
〔仕　様〕
●本体サイズ ： W55×D80×H42㎜
●本体重量 ： 約182g
●メーターサイズ ： φ52㎜
●測定可能腕周り ： 約220～320㎜
●測定範囲 ： 20～300㎜Hg
●測定誤差 ： ±3㎜Hg

一般医療機器

届出番号 ： 12B2X10011000019

販 売 名 ： アネロイド式血圧計耐衝撃型

●様々な環境下で安定した測定が可能です。
●コンパクトにすっきり収納でき、往診や訪問看護などにも便利です。
●専用ポーチ付

ブルー

ブラック

ＭＭＩ アネロイド血圧計（耐衝撃型）

注文コード ：　 651-002-10
651-002-20

カラー ：ブルー
ブラック

￥7,500
標準価格

￥6,000
期間限定標準価格

アネロイド血圧計（耐衝撃型）ラテックスフリー

アネロイド血圧計（耐衝撃型）

●オールラテックスフリーで使用者の負担を軽減。
●コンパクトにすっきり収納でき、往診や訪問看護などにも便利です。
●専用ポーチ付

一般医療機器

届出番号 ： 12B2X10011000054

販 売 名 ： カラーアネロイド式血圧計ラテックスフリー耐衝撃型

〔仕　様〕
●本体サイズ ： W55×D80×H42㎜
●本体重量 ： 約182g
●メーターサイズ ： φ52㎜
●測定可能腕周り ： 約220～320㎜
●測定範囲 ： 20～300㎜Hg
●測定誤差 ： ±3㎜Hg

ティール

マゼンタ￥8,700
標準価格

￥6,960
期間限定標準価格

ＭＭＩ アネロイド血圧計（耐衝撃型）
ラテックスフリー

注文コード ：　 651-002-30
651-002-40

カラー ：ティール
マゼンタ

キャンペーン
期 間 2019   3   1       7   20年 月 日 月 日

20th20th

ドクターパイール聴診器
　発売開始20周年記念
ドクターパイール聴診器
　発売開始20周年記念

期間限定

聴 診 器
血 圧 計

ドクターパイールベーシック聴診器

ドクターパイールマイスター聴診器

ハピネス
デジタル手動血圧計

ハピネス
デジタル手動血圧計

〔仕　様〕
●本体サイズ ： W64×D41×H185㎜　●重　量 ： 275g
●材　質 ： （上腕カフ）[カフ]ナイロン　[チューブ]ポリ塩化ビニル　[コネクタ]ポリプロピレン
　　　　　（送気球）シリコーン、ポリ塩化ビニル
●電　源 ： 単4形アルカリ乾電池2本（付属）
●測定方式 ： オシロメトリック法またはコロトコフ法
●測定範囲 ： （血圧）30～280㎜Hg（自動モード時）
　　　　　　（脈拍数）40～199拍／分（自動モード時）
●測定誤差 ： （血圧）±3㎜Hg以内（自動モード時）
　　　　　　（脈拍数）±5％以内（自動モード時）
●加圧方式 ： 手動加圧　●減圧方式 ： 自動減圧
●オートパワーオフ機能 ： 放置状態３分
●電撃保護 ： 内部電源機器　BF形装着部
●電磁両立性規格（EMC）： IEC 60601-1-2：2007に適合
●付属品 ： 携帯ストラップ

管理医療機器
認証番号 ： 230ADBZX00007000
販売名 ： MMI デジタル手動血圧計 ハピネス

●電源がONの間はバックライトが常に点灯します。
●暗い場所や深夜病棟で使用できます。

LEDバックライト内蔵

【自動モード】
●オシロメトリック法による測定ができます。
●最高血圧・最低血圧・脈拍数を同時に測定できます。
●前回測定値メモリー機能

【聴診モード】
●聴診器を用いたコロトコフ法による測定ができます｡
※自動測定はしません。
※脈拍は測定できません｡

選べる測定モード
●大きく見やすい液晶表示
　加圧中・測定中の圧力値は数字とバーで表示
●オートパワーオフ機能
●正常に測定できなかった場合に
　エラーが表示されます。
●LEDバックライト内蔵

便利機能

●加圧中や測定中に電源スイッチを押すと
　電源が切れ、自動的にカフが減圧されます。

安全機能
※カフの汚れ等は、70%アルコールを含ませた布で軽く拭きとって下さい。
　カフの汚れ等が酷い場合は、内部の空気袋を取外して手洗ができます。
　カフの端にある面ファスナーを外し、空気袋をチューブごと取り出して下さい。

