

●リチウムイオンバッテリ［10.8Vスライド式］

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

10.8V［スライド式］



0 88381 82986 1

CL106FDZW
標準小売価格 6,000円（税別）
バッテリ・充電器別売

本体のみ

0 88381 82985 4

約22分充電
CL106FDSHW

標準小売価格 18,300円（税別）
バッテリBL1015・充電器DC10SA付

Li-ion

0 88381 82988 5

CL107FDZW
標準小売価格 7,700円（税別）
バッテリ・充電器別売

本体のみ

0 88381 82987 8

約22分充電
CL107FDSHW

標準小売価格 20,000円（税別）
バッテリBL1015・充電器DC10SA付

Li-ion

■吸込み仕事率

スライド式バッテリ仕様スライド式バッテリ仕様

［ パ ワ フ ル モ ー ド ］付
隙間や重たいゴミも強力に吸引。

紙パック10枚付
＆

ダストバッグ1枚付

使いたい時にだけ、素早くON/OFF。
バッテリ消費を低減。

圧倒的な吸 引力＆軽快な取り回し！

ゴミストッパ付

ゴミのこぼれ落ちを防止。

奥の奥まで届き、
真っすぐ立てやすいノズル

床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。

垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。

カプセル式
ゴミ捨 ては カプセ ル を
ひ ね って は ず す だ け 。

紙パック式
ワンタッチでカバーオープン。
手を汚さず簡単ゴミ捨て。

スポンジ付で高い密閉性
バルブステー
コンプリート採用

トリガ式スイッチ ワンタッチスイッチ

ボタン１つでモード切替
強モード
▼

パワフルモード
▼

標準モード

▼ BL1015 ＋ DC10SA

※1 測定条件：1.5Ah満充電相当。　※2 バッテリ含む、ノズル・パイプ除く。　※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。

※3 ※3

32／20／5W
パワフル 強 標準

■吸込み仕事率

■1充電使用時間 ■1充電使用時間

19W
約16分 約10／12／25分

急速
充電

お掃除の休憩中に
サッと充電

パワフル
吸引

間に入り込んだ
ゴミも、しっかり吸引

約22分充電［CL106FD］

［CL107FD］

［CL106FD］19W
［ 吸込み仕事率 ］

32／20／5W
パワフル 強 標準

軽量
ボディ

腕への負担軽減
快適お掃除

0.98kg
1.1kg［CL107FD］

［ 質　量 ］※2※1

■CL106FD/107FD 共通特長

バッテリ切れ
お知らせ機能付
LEDライト
薄暗い場所等のお掃除に
便利なLEDライト付。
バッテリ容量が少なくなった
場合は点滅してお知らせ。

▼ BL1015＋DC10S

■斜めカット吸込口　■ストラップ付
ノズルなしでも掃除しやすい。

※1
※1
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