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ポータブル電子計算機
取扱説明書



お買上tj'いf=だきましたJCC-300′7cc-330 1cc-350は,オフイス用

電卓として考えられる,ほとんど全ての機能を網羅した,高性能なポー

タブル電子計算機です｡

一般事務用に,技術計算用に,この説明書をお吉売みのうえご愛用くださ

い｡

ソパックス

SOBAXとは
SOBAXはSOLID STATE ABACUSを語源として作られたソニー

電子式卓上計算機の商標です｡

電源について
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この計算機は日本国内用に作られておりますのて,雪IJ.S雪三:TJ異なる外

国ではお使いになれません｡



特長

小型,高性能,高信頼性　計算機の入口であるキ~部には･高級電動タイプライターのフィーリン
グを採り入れた新開発のキースイッチを採用｡

心臓部とも言える演算素子には,最新技術を駆使したMOS LSlを,ま

た表示部には見やすさをさらに追求した新開発の　山ニュー･プラニトロ

ン"を採用して小型･高性能化｡信頼性も一段と高まりました｡

理想的な小数点方式 わずらわしい小数点セットの問題は本磯が解決しました｡ 16桁3レジス

ターの十分な機能と合わせて,ほとんどすべての計算が気楽に,しかも

高精度に行なえます｡

○小数点位置は,計算の内容をすばやくキャッチして自動的に最適位置

にセットする上位桁優先と下位桁保護はもちろん,オーバーフローし

た数字を有効置数として計算に使うこともできます｡

OFIXモードの時,置数は常に指定位置を中心に行なわれるので,従来

の浮動指定小数点方式に比べて数字の飛び歩きがなく,たいへん見や

すくなっております｡

○小数点の位置指定は全桁自由にでき,完全なフローテイング･モード

にも指定でき,小数点指定の途中変更も任意に行なうことができます｡

計算式どおりの操作,不要なゼロの消去,自動クリヤー方式

ソバックス･シリーズに一貫する計算式どおりの計算方式,不要なゼロ

の消去,自動クリヤー方式-すべて従来のソバックスどおりですから,

誰にでも分りやすく易しく操作できます｡

見やすい"ニュープラニトロン''

好評のプラニトロン管が生まれ変りました｡より自然な字形を追求した

ニュータイプの16桁表示は,外書巧の反射光をほとんどシャットアウト

する最適角度にセットされ, 3桁毎の自動位取り表示をとりいれて,困

難な小型化を実現しました｡

豊富な演算機能 四則演算をはじめ,連乗除,四則混合計算,定数計算,四捨五入,切上

げ･･切捨て,積･商和差(以上は全機種),割増･割引･割合などの

計算(lCCl300, 1cc-330),のほか,各種値入計算,数量和と平均単

価計算やサム･オペランド,アイテム･カウンターにより種々の計算が

可能となりまLl= (JCC-330)o

また,開平計算がワンタッチでできるほか,インプットデータの累計と

その平方和が同時に求められる㊨キーにより,統計計算,技術計算は格

段に便利になりまLt= (JCCl350)o

高級タイプライターのフィーリングをもつキースイッチ

使用頻度の高い高級電動タイプの素晴しいキータッチをそのまま再現し

た,導電プラスチック接点の新開発キースイッチ｡高信頼性を背景にこ

ころよい使用感が味わえます｡
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各部の名称二

lCC-300

四捨五入ランプ

コンスタントランプ

コンスタントキー⑥

トータルランプ

トータルキー㊦

クリヤーオールキー㊤

電源スイッチO

Rキー直

メモリーアウトキー固

演算キー@亘㊥

切上げランプ

㊥丸めモードキー

指定小数点ランプ

㊥小数点指定キー

㊨パーセントキー

占基丸め桁指定スイッチ

凶メモリークリヤー
インプットキー

匡)E)演算キー

①キャンセルキー

@チェンジサインキー

E]小数点キー

⑨～⑨数字キー
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lCC-330

演算キー画Ej区)匡)香

Rキー､す

電源スイッチ巳

MTメモリーアウトキー圏

Mメモリーアウトキー固

数字キー@～⑨

コンスタントランプ

コンスタントキー⑪

アイテム･カウンターランプ

サム･オペランドランプ

Mメモリーモードキー㊥

トータルランプ

トータルキー(ラ
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①キャンセルキー

占壷丸め桁指定スイッチ

囲MTメモリークリヤー

インプットキー

圧〕Mメモリークリヤーキー

⑨Mメモリーインプットキー

囲チェンジサインキー

ロ小数点キー

取扱説明パネル

四捨五入ランプ

･切上げランプ

㊥丸めモードキー

l二弔l

㊨拡張パーセントキー

(白)

