
ムラナカ聴診器カタログ
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TWO-INチューブ

ダイヤフラム（小児用・成人用） ダイヤフラム（成人用）･ベル（成人用）

ドクターパイールシリーズ
最上位機種

ドクターパイールカーディオロジー聴診器

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

約700㎜
φ48㎜、φ47㎜
φ35㎜ 
（ダイヤフラム）ファイバーグラス
（ダイヤフラム固定リング）スチレン系熱可塑性エラストマー
（ノンチルスリーブ・Yチューブ）ポリ塩化ビニル
約230g
ベル型ヘッドφ36㎜ 1個､テンショナー（ネームタグ）1個
ソフトイヤーチップ 黒（小） 1組､ハードイヤーチップ 1組
ダイヤフラム（小・大）各1個

全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

優れた音響効果
PFフローティング・ダイヤフラムの採用により､チェストピース
を肌にあてたまま､押さえつける力の強弱で高調音と低調音の
聴診が可能です。

TWO-INチューブ
ツインチューブ（独立した２本のチューブを一体成型）の採用で､
チューブの摩擦音が生じず、クリアな聴診ができます。

用途に応じて自由に組み合わせ
スリーインワン（成人用･小児用ダイヤフラムヘッドとベル型ヘッド）
の3通りに使用できます｡

030-005-59 CK-SS747PF ￥39,000

注文コード 標準価格品　　番 カラー

ブラック
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用途に応じて付属のパーツを交換
ダイヤフラム（小児用）･ベル（小児用）ダイヤフラム（成人用）･ベル（小児用）

ダイヤフラム（成人用･小児用） ダイヤフラム（小児用）･ベル（新生児用）

5色のカラーバリエーション

ドクターパイールプロフェッショナル聴診器

約650㎜
φ45㎜、φ32㎜
φ35㎜、φ29㎜、φ20㎜
（ダイヤフラム・ノンチルスリーブ・Wチューブ）ポリ塩化ビニル
（ダイヤフラム固定リング）亜鉛合金
約209g
ダイヤフラムヘッド（小児用、ダイヤフラム : 普通タイプ）1個
ベル型ヘッド ： 小児用・新生児用 各1個
ダイヤフラム : 成人用・小児用 薄いタイプ各1枚､
　　　　　　  ソフトイヤーチップ 黒（中） 1組、
　　　　　　  ソフトイヤーチップ 透明（中） 1組､
　　　　　　  ダイヤフラム交換金具

全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

良質な聴診
独立した2本のチューブにより外部の雑音をシャットアウトし、
より良質な聴診ができます。

成人から新生児まで幅広い用途！
2種類のダイヤフラムヘッド､3種類のベル型ヘッドにより成人か
ら新生児まで対応できます｡ 030-005-58 MMP-4000BL ￥20,000

注文コード 標準価格品　　番 カラー

030-005-70 MMP-4000HG ￥20,000

030-005-71 MMP-4000BG ￥20,000

030-005-72 MMP-4000NV ￥20,000

030-005-73 MMP-4000RBLU ￥20,000

ブラック

ハンターグリーン

バーガンディー

ネイビー

ブルー

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

2



オールブラックコーティング仕様

ドクターパイールマイスター聴診器

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

優れた音響効果
PFフローティング・ダイヤフラムの採用により､チェストピース
を肌にあてたまま､押さえつける力の強弱で高調音と低調音の
聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現
耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

ノンチルスリーブを採用
患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません｡
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全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

約780㎜
（MB）φ47㎜　（MD）φ38/47㎜
（MB）φ35㎜
（ダイヤフラム）ファイバーグラス
（ダイヤフラム固定リング）スチレン系熱可塑性エラストマー
（ノンチルスリーブ・Yチューブ）ポリ塩化ビニル
（MB）約145g　（MD）約155g
ソフトイヤーチップ（小）1組、ハードイヤーチップ 1組

502-018-37 CK-S601CPF ￥18,000

注文コード 標準価格品　　番 カラー 規　　格

（MB）ベルタイプ

502-018-38 CK-S6016CPF ￥23,000（MD）ダイヤフラムタイプ

ブラック

ブラック

CK-S601CPF
（MB）ベルタイプ

CK-S6016CPF
（MD）ダイヤフラムタイプ



スタンダード聴診器

ドクターパイールベーシック聴診器
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一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

