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ビジネス用からご家雇用まで
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雷潜寿命の長8

JE･8358

標準価格重野5◎◎円
カードタイプ

独立メモリー･√~･%･+Lキー付

自動節電機能内蔵

厚さ3.4×幅53×奥行85(mm)

重さ:約279

手帳型ケース付

+　*+(

JE･8357

標準価格4,5◎◎円
カードタイプ

独立メモリー･√~･%キー付

自動節電機能内蔵

厚さ4.1 ×幅58×奥行98(mm)

重さ:約359

手帳型ケース付

慧匹EEヨ

JE -8357R

標準価格4夢5◎◎円
カードタイプ

独立メモリー･√~･%キー付

自動節電機能内蔵

厚さ4.1×幅58×奥行98(mm)

重さ:約359

手帳型ケース付

旺=r｢

JE -8357W

標準価格4ヲ500円
カードタイプ

独立メモリー･√~･%キー付

自動節電機能内蔵

厚さ4.1×幅58×奥行98(mm)

重さ:約359

手帳型ケース付

岳iiE岳

JE ･8360

標準価格乳98◎円
独立メモリー･√~･%キー付

自動節電機能内蔵(ストレ-ジメモリー)

電源　キー方式

厚さ22×幅69×奥行114(mm)

重さ:約1109

単3ネオハイトノブ

2コで約12.000時間

JE-8366

手帳タイプ

独立メモリー･√~~･%十｣キー付

自動節電機能内蔵(ストレージメモリー)

厚さ6.1×幅67×奥行113.5(mm)

重さ:約549

手帳型ケース付

JE ･8366R

手帳タイプ

独立メモリー･√~･%･十｣キー付

自動節電機能内蔵(ストレージメモリー)

厚さ6.1×幅67×奥行113.5(mm)

重さ:約549

手帳型ケース付

JE ･8366W
手帳タイプ

独立メモリー.√~~･%･+Lキー付

自動節電機能内蔵(ストレージメモリー)

厚さ6.1×幅67×奥行113.5(mm)

重さ:約549

手帳型ケース付
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腰 劔JE-8000 標準価格3,800円 %キー付 厚さ22.5×幅67×奥行103(mm) 重さ:約1309 ソフトケ-ス付 JE-8005 標準価格重野認◎◎円 別売ACアダプタJL-045 トータルメモリー √∴%キー付.AC/DC2電源方式 
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厚さ22×幅70×奥行118(m) 重さ:約1359 

ソフトケース付 
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-ハー■､ � 儕P｢二一 JE-8220 標準価格磯野5◎◎円 別売ACアダプタJト045 独立メモリ-.～/.0/0.7T. +｣キー付 AC/DC2電源方式 厚さ22×幅70×奥行118(mm) 重さ:約1359 ソフトケース付 PE]=｢ JE-8222 標準価格重野5⑳◎円 別売ACアダプタJL-045 独立メモリー.V/.%キー付 薄型(17m) AC/DC2電源方式 厚さ17×幅65×奥行120(mm) 重さ:約1059 ソフトケース付 現LE!匝蛮] JE-1203 標準価格重野98◎円 別売ACアダプタJL-045 独立メモリ-.J.%キー付 薄型(17m) AC/DC2電源方式 厚さ17×幅65×奥行120(mm) 重さ:約1059 ソフトケース付 PEg.J 
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買方+洋≒ 劔JE-8208 標準価格6,500円 別売ACアダプタJL-045 独立メモリー.%キー付 
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･-..+ 啗GC｢�剋l捨五入指定.小数点指定スイッチ付 AC/DC2電源方式 高さ32×幅100×奥行161(mm) 重さ:約2159 ETP.l JE-1208 iZEi÷ 
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-嶺観払､恥､ 劔四捨五入指定りJ＼数点指定スイッチ付 

i,;<責:;- ��僊C/DC2電源方式 高さ32×幅100×奥行161(m) 重さ:約2259 四日匝蛮∃ JE-1308 

ケ ～<､:1`-' �｢�6����*ﾒ�V�耳蒔Hﾖ�B�+�｣ｸ耳���ｳﾈ蔗sｨ耳ﾌｲ簫ﾒﾚCﾂ�剳W準価格冒国5◎◎円 液晶表示.独立メモリー.%キー付 四捨五入指定りJ＼数点指定スイッチ付 高さ32×幅100×奥行161(mm) 重さ:約2109 JE-2208 標準価格7ヲ800円 別売ACアダプタJL-045 独立メモリー.%キー付 
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滞脚数電卓

JE-8432

標準価格6,500円
8ケタ/5ケタ+2ケタ(指数)の

自動切替方式

完全算式･自動節電機能内蔵

23関数機能

厚さ10.5×幅70×奥行133(mm)

