
スプリングキャンペーン2019
３MTM リットマンTM ステソスコープ

期 間  2019.3/1～5/31

2165

5862
Mirror Edition

（ミラー加工）

6200
Black Edition

（黒色加工）

6202
High Polish Smoke
Edition

（ハイポリッシュスモーク加工）（ハイポリッシュスモーク加工）

5875
Smoke Edition

（スモーク加工）

New 本キャンペーン
より発売！

スペシャルプライスでご提供!
Master Cardiology

New 本キャンペーン
より発売！

New本キャンペーン
より発売！

日頃のご愛顧に感謝を込めて、今年も「３M™ リットマン™ ステソスコープ スプリングキャンペーン」を実施いたします。

リットマン™ ステソスコープ クラシック Ⅲ™ とリットマン™ ステソスコープ カーディオロジー Ⅳ™ の新製品も

お求めやすい価格をご用意いたしました。ぜひ、この機会をお見逃しなく！



音響性能にこだわった
ハイグレード器種

価格はキャンペーン特別希望本体価格（税抜）です。　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

３MTM

 

リットマン TM

 

ステソスコープ
マスターカーディオロジー TM

→¥60,0002176 ¥30,000
キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

2本のチューブを一体型にし、音の損失を軽減した

“高感度ツーインワン・チューブ”を搭載したモデルです。

周囲の音を遮断し、ダイアフラムからの聴きたい音をしっかり伝えます。

High Polish Smoke
Edition

（ハイポリッシュスモーク加工）

３MTM

 

リットマン TM

 

ステソスコープ
カーディオロジー Ⅳ TM

→¥42,0006177 ¥25,000

キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

6190 →¥42,000

→¥42,000 ¥25,000

→¥42,0006204 ¥25,000
¥25,000

New

New

New6176

6177
Mirror Edition

（ミラー加工）

2176
Smoke Edition

（スモーク加工）

6204

New

Champagne
Edition

（シャンパン加工）

6190
New

Champagne
Edition

（シャンパン加工）

6176
New



価格はキャンペーン特別希望本体価格（税抜）です。　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

New

→¥21,000 ¥11,8005809

→¥21,000 ¥11,8005873

→¥18,500 ¥11,8005630

→¥21,000 ¥11,8005864

→¥21,000 ¥11,8005863

キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

３MTM

 

リットマン TM

 

ステソスコープ
クラシック ⅢTM

経験を重ね、後輩の指導や新たな責任も担うあなたへ。

聴診を大事にしている方におすすめしたいモデルです。

新しい聴診器とともに、“昨日までとは少し違う自分” に

ステップアップしませんか？

5630

ステップアップの春

5809
Copper Edition

（銅色加工）

5863
Mirror Edition

（ミラー加工）

5864
Champagne Edition

（シャンパン加工）

New
5873
Smoke Edition

（スモーク加工）



New

6201
Black Edition

（黒色加工）

New

6203
Black Edition

（黒色加工）

High Polish
Champagne Edition

（ハイポリッシュシャンパン加工）

6206

New

Rainbow
Edition

（レインボウ加工）

6205
New

人とはちょっと違うエディションモデル
医 師 向け聴 診 器にも、チェストピース表 面とバイノーラル金 属 部に
特 殊 な加 工を施した “エディションモデル” をご用 意しています。

３M T M   リットマンT M   ステソスコ ープ

マスターカーディオロジーTM/ カーディオロジー Ⅳ TM

３MTM

 

リットマン TM

 

ステソスコープ
カーディオロジー Ⅳ TM

→¥42,0006206

→

→

¥42,0006201

¥38,500

¥25,000

¥25,000

¥25,0006205

→¥42,000 ¥25,0006203

キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

価格はキャンペーン特別希望本体価格（税抜）です。　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

New

New

New

New

→2175

キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

３MTM

 

リットマン TM

 

