
MEA3600M

MEA3600L

MEA3600MR

MEA3600LR

MEA3600MFR

MEA3600LFR

エンジンチェンソー
MEA3600M /MR/MFR350mm 青 赤 MEA3600L /LR/LFR400mm 青 赤

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。

〒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.Z14492A1 EFA3-201711

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

標 準 付 属 品モ デ ル 質量 
（kg）

振動3軸
合成値
（m/s2）

排気量
(mL)

スパーク
プラグ

NGK
BPMR8Y

気化器
形式

ダイヤ
フラム式

点火
方式

電子
点火

燃料混合比

50：1
（ガソリン：2ストローク

専用オイル）
※ マキタ純正2ストローク専用
 エンジンオイルまたはJASO
 分類FCグレード以上のオイル

燃料タンク
容量(L)

エ　　ン　　ジ　　ン

35.2 0.31 4.2388×230×272 3.3
（前ハンドル）
3.4

（後ハンドル）

3.6
（前ハンドル）
3.4

（後ハンドル）

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

※1 ※1 ※2ガイドバー
長さ(mm)

チェーン
形式

350

350

400

400
MEA3600M/MR
MEA3600L/LR

MEA3600MFR
MEA3600LFR

91PX-52E
91PX-56E

25AP-76E
25AP-84E

切　断　部

チェーンカバー
レンチ

※1 寸法・質量はチェーン刃、ガイドバー除く。　※2 ISO22867 規格に基づき測定。

●チェーン刃 ●ガイドバー（チェーンバー）

チェーン形式 部品番号 価 格
チェーン刃

適用モデル
  ガイドバー（チェーンバー）
部品番号 価 格

2,200円165201-8
91PX-52E A-55653 3,000円

A-34768 4,700円91F-52E 竹用

2,400円165202-6
91PX-56E

91F-56E

A-55669 3,200円

A-34774竹用 5,200円

5,000円161875-325AP-84E A-04195 5,000円

MEA3600M/MR
MEA3600L/LR

MEA3600MFR
MEA3600LFR

2,500円161768-425AP-76E A-04139 4,000円

●チェーンオイル
（チェーン刃潤滑用）

●2ストローク専用
　FCエンジンオイル

A-58300 1,100円
A-58316 3,200円

A-58425

1L×1個入
4L缶入

1L×1個入 1,500円

●デプスゲージジョインタ
飛び出たデプスゲージの頭を
平ヤスリで削り落とすための
ゲージです。

部品番号 価　格

D953100090 340円

●丸ヤスリ 部品番号 価　格

D953003090 200円

直径4mm（ハンドルなし）

部品番号 価　格

部品番号 価　格

●燃料混合容器

A-46969容量5L 2,900円
A-60713容量1L 600円
部品番号 価　格

正しい混合比の燃料が
簡単にできます。

●フェイスシールド

A-13742 5,000円

部品番号 価　格

35.2mL排気量

■振動3軸合成値の詳細は JEMA〔( 社 ) 日本電機工業会〕ウェブサイト:
　(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■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2017年11月現在のものです。

