
３ＭT M   リットマンT M   ステソスコ ープ
3MTM   Littmann®   Stethoscope

医療従事者を志す方へ

3M TM リットマンTM   ステソスコ ープ は、50年
以 上 に わたり世 界 中 の 多くの 医 療 従 事 者
に選 ばれ、ご愛 用いただいております。看
護 師、医 療 従 事 者 を目 指す 皆 様 に、教 育
現場に、お薦めしたい聴診器です。

３ＭTM リットマンTM ステソスコープの詳しい情報は�

http://www.littmann.jp/
★ 価格は全て “メーカー希望価格（税抜）” です。

● 本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実物と色調が異なる場合があります。
● ３ＭTM  リットマンTM  ステソスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。 ● 各製品には「添付文書」「取扱説明書（日本語）」「保証書（取扱説明書最終ページ）」が同封されております。 ● 3MTM リットマンTM ステソスコープは、取
扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。 ● 本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承
ください。 ● 本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。 ● 本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。 ● 価格は全てメーカー希
望小売価格です。　詳細は取扱店までお問合せください。

３Ｍ、Classic Ⅲ、Littmann、クラシック Ⅲ、リットマンは３Ｍ社の商標です。
App SｔoreはApple Inc.のサービスマークです。Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。iOSは、Cisco Systems,Inc.の商標または登録商標です。

2452

Standard

３Ｍ TM  リットマンTM   ライトウェイト Ⅱ
S.E.ステソスコープのチューブは、
つや消しタイプになります。

希望本体価格（税抜）

¥10,800

2450 ブラック2

2451 バーガンディー 2

2452 カリビアンブルー 2

2454 セイルブルー 2

2456 パールピンク2

３ＭTM
  リットマンTM ライトウェイト Ⅱ S.E. ステソスコープ

スタンダード
シルバー

¥18,500 2171

2170

装着イメージ３MTM リットマンTM ネームタグ
バイノーラルに装 着できるネームタグです。
３M T M リットマン T M ステソスコープ全 製 品にご使 用いただ けます。

2170

2171

製品番号 色

ブラック

グレー

1 ¥1,270

¥1,2701

入れ目
（個／袋）

希望本体価格
（税抜）

http://www.littmann.jp/

カスタマーコールセンター

0570-011-321
9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2020. All Rights Reserved. 
HPM-685-N(122000)IT

2020年12月発行

３ＭTM  リットマンTM クラシック ⅢTM ステソスコープ　製品一覧

Standard

銅色加工 黒色加工

Standard

Copper Edition Black Edition

チェストピース
表面仕上げ

バイノーラル
金属部表面仕上げステム 製品番号 チューブカラー 希望本体価格（税抜）

シルバー シルバー

5620

5621

5622

5623

5627

5630

5633

5831

5832

5835

5839

ブラック

グレー

ネイビーブルー

カリビアンブルー

バーガンディー

セイルブルー

パールピンク

銅色加工
銅色

¥21,000

Copper Edition

チェストピース
表面仕上げ

バイノーラル
金属部表面仕上げステム 製品番号 チューブカラー 希望本体価格（税抜）

銅色 銅色5809 チョコレート

黒色加工
ブラック

Black Edition ブラック ブラック5803 ブラック

プラム

ラベンダー

ターコイズ

レモンライム

3MTM  Littmann®  Lightweight Ⅱ S.E. Stethoscope

軽量モデル
チェストピース：ナース用2ウェイ・楕円形・チェストピース(硬質プラスチック)
ダイアフラム    ：サスペンデッド・ダイアフラム(最長サイズ55mm)
チューブ           ：シングルチューブ バイノーラル
全長／重さ       ：約71cm/約119g

販売名：リットマン ステソスコープ 
一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218

販売名：リットマン ステソスコープ 　一般医療機器 届出番号：13B1X10109000218



一 体 成 型ダイアフラム

5620
ブラック

スタンダード

銅色加工 黒色加工

5803
ブラック

5809
チョコレート

5621
グレー

5622
ネイビーブルー

5623
カリビアンブルー

5627
バーガンディー

5630
セイルブルー

5633
パールピンク

5831
プラム

5832
ラベンダー

5835
ターコイズ

5839
レモンライム

学生の皆様には本カタログに掲載の３M™ リットマン™ ステソスコープを１器ご注文につき、
聴診学習アプリがダウンロード可能になります。

聴診の基本や、心音や肺音などの
基本的な音を学べるコンテンツです。

ご自身の知識を簡単なテストで
確認できます。

大動脈弁狭窄症の雑音や僧帽弁狭窄症の
雑音など10タイプの心音が収録されています。
すぐに参照したい時に便利です。

３Ｍ™リットマン™ ステソスコープ の使い方やお手入れ方法をご紹介しています。ご購入いただいた後にもお役に
立てるサイトです。製品特長や歴史が掲載されているページもご用意しています。ぜひご覧ください。

