
充電式チェンソー
MUC204D/CD200mm MUC254D/CD250mm

18V

スプロケット
ノーズバー 仕様

200mm ［ガイドバー長さ］
MUC204DRGX ［青］ MUC204DGXR ［赤］

本体のみ

250mm ［ガイドバー長さ］
MUC254DRGX ［青］ MUC254DGXR ［赤］

本体のみ
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充電式生垣バリカン［本体のみ］

MUH404DRF

標準小売価格 40,600円（税別）

400mm ［刈込幅］
MUH464DRF

標準小売価格 43,200円（税別）

460mm ［刈込幅］

チップレシーバ付

超・低騒音&超・低振動。

「鋭い切れ味」拝み刃仕様

充電式生垣バリカン［本体のみ］

MUH305DRF

標準小売価格 37,700円（税別）

300mm ［刈込幅］
MUH365DRF

標準小売価格 39,500円（税別）
バッテリBL1830・充電器DC18RC付 バッテリBL1830・充電器DC18RC付バッテリBL1830B・充電器DC18RC付 バッテリBL1830B・充電器DC18RC付

MUH404DZ

標準小売価格 17,500円（税別）

MUH464DZ

標準小売価格 20,100円（税別）

MUH305DZ

標準小売価格 14,600円（税別）

MUH365DZ

標準小売価格 16,400円（税別）
本体のみ/バッテリ・充電器別売 本体のみ/バッテリ・充電器別売

MUB362DPG2

標準小売価格 91,400円（税別）
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付

MUB362DZ

標準小売価格 38,000円（税別）
本体のみ/バッテリ・充電器別売本体のみ/バッテリ・充電器別売 本体のみ/バッテリ・充電器別売

360mm ［刈込幅］

チップレシーバ付

約22分充電 約22分充電 約22分充電 約22分充電 約55分充電（2本同時）

チェーンスピード
（m/秒）[m/分］

チェーン
形式

0～22.5
［0～1,350］

ガイドバー
長さ(mm)

200 25AP-52

切　断　部
電源
（V）

直流
18V

1充電あたりの作業量（目安）

杉角材50mm
約190本

※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 寸法・質量はバッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む。　※3 EN60745-2-13規格に基づき測定。

●チェーン刃

●ガイドバー（チェーンバー）

標準付属品

3.0
441×184×191

2.6

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

※2※1 質量
（kg）

※2 振動3軸
合成値
（m/s2）

※3

チェーンカバー
レンチ13-16
丸ヤスリ

モデルNo.

MUC204D

445×184×191MUC204CD

250

ガイドバー形式

スプロケットノーズ

カービング

スプロケットノーズ

カービング
25AP-60 3,1

493×184×191
2.9

MUC254D

496×184×191MUC254CD

BL1860B

チェーン形式 部品番号
チェーン刃 ガイドバー（チェーンバー）

部品番号 価　格

2,500円161888-425AP-52 A-67181 2,500円
2,700円161887-625AP-60

長さ（mm）

250 A-42743 2,700円
200

4,900円161889-225AP-52 A-67181 2,500円
5,000円168407-725AP-60250 A-42743 2,700円

200

ガイドバー
仕様

スプロケット
ノーズバー

カービング
バー

価　格

※1 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。
※1

●リチウムイオンバッテリ

Li-ion6.0Ah 3.0AhLi-ion

部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円

部品番号 A-60442
標準小売価格 18,000円

Ah

64

BL1860B
18V

BL1830B
18V

Ah

2

残容量表示 自己故障診断 ●2口急速充電器 DC18RD

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→55分充電
3.0Ah→22分充電

満充電

スマートフォン等が
充電可能（USB）

Li-ion
6.0Ah

実用充電 ：約27分
フル充電 ：約40分

Li-ion
3.0Ah

実用充電 ：約17分
フル充電 ：約22分

●急速充電器 DC18RF

部品番号 JPADC18RF
標準小売価格 16,000円

スマートフォン等が
充電可能（USB）

充電完了メロディ付

ガイドバ （チェ ンバ ）ガ

軽量＋高回転
23mLエンジン式と同等の使用感! ［1,350m/分］

チェーンスピード

22.5
m/秒

※当社比

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2018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.Z14569A1 PPBA4-201802

