
■ご注文期間：2021年6/30（水）～7/21（水）

商品名 価格(税込) サイズなど

№801
ナースウェア
（女性用上着）

¥8,000 SS/S/M/L/LL/EL　 　2着の購入を推奨

№802
ナースウェア
（女性用パンツ）

¥5,500 SS/S/M/L/LL/EL　 　2着の購入を推奨

№803
ユニフォーム
（男性用上着）

¥3,800 S/M/L/LL/BL　 　2着の購入を推奨

№804
ユニフォーム
（男性用パンツ）

¥4,750 S/M/L/LL/BL　 　2着の購入を推奨

№805
女性用靴
（ナースウォーカー509）

¥7,550 21.5/22.0/22.5/23.0/23.5/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/27.5/28.0

№806
男女用靴
（ワイズナース）

¥5,250 21.5/22.0/22.5/23.0/23.5/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/27.5/28.0

№807
男女用靴
（ナースエア）

¥4,250 21.5/22.0/22.5/23.0/23.5/24.0/24.5/25.0/25.5/26.0/26.5/27.0/27.5/28.0

№808
カーディガン ¥5,300 SS/S/M/L/LL/LLL

№809
773¥札名

№810
聴診器
「3M リットマン ステソス
コープ クラシックⅢ」

¥13,300

■商品は「3M リットマン ステソスコープ クラシックⅢ」です。
メーカーカタログでは18,500円もしくは21,000円(税抜)となっていますが、
共同購入特別価格、名入れ刻印料金無料になっています。

■刻印はアルファベット(大文字小文字区別可能)で8文字、
ひらがな・カタカナ・漢字は5文字までです。「　(スペース)」「.(ドット)」も使用可能です。

■コロナ禍の影響による製造状況により、カタログに記載されているカラーで現在取り
扱いが　　ない物があります。ご注文は下記記載の物になりますのでご了承ください。

＜スタンダードエディション＞
5620ブラック　5621グレー　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パールピング　5835ターコイズ　5839レモンライム

＜ブラックエディション＞　5803ブラック
＜カッパーエディション＞　5809チョコレート

看護学部　実習用品　購入のご案内

■ユニフォーム、ナースシューズの試着と注文
場所： 長久手キャンパス 学術文化交流センター 文化交流室 A

　期間：令和 3 年 6 月 30 日（水） および 7 月 1 日（木） の 10:00 ～16:00

■備考メモ欄（サイズ等の覚え書きにご利用ください）

■ご注文方法：愛知県公立大学生協WEBページより
お支払いはWEBご注文後コンビニ払いになります。

愛知県公立大学生協　看護学部店　052-736-2389

申込はWEBから 愛公大生協

https://member.univcoop-tokai.jp
/shop/?tcd=5109

お支払いはコンビニにてお支払い。
7/21までにお済ませください。
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3M TM   リットマンTM   ステソスコープには
天然ゴム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 TM   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、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。 

● 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、諸般の事情により販売中止に
なることがあります。 

● 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、実際
の製品と色が異なる場合があります。

● 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。

5620 ブラック

シルバー

黒色加工（ブラックエディション）

スモーク加工（スモークエディション）

レインボウ加工（レインボウエディション）

銅色加工（カッパーエディション）

5627 バーガンディー

5835 ターコイズ

5839 レモンライム

5803 ブラック

5809 チョコレート

5621 グレー

5623 カリビアンブルー

5630 セイルブルー

5633 パールピンク

製品番号 チューブ色 チェストピース表面加工

3M TM  リットマンTM  ステソスコープ クラシック ⅢTM 

チェストピース：成人・小児両用型チェストピース（ステンレス）
ダイアフラム ：サスペンデット・ダイアフラム

（直径：成人用 約 mm 小児用 約 mm）
チューブ      ：シングルチューブ バイノーラル
全長／重さ   ：約 cm 約 g

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：

3M、Classic Ⅲ、 Littmann、クラシック Ⅲ、リットマンは3M社の商標です。

感染管理製品事業部
http://www.littmann.jp/

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

受付時間／ ： ～ ：  月～金（土・日・祝・年末年始は除く）

0570- 011-3 21
市内通話料金でご利用いただけます。

2021年看護1年生：共同購入特別価格　13,300円（税込）
　名入れ入刻印無料

※通常組合員価格　18,315～20,790円
　（名入れ刻印料金：別途要)



看護実習購入
お申し込み方法

2 カテゴリから「看護学部教材」を選択1 「大学生協Webサービス」ページを開く。
スマートフォンからのご利用も可能です。 4

数量を選択し、
「お買い物かごへ」をクリック
ナースウェアなど2着購入の場合は、「2」を
選択してください。

3 購入する商品をクリック

5 6すべての商品をお買い物かごへ入れたら
「次にすすむ」をクリック

8

お支払い方法から「コンビニ払い」を選択、
お渡しは大学にて行いますが、システム上、
配送先を入力して頂くことになります。
ご自宅住所をご入力ください。

9 注文内容を確認→注文完了し、
注文完了メールを確認してください。 お支払い方法

https://member.univcoop-tokai.jp
/shop/?tcd=5109

コンビニ払い

※現段階では準備中のためこの画像はイメージです。変更される場合があります。

●注文が完了すると、右のようにコンビニ払
いに必要な番号と、コンビニでの端末操作
方法が表示されます。

●また、同様の内容が注文完了メールのリン
クからもご覧頂けます。

●決済番号の有効期限は1週間です。必ず6日
以内にお支払い手続きをお願いします。

入学時、資料請求・教材等注文のため
大学生協Webサービスに登録していれば、
ログインしてください。
登録していなければ、新規登録をお願いします。 県大

申込とお支払いを
7月21日までに完了してください

：守山キャンパス　小講義室1
期間：令和2年9月29日（火）10：00～14：00

商品のお渡しについて
場所 : 守山キャンパス　小講義室1
期間 : 10月5日（火）10︓00～14︓00
申込締め切りを過ぎた場合、この日時にお渡しができない場合がございます。

必ず期間内（7月21日まで）にお申し込み下さい。

7 聴診器に刻印する名入れ文字を、コメント欄に刻印内容を入力してください。
アルファベットは８文字以内、漢字・ひらがな・カタカナは5文字以内です。
アルファベットと漢字・ひらがな・カタカナを組み合わせることはできません。
「　(スペース)」「.(ドット)」も使用可能です。
※刻印が不要な方は、「刻印不要」とご入力ください。

ユニフォーム、ナースシューズの試着と注文
場所︓ 長久手キャンパス 学術文化交流センター 文化交流室 A
期間︓令和 3 年 6 月 30 日（水） および 7 月 1 日（木） の 10:00～16:00

愛公大生協
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