３Ｍ™ リットマン™ ステソスコープの
正しい使い方やお手入れ方法を
解説しています。

App storeまたはplayストアでアプリをダウンロードします。

カテゴリ　メディカル
互換性　   iOS9.0以降。iphone、ipad、およびiPod touchに対応。
言語　　   日本語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、英語

カテゴリ　健康&フィットネス
互換性　   Android4.0.3以上
言語　　   日本語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、英語

聴診学習アプリのコンテンツ一部監訳：東海大学医学部附属東京病院　院長 赤石誠 先生

アイコンイメージ

※ご購入いただいた３M™ リットマン™ ステソスコープの
シリアルNOを入力することで、アプリのダウンロード
ができます。

３ＭTM  リットマンTM  ステソスコープ 

聴診学習アプリをセットでご提供いたします。

イアーチューブは、外耳道にあわせるために
最適な角度がついています。写真のように正し
い図の方向で耳に挿入してください。

1. 耳にフィットし、周囲の雑音を遮断するイアーチップ
2. 衣服などに擦れた際に摩擦音が聴こえにくく、厚みがあって長すぎないチューブ
3. 厚く、重みがあり、ぶれずに音を拾えるチェストピース

快適なフィット感だけではなく、
優れた遮音性も提供します。
ご自身の耳に合わせて変更できる
“小”が付いています。

正しい挿入方法

周囲の音を遮断して“聴きたくない音を入れない”
聴診器を選びましょう。

ソフトシーリングイアーチップ

皮脂に強くしなやかで厚みのあるチューブです。
外部からの雑音を遮断し、微弱な音も
しっかり伝えます。

バイノーラル

皮膚に押し当てたまま押さえつける
力の強弱で高周波音と低周波音の
切り替えができるサスペンデッド
ダイアフラムを搭載

チェストピース

外耳道に合わせるための
最適な角度に固定されています。

イアーチューブ

リムとダイアフラムの段差が少なく
お手入れが簡単です。
また、強く押し当て高周波音を
聞きたいときに低周波音がカットされ、
よりクリアに聞こえます。

一体成型ダイアフラム

聴 診 器 の 選 び 方 のコツ

３ＭTM

  リットマンTM クラシック ⅢTM ステソスコープ
3MTM  Littmann®   Classic ⅢTM Stethoscope

医療従事者を志す方へおすすめする
３ＭTM  リットマンTM クラシック ⅢTM ステソスコープ　ラインアップ

成人から小児までこれ一器で聴診が可能です。
小児科の実習でもご使用いただけます。
小児用ダイアフラムは、高齢者に多いやせた患者様の聴診にも
役立つので、卒業後も長くお使いいただけるモデルです。

��������

ソフトシーリング・
イアーチップ大

（ 標 準 装 着 ）

ソフトシーリング・
イアーチップ小

（ 付 属 ）

※肌にあてた時に冷たさ
を感じさせないノンチル
素材を使用しています。

小児用ダイアフラムは、
付 属しているノンチル
スリーブ※を用いてベル
への変更が可能です。

小 児 用

Standard

Copper Edition Black Edition

スマートフォン、タブレットに
ダウンロード※し、
聴診の基本や心音、肺音の
学習ができるアプリです。

アプリダウンロード方法
QRコードを読み込んでアクセス！または で検索！

30日間無料でお試しいただけます。ぜひお試しください。

充実した4つのコンテンツ

学ぶ

サウンド

テスト

お使いの聴診器

３Ｍ™ リットマン™ ステソスコープのもっと詳しい情報はこちら

iOS端末はこちらから

littmann app

http://go.3M.com/littmann_app/i

http://go.3M.com/4t2I

Android端末はこちらから
http://go.3M.com/littmann_app/g