優れた音響効果
PFフローティング・ダイヤフラムの採用により､チェストピース
を肌にあてたまま､押さえつける力の強弱で高調音と低調音の
聴診が可能です。

ソフトな装着性を実現
耳にやさしくフィットするソフトタイプのイヤーチップ。

ノンチルスリーブを採用
患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません｡

全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

約780㎜
φ47㎜
φ35㎜
（ダイヤフラム）ファイバーグラス
（ダイヤフラム固定リング）スチレン系熱可塑性エラストマー
（ノンチルスリーブ・Yチューブ）ポリ塩化ビニル
約160g
ソフトイヤーチップ（小）1組、ハードイヤーチップ 1組

502-005-91 S601PF-GR ￥12,000

注文コード 標準価格品　　番 カラー

502-005-92 S601PF-BL ￥12,000

502-005-93 S601PF-DGN ￥12,000

502-005-94 S601PF-BUR ￥12,000

502-005-95 S601PF-NB ￥12,000

502-005-96 S601PF-PU ￥12,000

502-005-97 S601PF-PPI ￥12,000

502-005-98 S601PF-PB ￥12,000

グレー

ブラック

ダークグリーン

バーガンディ

ネイビー

パープル

パールピンク

パールブルー

S601PF-PPI
パールピンク



記入例

ダイヤフラム部 ベル部

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

軽量かつ高感度を実現します

軽量型デュアルヘッド聴診器

MMI 聴診器用テンショナー（ネームタグ）

502-004-92 PS601239-BK ￥500

注文コード 標準価格品　　番 カラー

502-004-91 PS601239-GR ￥500

502-004-94 PS601239-BU ￥500

502-004-95 PS601239-PU ￥500

502-004-93 PS601239-PI ￥500

パープル

ピンク

ブラック

グレー

ブルー

全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

約780㎜
φ47㎜
φ35㎜
（ダイヤフラム）ファイバーグラス
（ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ・Yチューブ）ポリ塩化ビニル
約105g
テンショナー、ソフトイヤーチップ（小・大）各１組

ネームタグ兼用バイノーラル保護器具です
マジックなどで名前を明記することができると共にバイノーラルの内バネを保護します。
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502-004-48 MMI-A601DP-BK ￥5,500

注文コード 標準価格品　　番 カラー

502-004-49 MMI-A601DP-GR ￥5,500

502-006-20 MMI-A601DP-DB ￥5,500

502-006-21 MMI-A601DP-LB ￥5,500

502-006-22 MMI-A601DP-BP ￥5,500

ダークブルー

ライトブルー

ピンク

ブラック

グレー



ステンレス聴診器（小児用）

高感度のステンレス製聴診器

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

聴診器（新生児・未熟児用）

一般医療機器
届 出 番 号 ： 27B1X00024000136
一般的名称 ： 機械式聴診器
販　売　名 ： 聴診器

約770㎜
φ32㎜
φ22㎜
（ダイヤフラム）ファイバーグラス
（ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ・Yチューブ）ポリ塩化ビニル
（全体）約125g　（チェストピース）約43g
テンショナー（ネームタグ）、ソフトイヤーチップ グレー（小）1組、
ハードイヤーチップ グレー1組

全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

502-004-23 MMI-S607GR ￥6,800

注文コード 標準価格品　　番 カラー

グレー
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約740㎜
φ22㎜
φ20㎜
（ダイヤフラム・ノンチルスリーブ・Yチューブ）ポリ塩化ビニル
（ダイヤフラム固定リング）黄銅（真鍮）
（全体）約116g　（チェストピース重量）約33g
テンショナー（ネームタグ）、ソフトイヤーチップ グレー（小・大）各1組、
ハードイヤーチップ グレー1組

