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単位換算機能付最高級関数計算機
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あらゆる計算機能を集約した小さな
自信を持っていえる一台です｡
世界に誇るキヤノンの精密技術が完成した超高性能の
計算機パームトロニクF一一70

やすべてに最高性能〟

を目標に､幅広い計算機能をもつよう設計しました｡
あらLq)る関数計算機能とともに‑凋受計算はもちろん､

完全算式どおりの操作性を活かすため､カッコ計算､

分数計算機能を開発｡加えて､ユニークな単位換算機
能をもち､豊富な計算内容を誇ります｡キーボード配
列､表示パネルやボディデザインなどに人間t学設計
に基づいた操作性を採桐｡キヤノンの技術のすべてを

結集した､最高の計算機能をもつ万能型計算機です｡
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高級機ト㌔ ̀̀世界最高の計算機'‡
+関数計算+単位換算機能‑万能計算機

出力数価の挑み方について

計算は尭奮算式どおり､キー
を押すだけで解答が求められ
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●単作換算機能

の計算が,計算手順どおt)I.:自動処世されますo
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例)再+5i) ×孟‑o･668

作性に優れたキーボ‑ドデザインとともに､良時

間の使用につかれません｡
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●演算内容
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1m滅乗除算､連乗除乱リピート加減算､カッコ計

算､分数計算及び各種混食算､
患さの単位系襖等フロック

●基本関数計算機能
三角関数､逆三角関数､対数関数､指数関数,ベ
キ関数､平方根､立方根､階乗.定数/T､ 60進…サ

り
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安定した性能で.擢外での倣糊にも見やすく
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小数点方式はフローテイング

および指数表示併用方

小数点は フローティング方式ですが､指数を用い
fJ表,小と併用です｡もちろ/tゼロサプレスで､オ

‑バーフロー時にはEマークで表示されますo

10進数粕カニ変換､直交軽標､梅座標変換
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行なってから三角計昇をしてくださいQ
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8桁の数値および符号､2桁の指数および符号の､
合計12桁の表示機能をもちます｡

幅広く使える3電源
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完壁な演算内容をもつ豊富な機能｡
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小数点方式

キ

ー: 10キー方式

表示機能

表

嚢全機能

仮数部8桁+仮数符号部1桁
計12桁

オ‑バーフロー及びエラ‑時の電f‑ロック,

電源自釣クリアー

演算容量:計算範囲±1.0000000×10欄‑士9.9999999×1099演算素子

有効精度

エラー表示,ゼロサプレス.フローティング/J指数

表示,マイナス表示

示: LED(発光ダイオード)

指数部2桁‑り旨数符号部1桁

フローティング及び指数表示併用方式

8桁

電

MOS LSl

源: 1.単3乾電池×4本, D.C.6V 0.9W

演算内容:加減乗除算,括弧計算,分数計算及び各種混合計算,

通常使用時間

関数計算(三角関数,逆三角関数,対数関数,指数
関数,平方根,在方根､多乗根.階乗.定数TT)

ージャーIlによる充電) D.C.6VIW

フル充電で連続約6時間使用可能

相互換算( km.,m.,cm.,mm.,mile.yd.,ft.,in.,ft,,/in. )

3.パームトロニクチャージャーによるAC確:鵜ミ

相互換算･(kg.,g,S‑ton,トton,oz.,】bJb/oz )

使用温度: 0℃‑40℃

相互換卦(liter,us‑gal.,imp‑gal.,cc. )

負

メ

関数計算平均約0.5秒

数:マイナスサイン付寅数表示

モリ

約18時間

2. NICdバッテリ‑パック(パームトロこクチャ

変換(梅雄蝶変換,直交座標変換), 60進一10進変換,

演算速度:加減乗除0.1秒以札

アルカリ電池

高性能マンガン電池約10時間

外形寸法二奥輿75mmX縮86mmX高さ48mm
重

量: 37Og

ー: 9本卜時記憶用1本,累稗鞘1本,内部自助処
理用7本)

T･;i;ろくイI様の変魁をh:,ことかあります(
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