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CALCULATOR �%U2�ICOTVl 

速手鼻壬■付書1台i汁‡の名手 

手動式卓上計3(秩 

ピ芝i=lニー 

HL-21 
定価¥36.000 

多くのご愛用者と長い歴史を詩も計苦境のパイオニアo

手動式といっても､二九一台であらゆる計算をこなす万

能誰ですoいま､小･中学生の数学教材磯として新しく

押光を浴び､イギリス､アメリカ､オーストラリアなど

世界の学童の数学教育に貢献しています｡

●辞かなさ条件音と事蔓快なノ､ンドル国号転

4ABS系新鹿月岳製のカ′ヾ-

●ダスト･フ○-ルフの窓枠力′ヾ-

●X÷の自tわ切j典と方向表示

寸法354(W)XJ75(D)lJ.事35(H)　亜15･4Kg



BUSIC 簸ﾔTﾄT5E$��44�ﾄ5Tﾄ�D�"�

てのひらこんびわうたぁ
たばこサイズ.Bl宿をフルに伸えも実力派

モ棄艶大)

てのひらこんびわうたぁ
8栃がフルに使える実力派

l童≡j =l =l

ハンディLE一日DAS

定価　¥27.800

●電源のないところで使える乾電池式

+信頼性抜群のLSIワンチップマシン

●見やすい発光ダイオード表示

●フル1街漢書可能な3レジスタ方式

寸法68tW) ×126(D)×27(H)　妻t約2209(電池共)

2

Lt'=j =l =l
ハンディLE一日DB

近日発売
iケース付j

●とこでも使える乾電池方式

●信頼性抜群のLSlワンチノブマシン

●見やすい発光ダイオード表示

●フル桁涌井可能な3レジスタ方式.

寸法56(W)×81(D)X21(H)垂i約1009(電池共)



ELECTROMCCALCULATOR �%U4�4��

はんさむこんび払うたぁ
LS暮ワンチップマシン･ 12桁

ピ≡3=lニl
〒⊃｢んLE-1 20丁

重価　¥49,000

●斬新な円型デザイン､世界初のオー

ナメントタイプ計二算J機

+信頼性抜群のLSlワンチ>･プマシン

●発光ダイオ-ド表示システム

寸法93(直考量) VL63(H)董*約3OOgt電池共)

てのひちこんびわうたぁ

HH軒もラタラタこなす実力派

ど B'=l=l
ハンディLE-1 ⊂〕DA

真価　¥89.BOO
●いつ､どこでも使える乾電池式

●信頼1性:抜群のLSiワンチップマシン

●見やすい発光ダイオード表示

●フル桁溝井可能な3レジスタ方式

寸法66(W)×123fD)×23(H)書t約2009(電池共)
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てのひらこんびゅうたぁ
12稀がフルに使える実力派

ヒ≡芝i =lニl

ハンディLE-1 2ロS

定価　¥　64.800
+信特性抜群のLStワンチップマシン

●いつ､どこでも使える乾電池方式

4発光タイオード表示システム

寸法67(W)×124(D) ×24(H)重量2309(電池共)

4

ビジコン乾電池

てのひらこんびゅうたぁ用AM-3 1本730円

LE-120A ･ LE-120S ･ LE-lOOA ･ LE-BOAS I

LE-120T用



ELECTRONICCALCULATOR �%U4�4��

(業物大き

純金てのひちこんびわうたぁ
世界Jlj切､心ゆたかな】純金ケース､12桁

ピ≡j=l=l
‥ンデイLE112⊂)GB

定価　¥380,goo
●いつ､どこでも備える乾電池方式

●信頼性抜群のLSlワンチップマシン

●発光ダイオード表示システム

寸法64(W)x l23fD)九､22(H) 3lt約3I4g(!池共)

てのひらこんびゅうたぁ
72桁もラタラクこなす実力i棟

ヒ≡j=l=l
′ ヽンディLE-1 20A

二定価　¥89.800

●いつ､とこでも使える車乞電池方式

●信頼性抜群のLSIワンチ　ノブマシン

●発光タイオ-ド蓑示システム

寸′去64(W) yH23(D) ∫ 22(H)垂暮約300g(電池共)

