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宇宙科学と共に計算工学をリードする日本計算器ピジコン･シリーズ

･仰:･f･･t=,-,ひとすじの･.I ㊥日本計算器株式会社



僚界にさきがけて豊産経に成功した棚蕪皆野ココIG董
宇宙から卓上までオーJt,IC (集癖回路〉の超か型電子式卓上計算擁

"_蝉瞥f''iア

蕪二≡
1　完ぺきを機能･接辞の性能

DTL IC 〈集積回路〉 -duilin_line-と磁

気コアーの独創的なコンビネーションにより.
t

正確で信頼性の高い性能を発揮します｡

演算機能はグンと豊富や完全になりましたo

2　理想的なコンパクトサイズ

演算回路をオールI Cで開発しましたので､

きわめで軽い､小さな車上計算機です｡

どなたでも､どこへでも､計算したい場所へ

帝ち運びができます｡

3　計拝T等･[:T='TJとすしのI--･-

伝統と技術の結集

‡ヨ棚阜創業58周年の輝かしいバイオ

エヤの伝統と､計算機ひとすじにうちこんだ

技術の粋を結集して開発した王C計算機です｡

宇宙科学の技術をオフィスにもたらす　ピ労コ=l 182



豊富な機能　すぐれた性能

2つの16桁メモリ(記憶装置〉

独立した和と差の4個の専用キーは､操作が簡単で､事務計算から､
統計､技術計算まで演算機能も倍加して広範囲に応用できます｡

消えないメモI) (記憶装置〉

電源を切っても､ 2つのメモリの内容妊そのまま記憶されています｡

自動和差計算
∑キーの新採用で､凍､商､横などが､それぞれの結果と同時に累

計も求められます｡

一定数乗算

乗算キーで一定数を自動的に書己優します｡

∴　開平計算

√~専用キ-でシ73テルな√~~計算も帝時に求められますo

I,丸め計算

一つのスイッチで､切上げ､切捨て､四捨五入が自由に撰択できます｡

尭全自動クリヤ
乗除算の前残結果杜､自動クリヤされますから､連続して計算が出
来ます｡

負数表示計算
負数のまま計算でき､正負の結果通りに表示されます｡

自動小数点位取り
すべての演算の小数点は自動的に位取りされます｡

正数訂正

定数ミスはシフト･キーで音丁正できます｡

オーバ-フローの自動表示

演算結果がオーバーフローすると､ランプが点灯L､警告をしてく
れますo

三桁切り

つまみの換作で､三桁切りが簡単にセットできます｡

プラグイン･システム

プリントサーキットボードはカード取替え方式ですからメンテナン
スは簡単ですo

lヨ水芸ナ蝉岩



暮ヨ湖汁井草
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蟹繋3-A I82はオールDTL I C (集凍回路〉-

dLn目前ne--の採男で､性能も偉いやすさもダ

ンと向上しました｡ Ⅰ6桁･ 2つのメモリでは最高

の計算機ですo

仕　　様

表　　示　　　16桁

加減算　　16桁士16桁- 16tlli

乗　鼻　　擬乗数桁十乗数1軒-16桁

除　井　　被晩数14桁-i･除数14書経

開平簾

レジスター

メ　モ　リ

音萄-15桁一除数街

J　　　平.  14 ffここ7葡i

マイナス､オ-7{-7t7---轟示

16桁X 2;哲

16桁X2滑



¥ 298,000

小数点
加減策

乗除槻平算

符号表示

丸め1幾能

i轟算機能

桁指定自動小数点方式
浮動小数_夜方式

克金符号横井方式
負数は(-)符号と絶対値で表示

切上げ　切捨て　四捨五入＼

加減乗除　連発連除　練和棟差　商和商

蓋　う亀乗除の和泉　傭々の横と累積　個
々の商と異曲　板東(除)数卜又は乗(除)敬

の郵差と個々の博(帝)と横和ぐ帝和)　一

定数乗除　的乎　べきならびに混食屠ナ井

キー方式　　　　テンキー武

芸熊井速度　　　漸減井　0.02sec

乗除開平兼　貴大0.43sec

健用温定　　　　o 'C -･40℃

篭　;寮　　　AC90-110V　50-68･b

(内新替スイッチに上り80-128V)