㊨パーセントキー

指定小数点ランプ

㊥小数点指定キー



JCC-350

コンスタントランプ

コンスタントキー⑪

トータルラン

トータルキー㊦

四捨五入ランプ

丸めモードキー㊥

切上げランプ

①キャンセルキー

占基丸め桁指定スイッチ

歴】MTメモリークリヤー

インプットキー

凪Mメモリークリヤーキー

⑨Mメモリーインプットキー

匡)ルートキー

画Ej演算キ-

笛チェンジサインキー

指定小数点ランプ

㊥小数点指定キー

⑥シグマキー
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各部の使いかた

電源スイッチロ

数字キー⑨～⑨

小数点キーロ

演算キー㊥E)@宮卑

チェンジサインキー園

クリヤーオールキー箇

キャンセルキー①

Rキー⑭

コンスタントキー⑪
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白点側を押すと電源が入Y)ます.全桁が点灯し,約1秒後, 1桁目に0

と小数点を表示し,他の桁とランプ頬は全て消えて,いつでも計算がで

きる状売買になY)ますo

任意のキーを,数字の上位桁から順に押してゆ(と,数字が順に表示さ

れます(これを置数といいます)0

㊤のあとに押すと小数点の指定になります｡

小数点を含む数を置数するときに押します｡

数式どおりに演算キーを押し,最後に香を押すと結果が得られます｡

演算キーを押し誤ったときは,続けて正しいキーを押して直すことがで

きます｡

表示されている数の符号(+, -)を反転するときに押します｡

置数の途中で押した場合には園は無視されますo

例　耳⑨園④⑨-@]④④回と同L:

メモリーに記憶されている数値およびモードの指定を除いて,すべてを

クリヤー(消去)します｡

次の3つの機能があります｡

エラーキャンセル:エラー状態(X)をクリヤーします｡

指定小数点モードのキャンセル:

指定小数点状態から㊥①と続けて押すと,浮動

小数点状態になります(モードの切替え)o

クリヤーエントリー:今表示されている数をクリヤーLます｡

リピートとリバースの2つの機能があります｡

リピート:演算キー(⑭E]⑭⑭旦)のすぐ後で⑧を押すと,演算キ
ーが押される前に表示していた数を呼び戻します｡呼び戻さ

れた数は,置数と同様に全ての演算に使えます｡

リバース:数字キー,宙,圏, ㊦(トータル結果の呼出L),あるいは

リピート機能として用いられている⑧,などの後で画を押

すと,演算数と被演算数が入れ替ります｡

Ei

⑰を押すとコンスタントランプが点灯L (⑪とあらわ君)･加減乗除算･
(良)

パーセント･拡張パーセントの定数計算が行なえます｡底)では乱@,
(赤)

㊨,の直前の演算数とその前の演算機能を記憶します｡
●

⑰をもう一度押すとランプが消え(⑰とあらわす),定数計算は行ない

ません｡



小数点指定キー㊥

丸めモードキー㊥

メモリークリヤーインプット

キー匪)

メモリーアウトキー囲

トータルキー(ラ

パーセントキー㊨

小数点を指定するために使いますo
:?:

例えば㊥⑨と続けて押すと,指定小数点ランプが点灯し(㊨), 5桁目

に小数点位置が指定されて,演算結果は小数点位置がこの桁(5桁目)

になります｡

小数点位置は任意の桁に選ぶことができます｡ ㊥は演算中どこで押して

も演算順序に影響を与えません｡

㊥を押すと,順次　四碍五入　一　切ヰげ　-　切捨て　の順で丸めモ

(冒)  (冒)  (6g;)

ードが切替わります｡
(白) (蘇)

丸めは指定小数点状態で亘,㊨,㊨,回を押したとき実行しますo浮動小

数点状態では,丸めは意味がないので行なわれません｡

丸めの桁を指定するスイッチですo　3.2.0の3つの位置があり,それぞ

れ3.2.0桁員に指定できます｡

丸め位置0桁日指定のとき,演算結果が全桁表示した場合の丸めは切捨

てとなります｡
■ ●

丸めを行なわないときには,前記の㊥を切捨てにL (㊨),このスイッ

チを0桁目にLます｡

表示されている数をメモリーに記憶します｡ただしトータルランプ点灯

時に番を押すとエラー状態()く)となります｡

なお,このキーは演算順序には影響を与えません｡

メモリーに記憶されている数を呼出すときに偵います｡

トータル計算中の途中読出しにも使います｡

十

㊦を押すとトータルランプが点灯L (㊦),メモリーがクリヤーされて

官, ㊨,で得られT=結果をメモリーに加算Lます｡

●

㊦をもう一度押すとランプが消え(㊦),メモリーに累計(トタル)

された結果が表示されます｡

㊨は画,乱回,宮,と組合せて,割増･割引･割合計算など4種

類のパーセント計算を行なうことができます.
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MTメモリークリヤーイン

プットキー薗

MTメモリーアウトキー匿)

Mメモリークリヤーキー②

Mメモリーインプットキー厘〕

Mメモリーアウトキー囲

トータルキー㊦

(良)

パーセントキー㊨

(秦)

拡張パーセントキー㊨

Mメモリーモードキー㊤
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表示されている数をMTメモリーに記憶Lますo