打亨誹･子二号:;Ql_､･ミニ予-1軍

一二_ ｣L　旦二　二宝

4∴萱. 6 'iLa

選醤　こ云藩汝3　滴

玉東　｣と.: ⊥-　通宝

Y. EOJIAlA
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パーソナルこんびゅうたぁ
6桁･ 2ウェイt源方式

EEi=lニl
パーソナル60-DA

定価　　¥ 1 2.BOO

ACアタフタ一別遠販売　　MODEL‖)0適用

●6桁てIZ桁の昌十貴かてきるダブルレン

グス方式

●どこでも1更える　2ウェ　イ電源方式

●信頼･性j凌群のLSIワンチノブマ亡′ン

4指定自動小数点方式

電　　　腰　D() AM-3 . 4　6v

AC　90　1日】>　50ノ60日;I

(アダプタ-使用)

油井電力　I W

寸　　,去　IO5(W)｢･175(D) ,150(H)

輩　　暮　0.6k9

パーソナルこんびゅうたぁ

6栴1 2ウェイt滞方式

l蓋Eiコlニl

定価　¥17.800
ACアタブター別途版尭MOOELJOO適用

+ 6桁で12桁の菖†3(ができるタフルレン

グス方式

●どこでもイ垂える2ウェイ電源~方式

●見やすい発光タイオ-ト表示システム

●LSlワンチニJプマシン

●指定自動′jヽ敷点方式

電　　源　DC AM-3X4　6V

AC　90-110V　50,/60Hz

(アタブター使用)

消*電力　1VV

寸　　法　86(W)X152(D)X42(H)

垂　　JL　3109(電池井)



ELECTRONICDESKTOPCALCULATOR �%U4�8�ﾄ挽�

パーソナルこんびゅうたぁ

■■

1122334

4556677

88991⊃0

3レジスタ･定数♯能付

ピ5-=l=■

近日発売
●信頼性抜群のLSJワンチップマシン

+フル桁涌井可能な3レジスタ方式

●定数鳶十策はもちろん､ヘキ計耳も可能

なコンスタントスイ　ンチつき

48桁までの言十書が有効にできる､ユニ

ークなアンターフロー方式

電　　源　AC90-110V　50/60Hz

消*電力　2W

寸　　法169(W)×241(D)×68(H)

垂　　1　1.1k9
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専用チャージャー

CHG-30A定価　　¥5.600

CHG-40A定価　　¥ 1.500

60-DA･ 80-DC I 120-DC用

パッチJJ-カセットモデル30

安価　¥3,400
120-DC用

8

マイこんび払うたぁ
8桁･ 2ウェイ電源方式

EB=lニl
ユZZl豆ID∠7 80-DC

定価cHG---30A付¥40,100

cHG一一　40A付　¥36,000

+どこでも憶える2ウェイ電源~方式

●信根性抜群のLSlワンチノブマシン

●フル桁-;iC策が可能な3レジスタ方式

●定数喜十井はもちろんL　-ぺキ差す井も可能

なコンスタントスイ　ッチつき

電　　顔　AC90　JIOV　充電式電池内蔵

寸　　法　IO5(W)､ぺ175(0)*50くH)

董　　*　約I kg

千

専用ACアダプター
MODEL 一oo

定dEi¥ 1.500

● 60-DA用　MODELIOO/10

●60-DEl ･ 81-DA用　MODELIOO/20

家庭用電源で備える便利なACアダプター



ELECTRONiCDESKTOPCALCULATOR �%U4�4��

マイこんびわうたぁ
10桁･ 3レジスタ･定数7KI振付

EEi=lニl
コ:ZZせ'Dク1ロローDA

定価　¥29,800

8最先端をゆく宇宙電子手重術で開発L T=

ワンチ　ノブLSI(大規模先様回路)

●lO桁をフ}L,にイ吏える　3　レジスタ方式

8定数計井はもちろん､べキ計井も可能

なコンスタントスイ　ンチつき

Q　　#　AC90-110V　50/60Hz

消♯Q力　　2 W

寸　　　法　169(VV)X24I(D)､168(H)

董　　1　1.1kg

マイこんびわうたぁ
12桁･ニュータイプの1吃t池方式

E三遷=lニl
コmiiJg 12⊂コ-DC

麦価　¥39,BOO
( I.,'也別)