全　長 
ダイヤフラム部サイズ
ベル部サイズ
材　質

重　量
付属品

502-004-24 MMI-608GR ￥4,000

注文コード 標準価格品　　番 カラー

グレー
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502-004-70
（PS601231-1）

成人用 厚み：普通
030-005-24
（品番ナシ）
成人用 厚み：薄い
030-005-25
（品番ナシ）

小児用 厚み：普通
030-005-26
（品番ナシ）
小児用 厚み：薄い
030-005-27
（品番ナシ）

成人用
502-006-90
（P-231-4-GR）

成人用
502-018-40
（P-231-4-BK）

成人用
502-018-40
（P-231-4-BK）

小児用
502-018-41
（P-231-4/P）

小児用
502-018-41
（P-231-4/P）

502-004-43
（P-231-3）

502-004-96
（P-232-3）

ダイヤフラム
成人用

ダイヤフラム
小児/新生児用

商品名注文コード

030-005-59

030-005-58

030-005-70

030-005-71

030-005-72

030-005-73

502-018-38

502-018-37

502-005-91

502-005-92

502-005-93

502-005-94

502-005-95

502-005-96

502-005-97

502-005-98

502-004-48

502-004-49

502-006-20

502-006-21

502-006-22

502-004-23

502-004-24

品　番

CK-SS747PF

MMP-4000BL

MMP-4000HG

MMP-4000BG

MMP-4000NV

MMP-4000BLU

CK-S6016CPF

CK-S601CPF

S601PF-GR

S601PF-BL

S601PF-DGN

S601PF-BUR

S601PF-NB

S601PF-PU

S601PF-PPI

S601PF-PB

MMI-A601DP-BK

MMI-A601DP-GR

MMI-A601DP-DB

MMI-A601DP-LB

MMI-A601DP-BP

MMI-S607GR

MMI-608GR

ドクターパイールカーディオロジー聴診器

ドクターパイールプロフェッショナル聴診器,ブラック

ドクターパイールプロフェッショナル聴診器,ハンターグリーン

ドクターパイールプロフェッショナル聴診器,バーガンディー

ドクターパイールプロフェッショナル聴診器,ネイビー

ドクターパイールプロフェッショナル聴診器,ブルー

ドクターパイールマイスター聴診器 MD

ドクターパイールマイスター聴診器 MB

ドクターパイールベーシック聴診器,グレー

ドクターパイールベーシック聴診器,ブラック

ドクターパイールベーシック聴診器,ダークグリーン

ドクターパイールベーシック聴診器,バーガンディ

ドクターパイールベーシック聴診器,ネイビー

ドクターパイールベーシック聴診器,パープル

ドクターパイールベーシック聴診器,パールピンク

ドクターパイールベーシック聴診器,パールブルー

MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ブラック

MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,グレー

MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ダークブルー

MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ライトブルー

MMI 軽量型デュアルヘッド聴診器,ピンク

MMI ステンレス聴診器,グレー（小児用）

MMI 聴診器,グレー（新生児・未熟児用）

ー

ー

ー

ー

製品別パーツリスト
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注文コード
（品番）

502-004-71
（PS601235-0-GR）

502-004-55
（PS601212-GR）

502-018-44
（P-233-0）

502-018-45
（P-215N）

502-018-46
（P-214N）

502-018-47
（P-211-0-BK）

ー

ー

ー

ー

ー

030-005-42
（030-005-42）

030-005-52
（品番ナシ）

502-004-59
（PS601212-BK）

502-004-66
（P-211-0-GR）

502-004-66
（P-211-0-GR）

502-004-66
（P-211-0-GR）

黒
030-005-31
（品番ナシ）

黒
030-005-32
（品番ナシ）
透明

030-005-33
（品番ナシ）

成人用
502-006-89
（P-251-3-01）

502-004-81
（PS601233-1-GR）

502-004-61
（PS601213-GR）

502-004-55
（PS601212-GR）

502-004-59
（PS601212-BK）

小児用
502-018-43
（P-251-3/P）

小児用
502-018-43
（P-251-3/P）

成人用
502-018-42
（P-251-3-02）

成人用
502-018-42
（P-251-3-02）

502-004-39
（P-235-2）

502-004-40
（P-236-4）

502-004-44
（P-233-3）

502-004-61
（PS601213-GR）

502-004-61
（PS601213-GR）

502-004-55
（PS601212-GR）

502-004-55
（PS601212-GR）

502-004-66
（P-211-0-GR）

502-004-66
（P-211-0-GR）

502-004-97
（P-234-4）

ダイヤフラム固定リング
成人用

ダイヤフラム固定リング
小児/新生児用 ノンチルスリーブ ソフトイヤーチップ

大
ソフトイヤーチップ

中
ソフトイヤーチップ

小
ハードイヤーチップ

ー ー

ー

ー

ー

ー ー

ー

ー

ー502-004-81
（PS601233-1-GR）

502-004-61
（PS601213-GR）

ー

ー
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ダイヤフラム面 ベル面

聴診器パーツの名称

ノンチルスリーブ

ベル型ヘッド

ダイヤフラム型ヘッド

ダイヤフラム固定リング

ダイヤフラム固定リング

イヤーチップ

チェストピース

耳管

テンショナー
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