ステソスコープ
マスターカーディオロジー TM

¥60,000 ¥30,000

2175
Brass Edition

（真鍮色加工）

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。

ダイアフラムとリムの段差が少ない
“一体成型ダイアフラム＊” を採用し、
お手入れも簡単に。
＊一体成型ダイアフラムは、リットマンTM  ステソスコープ 

カーディオロジー ⅣTM  /クラシック ⅢTM に採用。



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

2453 ライラック ２

2454 セイルブルー ２

2455 シーフォームグリーン ２

2456 パールピンク ２

2114 　ブラック

2114R 　レッド

2120 　パールピンク

2124 　カリビアンブルー

2125 　ラズベリー

2156 　ロイヤルブルー

2179 　オレンジ

2113 　ブラック

2113R 　レッド

2115 　パールピンク

2119 　カリビアンブルー

2122 　ラズベリー

2123 　ネイビーブルー

2136 　ロイヤルブルー

2155 　オレンジ

5803 ブラック

5867 ネイビーブルー

5868 バーガンディー

5869 カリビアンブルー

5620 ブラック

5621 グレー

5622 ネイビーブルー

5623 カリビアンブルー

5626 ラズベリー

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

5806 ラズベリー

5807 カリビアンブルー

5870 ブラック

5861 ブラック

5864 バーガンディー

6190 カリビアンブルー

5862 ラズベリー

5863 ネイビーブルー

5865 ラベンダー

6169 カリビアンブルー

6170 バーガンディー

6177 ブラック

5809 チョコレート

ダークオリーブグリーン

5811 ブラック

5812
ラズベリー5871

2147 　ネイビーブルー

2630 　カリビアンブルー

2632 　ハンターグリーン

2633 　セイルブルー

1392 　 ネイビーブルー（ロングレングス）

2144L 　ブラック

2146 　バーガンディー

※5

2141 ※6　ブラック

6156 プラム

6158 ラズベリー

6151 ブラック（ショートレングス） ※3

※4

※4

※4

6152 ブラック

6154 ネイビーブルー

6155 ハンターグリーン

6165 ブラック

6163 ブラック

6168 ネイビーブルー

6162 ブラック

6166 プラム

6171 ターコイズ

6178 ラズベリー

6164 ブラック

6176 バーガンディー

6179 ブラック

2159 ブラック（ショートレングス） ※1

2160 ブラック

2163 バーガンディー

2164 ネイビーブルー

2165 ハンターグリーン

2167 プラム

2178 カリビアンブルー

2161 ブラック

2175 ブラック

2176 ブラック

2182 ダークオリーブグリーン

※2

希望価格（税抜）¥21,000

マスタークラシック ⅡTM

希望価格（税抜）¥19,000

263361542160

希望価格（税抜）¥28,000

マスターカーディオロジー TM ライトウェイト Ⅱ S.E.クラシック Ⅱ （新生児用）クラシック Ⅱ （小児用）クラシック ⅢTM

希望価格（税抜）¥55,000
希望価格（税抜）¥38,500

希望価格（税抜）¥18,500

希望価格（税抜）¥15,000

希望価格（税抜）¥60,000

希望価格（税抜）¥60,000

希望価格（税抜）¥60,000

2155 2120 2453

カーディオロジー ⅣTM

Standard Standard Standard Standard Standard

5626

希望価格（税抜）¥18,500

希望価格（税抜）¥18,500

Rainbow Edition

Brass Edition

Brass Edition

Black Edition

Black Edition

Black Edition

希望価格（税抜）¥15,000

希望価格（税抜）¥1 5,000

希望価格（税抜）¥1 5,000

Smoke Edition
希望価格（税抜）¥21,000

全長／重さ
約 68cm/ 約 180g
約 55cm/ 約 163g  ※1
約 68cm/ 約 190g  ※2

2in1Tube 2in1Tube
全長／重さ
約 56cm/ 約 167g  ※3
約 69cm/ 約 177g  ※4  
約 69cm/ 約 180g

SingleTube

全長／重さ
約 69cm/ 約 150g

全長／重さ
約 71cm/ 約 104g

全長／重さ
約 71cm/ 約 96g

全長／重さ
約 71cm/ 約 119g

SingleTube SingleTube SingleTube SingleTube

価格はキャンペーン特別希望本体価格（税抜）です。　販売名：3M リットマン エレクトロニック ステソスコープ　管理医療機器　認証番号：223ADBZX00010000 ／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

チェストピース
表面仕上げ

チェストピース
表面仕上げ

チェストピース
表面仕上げ

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

Standard

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

Standard

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

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

バイノーラル
金属部表面仕上げ

バイノーラル
金属部表面仕上げ

バイノーラル
金属部表面仕上げ

Suspended Diaphragm Suspended Diaphragm Suspended Diaphragm Suspended Diaphragm Suspended Diaphragm