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

■ 主 要 機 能

■ 別 販 売 品

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。

※  水や粉じ
※1

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税税別）

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

※ ※

防じん
防滴

■ 好 評 発 売 中

MUC204DZ ［青］ MUC204DZR ［赤］

MUC254DZ ［青］ MUC254DZR ［赤］

カービング
バー 仕様

200mm ［ガイドバー長さ］
MUC204CDGR ［赤］

本体のみ

MUC254CDGR ［赤］

MUC204CDZR ［赤］

250mm ［ガイドバー長さ］

本体のみ
MUC254CDZR ［赤］

充電式ブロワ［本体のみ］

手持ち式エンジンブロワに
匹敵する、圧倒的風量&風速。

13.4m3/min［最大風量］ 
54m/s［最大風速］



吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向き、
スムーズに吊り下げ。

脱落防止ナット

23mLエンジン式と同等の使用感。

＋
軽  量

3.0kg
［MUC204D/CD］

MUC254D/CD▶3.1kg
チェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む

アウタロータ式
ブラシレスモータ搭載

外側のモータが回転するから、極めて高トルク!

ダイレクトドライブ
ロータでチェーンを直接回転。

エンジン式同等の高回転 ［1,350m/分］

高回転

22.5
m/秒

チェーンスピード

MUC254CD 赤

カービングバー 仕様 キックバックの発生が少なく、枝打ちなどの細かい作業に最適。

充電式チェンソー
スプロケットノーズバー 仕様

200mm ［ガイドバー長さ］ 250mm ［ガイドバー長さ］

MUC254D 青 MUC254D 赤

先端部のスプロケット（歯車）により、チェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 カーカ ビンビングバグバー仕様仕様 キックキックバックバックの発生の発生が少なが少なく 枝く、枝打ちな打ちなどの細どの細かい作かい作業に最業に最適。適。

250mmm［［ガイドバー長さ］
を減らし、パ、パワーを最大限限に伝達達に 。

Li-ion
6.0Ah

※1 2018年2月現在、当社調べ。

業界最速
高速フル充電

※1 実用充電 ：約27分
フル充電 ：約40分

200mm ［ガイドバー長さ］
MUC204CDGR
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF
標準小売価格 83,900円（税別）

赤

MUC204CDZR
バッテリ・充電器別売
標準小売価格 41,000円（税別）

赤

250mm ［ガイドバー長さ］
MUC254CDGR
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF
標準小売価格 85,900円（税別）

赤

MUC254CDZR
バッテリ・充電器別売
標準小売価格 43,000円（税別）

赤

MUC204DRGX /DGXR
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF
標準小売価格 79,900円（税別）

青 赤

MUC204DZ /DZR
バッテリ・充電器別売
標準小売価格 37,000円（税別）

青 赤

MUC254DRGX /DGXR
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF
標準小売価格 81,900円（税別）

青 赤

MUC254DZ /DZR
バッテリ・充電器別売
標準小売価格 39,000円（税別）

青 赤
本体のみ本体のみ本体のみ 本体のみ

充電式チェンソーの
動画がご覧になれます。

プロユースに最適な、優れた機能性。

25AP仕様
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな
作業にも最適です。

■ピッチ：1/4” ■ゲージ：0.050ゲージ25AP仕様 ■ピッチ：1/4” ■ゲージ：0 050ゲージ

ワンタッチで電源ON優れた重心バランス。 軽い取り回し感 「収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。

※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。

充電器DC18RF（18V 6.0Ah 　マーク付バッテリ充電時）

※当社比

※当社比

過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。

粘りの高速切断

太枝モード搭載
太枝切断時（φ100mmまでを目安）に
電流リミッタを一時的に引き上げて、 
粘りの高速切断を実現します。

ボタン長押し、黄点灯

※※2 数値は
 状態や

※2

1充電あたりの作業量
（目安）

約190本
［杉角材 50×50mm］
BL1860B 使用時
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