高出力、低燃費、操作性向上！
プロの作業に応える、25AP仕様が登場！

軽 量・コ ン パ ク ト

コツや力を
要しない
簡単・確実始動。

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。

MEA4300L /LR
標準小売価格 68,800円（税別）

400mm ［ガイドバー長さ］
青 赤 MEA4300G /GR

標準小売価格 71,800円（税別）

450mm ［ガイドバー長さ］
青 赤42.4

排気量

mL

赤MEA4300GR

青MEA4300G

最大出力約10％アップを実現。※当社従来機比
※

操作性向上、林業や製材業に最適。

MEA5000GR
標準小売価格 150,000円（税別）

450mm ［ガイドバー長さ］
赤50

排気量

mL

※1 質量はチェーン刃、ガイドバー除く。

国内排出ガス
自主規制
（3次）適合

国内排出ガス
自主規制
（3次）適合

国内排出ガス
自主規制
（3次）適合2.2

最大出力

kW
4.9
質 量

kg※1
2.8
最大出力

kW
5.6
質 量

kg※1

農業・土木作業に最適。 

MEA5600GR
標準小売価格 130,000円（税別）

450mm ［ガイドバー長さ］
赤55.7

排気量

mL

3.0
最大出力

kW
5.8
質 量

kg※1

25AP
チェーン形式

新登場！
仕様

層状掃気エンジン搭載

層状掃気エンジン搭載。
国内排出ガス
自主規制
（3次）適合1.7kW

最大出力35.2mL
排気量

●平ヤスリ 部品番号 価　格

D953003060 450円（ハンドルなし）

●ハンドル 部品番号 価　格

D953004010 150円（ハンドルなしタイプの丸ヤスリ、平ヤスリ用）

●丸ヤスリ 部品番号 価　格

A-44024 700円
（ハンドル付き）

赤Photo MEA3600MFR

■ 主 要 機 能

■ バ ー コ ード

■ 別 販 売 品

■ 好 評 発 売 中



コツや力を要しない
簡単・確実始動。1.7

最大出力

kW
35.2
排気量

mL
4.2
軽 量

kg※2

チェーンブレーキ

国内排出ガス
自主規制
（3次）適合

ナット脱落防止
ナットが落ちないため紛失
しません。しかも2コのナットで
ガイドバーをしっかり固定します。

赤Photo MEA3600LFR

青Photo MEA3600L

燃料残量の
確認用窓付
燃料の残量が一目
で確認できます。

握りやすい
スターターグリップ
握りやすさを追求した
グリップ形状。

ワンタッチの
クリーナカバー
標準付属品のマイナス
ドライバで解除可能。

取外し可能な
金属製スパイク
ネジ留め式なので
簡単に取外しが可能。

無駄な混合気の吹き抜けを、空気の層によって抑えるため低燃費！

最大出力1.7kWのハイパワーと
約15% の燃費向上を両立！※1 ※1 当社従来機比

ピストンが上昇すると　 空気
を吸入し、続いて　 混合気を
別の入り口から吸入。

1
2

1 空気空気空気

2 混合気混合気混合気

　空気が層を保ちながら、燃焼ガス
を追い出すので、　 混合気の
排出を大幅に低減。

1
2

2 混合気混合気混合気

爆発で発生した爆発で発生した
燃焼ガス燃焼ガス
爆発で発生した
燃焼ガス

1 空気空気空気

爆発によりピストンが下降すると、
　空気が燃焼室に送り込まれ
始め、　 混合気がその後に続く。
1

2

2 混合気混合気混合気

1 空気空気空気

燃焼室燃焼室燃焼室 321

層状掃気
エンジン
搭載

始動

停止

チョーク

スイッチを「停止」にしても自動的に
「始動」のポジションに復帰。再始動時
のスパークプラグのかぶりを防ぎます。　

タッチ＆ストップ機能で
カンタン再始動3

低振動で狙いやすい
新・振動低減構造
防振スプリングにより上下方向の振動
を低減。 さらに、ガイドバーの左右ブレ
を抑える防振ゴムの採用により、切断
初めに狙いが定めやすくなりました。

2

現場での作業性を高める、充実の機能。

遠心分離式
エアフィルタシステム搭載1
フィルタメンテナンスの回数を、大幅に少なくします。

●振り分けられた大きなゴミ

●ゴミの少ない空気

振動を抑える防振スプリング

ガイドバーの
左右ブレを
抑える防振ゴム

目視できる
ブレーキ状態
ブレーキの作動を
一目で判別可能。

ブレーキ
作動状態

ブレーキ
解除状態

アイシング
防止機能
早朝、夕方等の低温
時でも作業が可能。

暖気を取り入れキャブ
レタ室を暖めます。

アイシング
防止仕切り

滑らかなフォルムで優れた操作性。
圧倒的に軽くコンパクトなボディ!
部品１つ１つの設計を見直すことで、
大幅なコンパクト化を実現。
滑らかでコンパクトなボディ形状により
枝の多い場所でも引っ掛かりにくく
操作性に優れます。

［側面］

［上面］
当社従来機

※2 質量はチェーン刃、ガイドバー除く。

プロ向け「25AP」仕様が、レッドボディで新登場！

350mm ［ガイドバー長さ］ 400mm ［ガイドバー長さ］

エンジンチェンソー

MEA3600MFR
標準小売価格 64,800円（税別）

赤 MEA3600LFR
標準小売価格 65,800円（税別）

赤

25AP仕様

350mm ［ガイドバー長さ］ 400mm ［ガイドバー長さ］
MEA3600M /MR
標準小売価格 64,800円（税別）

青 赤 MEA3600L /LR
標準小売価格 65,800円（税別）

青 赤

91PX仕様［チェーン形式］［チェーン形式］

幅広く使えて扱いやすい
「91PX仕様」
□ピッチ：3/8” ロープロファイル □ゲージ：0.050

キックバックが少ないドライブリンク設計。
お手入れも簡単で、初心者からベテランの方まで
幅広い用途でお使いいただけます。

プロの作業に
「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。

刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。

□ピッチ：1/4” □ゲージ：0.050ゲージ

赤Photo MEA3600MFR

製品の動画が
ご覧になれます。
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