瀦責電力　　　　40W

大　き　さ　　　　巾333X奥行333X高さ143%

鷺　　　さ　　　　7kg
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宙f)コールキーF :メモ.Jlの内容を表示部に呼LF戻します

国リコールキー2 :メモリ2の内容を表示部に呼び戻します

回シフトキ-:表示を1帝石へ軒)ます､音数訂正な
どに用います

回クJJヤキー:メモリを除き計算機の内容をすべてク
リヤします

国インジケータークリヤキー:表示をクリヤします

国メモリけリヤキー:メモ.Jlの内容をクリヤします

国メモリ2クリヤキー:メモリ2の内容をクリヤします

回加　算　キ　ー:表示数借を加えます

El渡　算　キ　ー:表示数低を引きます

宙乗　算　キ　ー:棟け貴を籍慈し､披乗数を一定数とし
て記憶します

El除　算　キ　ー:割り算を指定します

垣ルートキー:開平算を指定します

宮イコールキー:乗除開平算のとき結果を表示します

例題と操作のL.ナナ＼†.1:

加　減　算

]+5+9-75

8-2-3-3

12-15--3

T 24-569十467-22

1 +0.234+4.321 -5.555

23.369-4.72-4.562ニ= 1 4.087

10.432- 12.777--2.345

256_347 -2 1.4+3.65-238.597

乗　　算

12X3-38

1.23 ×4.56-5.6088

桓メモリIキー　　:表示数億をメモリ1に加えます

留メモリ2キー　　:表示数値をメモリ2に加えます

犠メモf) [キー　:表示数値をメモリ1から引きます

tメモリ2キー　　:表示数値をメモリ2から引きます

回シグマキー　　:個々の清算を完了しその落果を自
動的にメモlJ lに加えます

犠シグマキー　　:個々の演算を完了しその患異を自
動的にメモリ1から引きます

小数点ダイヤル:加減算のとき小数点の位置指定に使い

ます

ラウンドスイッチ:切上げ切捨て､四捨五入を含む計算に
使います

電源スイッチ:電源のON-OFFに使います

回-回　数字キー

ロ　　　小数点キー

練1作手横

国1回5回9瓦

回8回2日3日

回I2EH5日

回1 24匡如9 【∃舶7回

D3　回1回.234回4.321田

D3　回23.369回^.72日4.562日

D3　回10.432匹い2.777日

D3　回256_347回21.4E]3.65日

72匡】3回

I.23回人56回

.
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11日×3-3333

1117×5ごま5555

1111×7-7777

7.89×5.6-44.184

7.89×32-252.48

7.89×2.03-160は7

7.89Xl -7.89
~ 1　　　　　　　t

ご㌫

2X3×4-24

12.3×2×4.58-112.176

･ー叫　　′を　し　ソ

53=125

1.029= 7.19509256862102

yr I

125÷5-25

984.32÷45.ム3-21.571772956

10000÷20÷25-20

948÷ 275.32÷62.84-0.05487857る43

---t･L

125÷2-62.5

125÷5-25

125÷25二三5

4567÷36-126.861111日11

1 2.34÷38 -0.342777777777

7.898÷36-0.2193888888888

乃~≧ 1.732050

薄而-2.230694

?

6.5 '.t'0.48 -I I.07

9.625

-0.133-0.302321

(i)J捨5人計算

l +0.9999-2.000

3.3333 X 2 -轟.始7

l.9998÷2-トoo°

√す-2.449

(ii)切上計算

1 +0.9999-2.000

11tl'匡】3E]

5E]

7El

7.89回5.dl∃

32匡王

2.03 【ヨ

lE】

2回3 E]匡】4E]

1 2 3匡】2E]匡】4.56E]

5 【司E)E]

I.02回E]BE)回回甘巨】回E]

回E]E]

125E5宮

984.32 E]45.63 【ヨ

10000【∃20回田25回

9AdE]275.32E]E]62.84E]

厨125回E2E3

回E)5 E]

固E]25E]

国45息783島国日

1 2.34【∃匡ヨ【∃

7.898【∃匡]【∃

3【司E]

4.976田宮

Db 6.5匡卜48【ヨ回1.07回垣

9.625E]E]1 33E]

D3 F4匡ll E].9999回

3.3333回2日El

l.9998E]2回E]

dE]回回

D3 BS田†団.9999回
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3.3333×2 -6,6る7