2in1Tube SingleTube

高感度
ツーインワン・チューブ
2 本のチューブを一体型にし、
優 れた音響特性を持ちます。

シングル・
チューブ
軽量で扱いやすい
シングルタイプ。

シーリング
イアーチップ
快 適 なフィット感と
遮 音 性 を提 供します。

サスペンデッド・ダイアフラム
押さえつける力の強弱で高周波音
と低周波音のモード切り替えがで
きます。

¥30,000
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

¥13,600
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

¥25,000
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

¥9,700
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

¥9,700
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

3200BU

３M TM リットマン TM ステソスコープ３M TM リットマン TM

Smoke Edition

希望価格（税抜）¥42,000

希望価格（税抜）¥42,000

エレクトロニック
ステソスコープ

キャンペーン期間中 キャンペーン期間中 キャンペーン期間中 キャンペーン期間中キャンペーン期間中 キャンペーン期間中
エディションモデルを含む全てのカラーが エディションモデルを含む全てのカラーが エディションモデルを含む全てのカラーが エディションモデルを含む全てのカラーが エディションモデルを含む全てのカラーが エディションモデルを含む全てのカラーが

キャンペーン期間中キャンペーン期間中

¥11,800
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

希望価格（税抜）¥1 0,800

●低 周 波 音 聴 診 時

優れた音響性能を持つ
３MTM  リットマン TM  聴診器の最上位器種

進化した医師向け聴診器の定番

Rainbow Edition
Rainbow Edition

Black Edition

Rainbow Edition

Rainbow Edition

希望価格（税抜）¥21,000

希望価格（税抜）¥42,000

Champagne Edition

Mirror Edition

Copper Edition

Smoke Edition

最大 24 倍の音響増幅機能

希望価格（税抜）¥42,000

Mirror Edition

希望価格（税抜）¥42,000

Champagne Edition

Champagne Edition

音響性能と操作性にこだわった
薄型シングルサイド聴診器

成人・小児 2つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した
クラシックラインの次世代モデル

小さな身体にフィットする
小児専用モデル

小さな身体にフィットする
新生児専用モデル

軽くて使いやすい
卵型の両面チェストピース

Suspended Diaphragm

6202 ネイビーブルー

High Polish Smoke
Edition

〈STEM〉
ブラック

6200 ブラック

希望価格（税抜）¥42,000

New

〈STEM〉
レッド

6201 ブラック ブルー

〈STEM〉
ブラック

ブラック

6203 ブラック バイオレット

〈STEM〉
銅色

バイオレット
グレー

〈STEM〉
ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

〈STEM〉
ブルー

6204 ブラック シャンパン

〈STEM〉
シャンパン

シャンパン

〈STEM〉
スモーク

〈STEM〉

〈STEM〉

スモーク

スモーク

〈STEM〉
ミラー

ミラー
〈STEM〉

真鍮色

〈STEM〉
ブラック

真鍮色ミラー

スモーク

New

New

希望価格（税抜）¥42,000

6206 ハンターグリーン

High Polish Champagne
Edition 〈STEM〉

オレンジ

New

希望価格（税抜）¥21,000

5874 カリビアンブルー
〈STEM〉

オレンジ

New
Black Edition

5872 ターコイズ

希望価格（税抜）¥21,000

New

〈STEM〉
ピンク

5873 グレー

5875 ライムグリーン ブルー

Smoke Edition

軽くあてるとダイアフラムは機能せず、
ベルタイプの働きをします。

●高 周 波 音 聴 診 時
強くあてるとダイアフラムがリングに
接触し、高周波音が聴診できます。

一 体 成 型 ダイアフラム
ダイアフラムとリムの 段 差
が少 ない“ 一 体 成 型ダイア
フラム”を採用し、お手入れ
も簡単に。

3200BK27 　ブラック

3200NB 　ネイビーブルー

3200BU 　バーガンディー

全長／重さ
約 69cm/ 約 180g（電池含む）

（単 3 アルカリ電池 1 本使用）

希望価格（税抜）¥65,000

¥ 49,800
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

Model 3200

録音機能と
Bluetooth® 通信機能を持つ

¥ 6,900
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

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

※4

※4

ステムのカラーに
新しいバリエーションが
加わりました。