重さ:約77g

手帳型ケース付

JE-8433

標準価格7国語◎◎円
8ケタ/5ケタ+2ケタ(指数)の

自動切替方式

座標変換･統計計算など43関数機能

自動節電機能内蔵

厚さ7.5×幅61 ×奥行106(mm)

重さ:約509

手帳型ケース付

JE-1 432

標準価格7,800円

10ケタ/8ケタ+2ケタ(指数)の

自動切替方式

統計計算.座標変換.順列･

組合せなど60関数機能

厚さ10.5×幅70×奥行133(m)

重さ:約779

手帳型ケース付

B

S･-･fFt'-i一約---'･-. -デスクタイプ

JE-1 604

標準価格9男爵◎◎円

別売ACアダプタJL-045

独立メモリ一･%･CNT･

』%･GPMキー付

四捨五入指定.小数点指定スイッチ付

AC/DC2電源方式

高さ55×幅156×奥行185.5(mm)

重さ:約5509

単1ネオハイトソブ

2コで約38時間

JE- 2604

標準価格朋,8◎◎円
別売ACアダプタ｣ト045

独立メモリー･V/ ･%･RCキー付

四捨五入指定･小数点指定スイッチ付

AC/DC 2電源方式

高さ55×幅156×奥行185.5(mm)

重さ:約5609

単Tネオハイトップ

2コで約33時間

･此できるプリンタ電串

JE-1 803

標準価格1 6,800円

手に持づて使える充電式ミニプリンタ

独立メモリ一･%キー付

充電用ACアダプタ付

高さ43.5×幅90.5×奥行219(mm)

重さ:約4859

補充用記緑紙JL-074(5個人)

標準価格300円

補充用インクロールJL-075

標準価格600円

尭電電池(内蔵)
印字表示両用で
約3,000行(約1巻)

JE-2820

標準価格29野8◎◎円

記鋸と表示が同時にできる

ミニデスクプリンタ

AC専用

高さ58×幅1 82×奥行289 (mm)

重さ:約10009

補充用記銀紙JL-071

標準価格250円
補充用インクロールJL-073

標準価格600円

¶
JE- 2804

標準価格39,800円

記銀と表示が同時にできる

プリンタ電卓

85×幅246×

重さ:約24009

補充用記韓紙JL-071

標準価格　250円

補充用インクリボンJL-072

標準価格330円

……≡.…嚢…､ぎ 

記録紙JL･071 (幅58mm)記録紙JL-074(幅38mm)

標準価格望5⑬円　　　　　　標準価格3∞円(5個人)

適用機種JEl840.866,1201,1203.適用機種JE-1275,180l.2701,適用機種JE-1803

1208,1401 ,1403,1600.1601 ,1604,　　　　　　2801 ,2804, 2820.

2208.2600 ,2604 ,5000.5001 ,8003 ,

8004 ,8005 , 8202. 8203. 8204. 8207,

820日.8220,8222.840l ,8402.8422,

850l ,8600.8800.880l ,8802

JL-025Ft

標準価格2,0(XR

適用機種JE-1010.2100.2200.6W

808,81 5, 830. 835. 836, 850 ,85OS.

855,860,870.881.883,885

亡妻j- "_妻.二_…=~

標準価格600円

適用機種｣ト1801, 2820

インクロールJL-075

標準価格600『

適用機種JE-1803

インクリボンJL072

標準価格330円

適用棟種J〔-1275, 2701, 2801,

2804
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ナショナル電子ソロバンは､すべてこのBMマークによって品質とサービスを保証されています｡

お気軽にf5rxlm勤¶膿-Aヘどうぞ詳言㌶詣三票警悪霊至芸こき数の鮎をご自由に乱ていただけます○ 

】耗合ショウルームl梅田阪神〒530大阪布北区梅田1TEn3の13(阪神百才店6F)TEL(06)345-4161lその他の撹合ショウルームl新潟TEL(0252)4ト7133山陰TEL(0852)26T212ーLLl形TEL(0236)24-2100 

t音fショウル-ムテクニクスギンザ〒104中央区銀郎TEl8の20(銀座コア7F)TEL(03)572-3871仙台TEL(0222)65-1111静岡TEL(0542)47-5121甲国TEL(0878)5l-3333熊本TEL(0963)54-2841 

卜住まいと的理のショウル-ムlクックギンザ〒104中央区銀座5TEl8の20(襲座コア8F)TEL(03)572-3855横浜TEL(045)64ト2031神戸TEL(078)391-4110福岡TEL(092)473-7891 

このカタログ内容についてのお問い合わせは､下記の販売店にご相談くださいo 劔T�ｩ<X･��+�,ﾉ|ﾘ5�8ﾘ4�,ﾈｴﾈﾝｩ>�vX,ﾒ�諸��SYD���ﾈ靈ｸﾝﾘ,ﾈ.�,ﾈ,X+v�x��H*ｵﾒ�
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※写真および印刷の仕上がり上､現品と色彩が若干異なりますのでご了承ください｡