ただLトータルランプ点灯時に歯を押すとエラー状態(X)となり≡

す｡なおこのキーは演算順序には影響を与えません｡

MTメモリーに記憶されている数を呼出すときに使います｡

トータル計算中の途中読出しにもイ吏いますo

Mメモリーに記憶されている数をクリヤーするときにイ吏います｡

なお,このキーは演算中どこで押しても演算順序には影響を与えません=

表示されている数をMメモリーに加算Lますo Mメモリーに残っていた

前の数と,今Mメモリーに入った数の和が記憶されます｡

なお,このキーは演算中どこで押しても演算順序には影響を与えません=

Mメモリーに記憶されている数を呼出すときに使います｡

このキーは演算中どこで押しても置数と同じ働きをLます｡

*

㊦を押すとトータルランプが点灯し(㊦), M'メモリーがクリヤーさ

れて,乱嵐鼠で得られた結果がMTメモリーに加算されますo

●

㊦をもう-度押すとランプが消え(㊦),MTメモリーに累計(トータ

ル)された結果が表示されます｡

(白)

㊨は画, Ej,画, ⑭,と組合せて,割増･割引･割合計算など4種

類のパーセント計算を行なうことができます｡

(秦)

㊨は⑭,亘,㊨,亘,と組合せて, 4種類の拡張パーセント計算を

行なうことができます｡

㊤を押すと,順次

サム･オペランド-アイテム･71ウンター→ノーマル(モ-ドなし)

(:6)　　(遠‥)　(冠)

の順でMメモリーのモードが切替わります｡

サム･オペランド:被演算数を自動的にMメモリーに加算します｡

(SUM OPERAND)

ァィテム･カウンター:乱還,を押した回数(演算回数)を自動的

(lTEM COUNTER)　にカウントLます｡



MTメモリークリヤーイン

プットキー薗

MTメモリーアウトキー囲

Mメモリークリヤーキー②

Mメモリーインプットキー[画

Mメモリ-アウトキー画

トータルキー㊦

Jt,-[+-A

シグマキー毎)

表示されている数をMTメモリーに記憶します｡

ただしトータルランプ点灯時に歯を押すとエラー状態(冗)となりま

す.なおこのキーは演算順序には影響を与えません｡

MTメモリーに記憶されている数を呼出すときに使います｡

トータル計算中の途中読出しにも使います.

Mメモリーに記憶されている数をクリヤーするときに使います.

なお,このキーは演算中どこで押しても演算順序には影響を与えません｡

表示されている数をMメモリーに加算します｡ Mメモリーに残っていた

前の数と,今Mメモリーに入っ1=数の和が記憶されます.

なお,二のキーは演算中どこで押しても演算順序には影響を与えません｡

Mメモリーに記憶されている数を呼出すときに使います｡

二のキーは演算中どこで押しても置数と同じ働きを｣ます｡

:?:

㊦を押すとトータルランプが点灯し(㊦), MTメモリーがクリヤーされ

て,宮で得られた結果がM,メモリーに加算されます｡
●

⑦をもう一度押すとランプが消え(㊦),M'メモリーに累計(トータ

ル)された結果が表示されます｡

㊤を押すと,表示されている数の開平ができます｡

⑥キーを押すとそれまで表示されていた数の二乗された結果が表示され

ます｡同時に,表示されていた数をMメモリーに,二乗された結果を

MTメモリーに,それぞれ加算Lます｡
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電源

消費電力

大きさ

重さ

イ吏用温度

表示

置数

丸め

小数点

レジスター

演算素子

演算j幾能

イ寸属品
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AC っOO∨, 50/60Hz

7.5W

204(幅)×70(高さ)×213(奥行)mm

約1.6kg

OoC ～40oC

"ニュープラニトロン"による平面表示

数値16桁およびエラー表示,上位の0消去および浮動

マイナス表示, 3桁毎自動位取り表示付き

ランプ

ICC-300, lCC-350

トータル,コンスタント,四捨五入,切上げ,脂

定小数点

ICC-330

トータル,コンスタント,四捨五入,切上げ,脂

定小数点,サム･オペランド,アイテム･カウン

ター

16桁,ロールオーバー(連続打ち)可能,園による負

置数可能

切上げ,四捨五入,切捨て, (0,2,3桁で可能)

浮動小数点方式および指定小数点方式(0-15桁)

lCC-300

演算用3本,メモリー用1本

暮cc-330, JCC-350

演算用3本,メモリー用2本

MOS LSl, -イブリッドIC,トランジスタ,ダイオ

ード

1cc-300

四則演算,連乗除,累乗･逆数計算,定数計算,四

捨五入,切上げ,切捨て,積和差,商和差, %計算

(割増･割引も可能)など

ICC-330

ICC-300の弓幾能のほか,サム･オペランド,アイ

テム･カウンター,拡張パーセント計算

ICC-350

%計算を除くICC-300の機能のほか,開平,二乗

和計算

ダストカノヾ-

ポリッシングクロス

取扱説明パネル(lCC-330, lCCl350)

〇本機の規格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

が,ご了永ください｡