チューブとチェストピースの
つなぎ目がステムです。

〈STEM〉
スモーク

スモーク

スモーク

〈STEM〉
スモーク

スモーク

スモーク

スモーク

スモーク

〈STEM〉

スモーク

スモーク

New

全長／重さ
約 68cm/ 約 150g
約 8 1 cm/ 約 170g  ※5
約 68cm/ 約 160g  ※6

〈STEM〉

★

☆

☆

★ 5626は在庫が無くなり次第販売終了となります。
☆ 5872と5875は4月8日発売予定です。 

〈STEM〉
真鍮色

〈STEM〉
真鍮色2157 　ラズベリー

2153 　カリビアンブルー

Mirror Edition

希望価格（税抜）¥38,500

6205 プラム
〈STEM〉

バイオレット

New
Rainbow Edition



３MTM

 

リットマンTM

 

ステソスコープ
クラシック Ⅱ（新生児用）

→¥15,0002157 ¥9,700

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。

ダイアフラムとリムの段差が少ない
“一体成型ダイアフラム＊” を採用し、
お手入れも簡単に。
＊一体成型ダイアフラムは、リットマンTM  ステソスコープ 

カーディオロジー ⅣTM  /クラシック ⅢTM に採用。
キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

３MTM

 

リットマンTM

 

ステソスコープ
クラシック ⅢTM

→¥21,0005872

→
→

¥18,5005633

¥18,500

¥11,800

¥11,800
¥11,8005839

→¥21,000 ¥11,8005874 →
→¥21,000 ¥11,8005875

キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

３MTM

 

リットマンTM

 

ステソスコープ
クラシック Ⅱ（小児用）

→¥15,0002155 ¥9,700
キャンペーン
特別希望本体価格（税抜）希望価格（税抜）

価格はキャンペーン特別希望本体価格（税抜）です。　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

New

New

New

Smoke
Edition

（スモーク加工）

5875
New

2155（小児用）

5839

5633

2157（新生児用）

Rainbow Edition
（レインボウ加工）

New Mirror Edition
（ミラー加工）

5874

Smoke Edition
（スモーク加工）

5872

New

私を元 気にするビタミンカラー
いつも使う聴 診 器 だからこそ、お気に入りの色を選 びたい。
クラシックシリーズには 、バリエーション豊 富 なチューブとチェストピースを
取り揃えています。

３M T M   リットマンT M   ステソスコ ープ

クラシック ⅢTM /クラシック Ⅱ



３M TM 

  リットマンTM

エレクトロニック ステソスコープ
3MTM

  Littmann®

   Electronic Stethoscope

先進的な技術が医療現場の日常の聴診器へ。
多くのプロフェッショナル の 皆 様にご 使 用 いただい て います 。

希望価格（税抜）¥65,000 
キャンペーン特別希望本体価格（税抜）

¥ 49,800

録音機能とBluetooth® 通信機能を持つ

Model 3200
3200BK27 ブラック

3200NB ネイビーブルー

3200BU バー ガンディー

聴 診 器 本 体 に聴 診 音 を、録 音できます。 
3MTM 

  Littmann®  StethAssistTM
   ソフトウェアを

使 用することでパソコン上で
録 音・保 存・再 生・データ解 析 ができます。

（ 診 断 目 的では 使 用できません）
ソフトウェアは 、弊 社ホームペ ージより
ダウンロードしてください。（ 無 料 ）

価格はキャンペーン特別希望本体価格（税抜）です。　販売名：３M リットマン エレクトロニック ステソスコープ　管理医療機器　認証番号：223ADBZX00010000

●  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、色 調が異なる場 合があります 。

取 扱 店

2019年2月発行

● ３M™ リットマン™ 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。  ● ３M™ リットマン™ 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、お買い上げ日より1年間は無 償で交換させていただきます。  ● ３M™ リットマン™ エレクトロニック 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、お買い上げ日より1年間無 償で修理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。

0570-011-321

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで

8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

Please Recycle. Printed in Japan. 
© 3M 2019. All Rights Reserved. 
HPM-200-W

医療用製品事業部
http://www.littmann.jp/
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