等弔チャージャー･/ヾッテリーカセント

はり遠販毒)により3ウェイ電源方式

となります
CHG-30A ･モテル30適用

●轟先端の宇宙屯子技術で開発L f=驚異

的なLSl(大規模兼手書固岸各)

●人間工学のi良束で実現しr=催いやすき

価先の実用書生義十

●スイッチ連tbのフードつき

t　　;原　　DC AM-　2 ,<　4　6V

Jt肖井-力　0　8W

寸　　　法　125(W),Y209(D)〃54(H)

垂　　　t I kg
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マイこんぴ払うたあ
12桁･ 3レジスタ･ lメモLJ ･尭Jklttkイ寸

l董三遷=l =l

=三m萱IiJク1 21 -臥

:定価　¥50.000

●フル横瀬井が可能fJL　3レジスタ方式+

l　メモリ

●信頼性抜群のLSl(大規横井ヰ暮桓l沌)

4オーノヾ-フロー時の直前の結果を保謙､

i十井L fJ.-おす必要があr)ません

●定数舌十atは定数キー不平の定数自Ibセ

ット方式.,

t　　　主席　AC90-　FiOV　50J60Hz

消十t力　3.5W

寸　　　法　f62(W)7<242(D)Y5郎H)

i lL I LhA

マイこんびゅうたぁ

8桁･3レジスタ･ 1メモリ･定赦♯批付

t童Ei =lニl

+フル桁溝★可能ーJtl'な計井能力をも

つ3レジスタ+1メモリ

●小数点の位aFを自動的に2桁に指定す

るアティンクモード付

●割稚､割引劉･井がワンク二ノチの%キ-

●加減井に便利なリピート穏能付

電　　源　DC AM-3×4　6V

AC　90-110V　50/`60H～

寸　　法105(W)×け5(D)X50(H)



ELECTRONfCDESKTOPPRINTtNGCALCULATOR �%VﾃRﾔ8�ﾄ挽�

JLTな折井l拒力3レジスタ　十1メモリ

用途の広いプリンター式
12席･ l　メモリ･ 3レジスタ

l童≡j =I =1

121-PL
近日発売
●小数点の位Zlを自動的に2桁に指定す

るアテインクモード付

●スピードタッチオペレーショ　ンもOKの

出力′ヾッファつき

+オールLSl(大規模集稚回路)イヒにJ:り､

1宮頼性も抜群

●定数箸十井はスイ　ノチ不要の便利な自tわ

ーヒット方式､ペキ毒十井も貯l単に自!晩飯王軍

電　　源　AC　90-11OV　50/60Hz

潤+電力　40W

寸　　法　274(W)×336(D)×124(H)

圭　　1　5.Ok9

印字速度　2　5行.抄

紙　寸　法　巾58rnm(2l'4)

半等董70mm( 23,4p )

インPlJボン　黒･禾2色

5レジスタ十1メモIJ I 141宥

E≡j=l=l
1 41-PF

定価　¥169,BOO

●ROM-LSIを使用L T=全く斬Lいコン

ピュータ指向召貧農十

●j頓スピードタッチオペレーションもOK

の､入力′ヾッ7アメモリつき

●独立したト一夕ノレ､サフ′ト一夕ノレレジ

スタ(合着十舘)つき

●5レジスタ　+ l　メモリのJETfJIレジス

タにJ:り,'*暮槻能を倍加

●1至利lJL'リピート機能

-　　　濃　AC90一一lH)V　50/60Hz

消*t力　帝大20W

寸　　　法　2IO(W)X335(D)×130(H)

t　　暮　58kg

印字速度　2.5行/抄

紙　寸　-;去　巾58rIlm(2l,4')

半径70mm( 2号ノ4')

インクリボン　,■･赤　　2色

I I
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12

5レジスタ　ゝ 1メモリ･ 14桁

フル装飾の′<ワフ}L･マシン

l童Ei =lニ1

141-PR
定価　¥ 129,600

●ROM-LSlをイ吏用した全く新しいコン

ピュータ手旨向i投壷汁

●超スピートタ　′チオペレ-ションもOK

の､入力/･ソファメモリつき

●独立しf:トータル､サフ~トータルレジ

スタ(含量十器)つき

+便利なリピート裁能

*iE毒扱ミスを防く-二重打ち摂方止横4q

●　キ一･ 〇モ'キーの採用

喝　　　三原　AC90-　日0V　50′60Hz

消十℃力　最大20W

寸　　法　2日)(W)<335(D)xI30(H)