ト9998÷2-I.000

JT-2.450
(iii)切捨計算

t +0.9999-1.999

3.3333 X2 -6.666

1.9998÷2=0,999

√訂-2,449

2十3十5-10

+)6+5-4- 7

17

9+3+6-柑

-)7-2十3-　8

10

1 +0.234芯1.234

十) 4+0.32l -4.321

5.555

4×5=20

十)3×6-18

38

4×6-24

-)2×5-10

TA

2.3×4.2l -　9.683

+) 5.7×6.32-36.024

45.707

8÷2=4

十)6÷3-2

6

10÷2-5

-) 9÷3-3

2

7.89÷1 ,2-8.575

+)8.125+2,5-3.250

9.825

2365.A
--- -6.732 -3.270561

49

3.3333回2転回

1.9998【ヨ2拐盛

る団回国

D3何回1回.9999田

3.3333回2担田

7.n98【ヨ2回回

る【司回Eg

国回2匡】3回5回回

田8回5回&【ヨ匪I

回

国回9尽3回6回回

回7回2E]3田奪

匡ヨ

D3配回l E].234母国

回4回.321回転

回

匡14回5回

3E]6回

回

国4回6回
2匡】5雷

同

D3国2.3回4.21匡】

5.7回6.32回

回

国8【ヨ2国
6回3回

国

母10E]2回

9【∃3t

田

D3田7.89田1.2を

8.125E]2.5国

田

D9匡】2365.4【∃49回6.13

回義軒店宮

す

す
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蔓り式を(2)式に変形して計算Lます

チーター7.8　8.2 8.5 7.9 7.5の場合

≡r

D3田町7.8商韓国8.2韓回国8_5回回国

7.9韓回国7.5匹‡回宙虹E]

5田回国E]5 【∃回回E]E]E]

回轟囲野田　｣1rノ
■ 1

･･･　　､ /

78+8.2+8.5十7.9+7.5
-0.34351 12

個数　　単価　　　金額

12　　X　35　-　　J20

45　　×　40　-　　7800

十LZま　X45-+迦

1 29(RZ)　　　　　5460(Rl)

5460.iL 129ここ42.32･-･････(平均単価)

田圃72国匡触回
45国回40回

72国包15回

酎田転回

下記条件による利息新残を計算する

決算日　　昭和43年3月13日

預入日　　昭和42年11月は日

日　数　　118日

E]歩6厘

基数　7tO8　嬢魚算出法相OOX驚xT.8-7･08)

く註)計算附利単位の決定-新差引残高一旧差引残高(但し1000円以上の数字)

基数･･--･･当落日より決算日までの柑00円当りの利息金額

現金入金の場合の利息計算

利息新残-720.17十(21 -6) ×7.08-226.37

D2国固7.08函120.17匹Ⅰ21回8日B]回回田

現金出金の場合の利息計算

義㌻十芸三十慧240.34　互

は5.38　も

預入金 差引残高

58′400

46,400　㌻

利息新捜-210.34+(46-58) xT.08-155.38

D2回240 34回JbE]58E]回国E]国

L･･-,一一ト　4　_ー　し.___■　　JJ



I.最高の性能と最低の傭格

tjロココ･シリーズく3つのポイント〉 2･計算式そのままの使いよさ
3.計鼻工学ひとすいこ50年　鼻かな経験と革新の技術
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日　本　計　算　器株　式　会　社

日本妻汁算器販売株式会社
東　京･大　　阪･末■　　都･名古屋

仙　台･広　　島･福　　岡･寺L　　枕

お茸求め蛙- 凍寮都千代田区神田美土代町　7　東　京( 03)292-1611 (代)

大阪積西区土佐堀通　り　3　-　40　*　阪(06)443-6951 (代)

大阪市北廷韓柑町皐番地(西阪神ビル410号)大　阪( 06 ) 341-1031 (代)

名古屋市中柑区広葬町3-88(太名古屋ビル)名古屋(052) 561-0108 (代)

仙台市売春′ト浄172 (日本オフィスビル)仙　台　紬222) 2514　0　6　3

広島市中町7番32号(日本生命ビル〉　広　島　紬8221 47-4650

福岡市天神1-14-16 (福岡不動産ビル)確　岡(092)妄言二……孟…

4アフターサービスは全閉各県の代理店をご利用いただけます｡