※洗える扇型のカフ

ＭＭＩ デジタル手動血圧計 ハピネス

注文コード ：　 502-026-55

￥12,000
標準価格

￥9,600
期間限定標準価格

MBG01P1902.19000



ドクターパイールベーシック聴診器

〔仕　様〕
●全　長 ： 約780㎜
●ダイヤフラム部サイズ ： φ47㎜
●ベル部サイズ ： φ35㎜
●材　質 ： 
（チェストピース･耳管）ステンレス
（Yチューブ・ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ）ポリ塩化ビニル
（イヤーチップ）熱可塑性エラストマー
●重　量 ： 約158g
●付属品 ： ソフトイヤーチップ（小）1組、ハードイヤーチップ 1組

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
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。 患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません｡

ノンチル素材を使用

8色のカラーバリエーション

502-005-91

502-005-92

502-005-93

502-005-94

S601PF-GR

S601PF-BL

S601PF-DGN

S601PF-BUR

標準価格

グレー

ブラック

ダークグリーン

バーガンディ

S601PF-NB

S601PF-PU

S601PF-PPI

S601PF-PB

ネイビー

パープル

パールピンク

パールブルー

502-005-95

502-005-96

502-005-97

502-005-98

品　番 カラー注文コード 品　番 カラー注文コード

期間限定標準価格

￥6,000

￥9,800

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

〔仕　様〕
●全　長 ： 約780㎜
●ダイヤフラム部サイズ ： （MB）φ47㎜　（MD）φ38/47㎜
●ベル部サイズ ： （MB）φ35㎜
●材　質 ： （チェストピース）ステンレス鋼　（耳管）アルミニウム　（ダイヤフラム）ファイバーグラス　（Yチューブ・ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ）ポリ塩化ビニル
　　　　　（イヤーチップ）[標準]シリコーン　[交換用]シリコーン、ポリ塩化ビニル
●重　量 ： （MB）146g　（MD）165g
●付属品 ： ソフトイヤーチップ（小）1組、ハードイヤーチップ 1組

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000136
販　売　名：聴診器

CK-S601CPF
（MB）ベルタイプ

CK-S6016CPF
（MD）ダイヤフラムタイプ

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。 患者さんの肌に与える冷たさを感じさせません｡

ノンチル素材を使用

502-018-37 CK-S601CPF ブラック （MB）ベルタイプ

品　番 カラー 規　格注文コード

標準価格

期間限定標準価格

￥7,900

￥15,800

502-018-38 CK-S6016CPF ブラック （MD）ダイヤフラムタイプ

品　番 カラー 規　格注文コード

標準価格

期間限定標準価格

￥9,000

￥18,000

優れた音響効果

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。

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。

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）

〔仕　様〕
●全　長 ： 約700㎜　●ダイヤフラム部サイズ ： φ47㎜　●ベル部サイズ ： φ48㎜、φ38㎜ 
●材　質 ： （チェストピース･耳管）ステンレス　（ダイヤフラム）ファイバーグラス
　　　　　（Yチューブ・ダイヤフラム固定リング・ノンチルスリーブ）ポリ塩化ビニル
　　　　　（イヤーチップ）シリコーン
●重　量 ： 約230g
●付属品 ： 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

TWO-INチューブ

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｡ 〔仕　様〕

●全　長 ： 約650㎜　●ダイヤフラム部サイズ ： φ45㎜　●ベル部サイズ ： φ35㎜
●材　質 ： （チェストピース･ダイヤフラム固定リング）亜鉛合金
　　　　　（Wチューブ・ノンチルスリーブ・ダイヤフラム）ポリ塩化ビニル
　　　　　（イヤーチップ）TPR・ポリ塩化ビニル
●重　量 ： 約217g
●付属品 ： ダイヤフラムヘッド（小児用φ30㎜、ダイヤフラム : 普通タイプ）1個
　　　　　ベル型ヘッド ： 小児用φ28㎜･新生児用φ20㎜ 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

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｡

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）

一般医療機器
届出番号 ： 27B1X00024000136
販 売 名 ： 聴診器

一般医療機器
届出番号 ： 27B1X00024000136
販 売 名 ： 聴診器

ドクターパイール カーディオロジー聴診器

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。

良質な聴診

成人から新生児まで幅広い用途！

ドクターパイール プロフェッショナル聴診器

注文コード

030-005-55

品　番

CK-SS747PF

カラー

ブラック

標準価格

期間限定標準価格

￥16,000

￥32,000

注文コード

030-005-21

品　番

MMP-4000BL

カラー

ブラック

標準価格

期間限定標準価格

￥8,000

￥16,000
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