輩　　｣■　5　8kg

印字速度　2　5行　抄

紙寸　法　巾58rnm(214)

単複70mm(2号4 )

インPIJボン　黒･赤　2色

尭隻装備のプリンタ携
14桁･2メモリ･5レジスタ方式

l童≡j =I =1

142-PG
定価　¥135.000

●走窪スピートタ　ノチオペレーションもO

Kの入カバソファメモリ付

●独立したトータル､サブトータルレシ

スタ(合喜十器)つき

●伝紫計算もチェックできるアイテムカ

ウンター1寸

●小数点の位置を2桁に指定する77ティ

ングモード付

●Ll1キー･琴キーの採用

電　　源　AC　90-110V　50′`60Hz

消す電力　20W

寸　　法　250(W)×380(D)×149(H)

重　　　i　6.8k9

インクリボン　果･赤　2色



ELECTRON暮CDESKTOPCALCULATOR �%U4�4��

ROW-LStのコンピュータ指向喜9'計

16桁･ 2メモリ･ 3レジスタ

ピ三芳=lニ1
1 62-DE

定価　¥108,000

●ROM-　LSlを採用し　たコンビュー-　タ-l旨

向岩畳毒す

+アンダ-フロー方式を採用

+定数喜十算はスイッチ不要の便利な自動

セット方式

●ラウンド桁-せレクタつき

●NIJ ･書くキーの採用によ　り､能率アップ

+%･画喜十単もr7ンタノチ

電　　　源　AC90--110>　50/60Hz

消♯電力　　g W

寸　　　法　238(W)､ノ298(D) √94(H)

輩　　　1　2　3kg

コンピュータの排習1牡としてもJI適

プJ)グラム装ltを内液
lj牧牛教育蚊1書毒草晶)

E≡j=lニ1
1 66-DA

PROGRAM

定価　¥320.000

●岳十井式を鳶己はーブコログラムストアーrI方式

●16桁･6メモリ､巾広い-]寅井横音色

●亜Tな96のプロFラムステップ

●集団教育にも最i面のプログラムチェック

●プログラムの巾を広げる2穣!頓のジャ

ンプl■鮮

電　　　源　AC90- l=)V　50′′60Hz

消Jtl電力　30W

寸　　　-法　333(W) X'333(D) /f43(H)

ま　　*　7kg

13



BUS暮C 簸ﾔTﾄT5E$��4DU4ｵD��4�ﾄ5Tﾄ�D�"�

コンピュータなみの裁1蛭､20桁1 7メモIJ

†■肢ステップのプログラム可1托

l蓋Ei∃=1

207
定価　Y647,000

20桁･T7メモlJ

*馳スチッ1のプログラム可tE

EEi=l=1
2017

定価　¥606.000

●無声艮ステップ.メモリI7(207はメモリ7)

●言十井の自1防処理

●表示はブラウン管

●簡単1J:プログラム作成

●書糸車空判断命命

屯　　　瀕　90-　日0V　50J/60Hz

A,'#1■-力　I 30VV

寸　　･;去　447(W) 11482(D) ヽ209(H)

I t lS叫

ELECTRONIC DESK TOP PRINTING CALCULATOR

14

プリンターつき

技術･科学刑･二■用204宥･ 7メモり

*取ステップのプログラム可tk

E三遷=lニ1

207-P
定価　¥796.000

201宥･ 17メモTJ

*限ステップのプログラム可能

ピ≡jコl=l
屈す7-P
定価　¥988.000

●無艮艮ステップb､メモリ17(207　Pはメモリ7)

●書十井の自tわ処‡至

●表示はブラウン管と印字

●l切斗なプログラム作成

+輪‡里判断命令

4印字は1洋明Tll高速ラインプリンタ

-　　　漉　き0-ltOV　50/60Hz

消■t力　川SW

寸　　法　吉十井横447(W)X482(D) 1n 209(H)

プリンタI96(W)X384(D) > I90(H)

t t　書十Jt境ISkg　プリンタ　9kg


