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スティック型電子計算機
S t i ck Ty p e  E l e c t r o n i c  Ca l c u l a t o r



この警告に反した取り扱いをすると、人が死亡ま
たは重傷を負う可能性があることを示します。

この注意に反した取扱をすると、人が障害または
物的障害を負う可能性があることを示します。

□ 電池について
使い方を間違えると液漏れによるけが、周囲の汚染、破壊に
よる火災・けがの原因になります。以下のことは必ずお守りく
ださい。 
■ 加熱したり火中に投入しないでください。
■ 分解、改造をしないでください。
■ ショートをさせないでください。
■ 充電をしないでください。
■ 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れてください。 
□ ボタン型電池について
■ ボタン型電池は、特に幼児の手の届かないところに置い
てください。
■ 万一、幼児が飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談
してください。

□ 電池について
使い方を間違えると液漏れによるけが、周囲の汚染、破壊による
火災・けがの原因になります。以下のことは必ずお守りください。 
■ 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。 
□ 表示画面について
■ 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでく
ださい。液晶表示画面のガラスが壊れてけがの原因となる
場合があります。
■ 液晶画面が壊れた場合、表示画面内部の液体には触れない
でください。皮膚の炎症の原因となる場合があります。
■ 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相
談してください。
■ 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低
15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。
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＊ご使用の前に必ず製品裏面の
保護シートを抜いてからお使いください

液晶表示画面

タイマーキー

数字キー

00キー

ストラップホール

イコールキー

税率キー
税込みキー
税抜きキー

電源オンキー
クリアー・置換訂正キー

通貨キー
ローカルキー
レートキー

四則計算キー

小数点キー



通貨・ローカル・レートキー
レートを設定し、通貨計算ができます。

タイマーキー
時計やタイマーを使用するときに押します。

本電子計算機は、電卓モード、時計モード、タイマーモードの3つのモードを搭載しております。
　・電卓モード 通常の計算を行うためのモードです
　・時計モード 現在時刻を表示するためのモードです
　・タイマーモード カウントダウンタイマーの機能です。あらかじめ設定した時間が過ぎる
 とブザー音でお知らせします。
それぞれのモードはタイマーキーを押すことで切り替えることが出来ます。







� レートを設定してください。（1$=120円の場合）

� レートの呼び出し

� レート換算の方法

設定完了

レートの呼び出し

例）5（ドル）を入力する。
　 CURRENCYボタンを押す。600（円）が表示される。
　 再度1000（円）を入力する。
　 LOCALボタンを押す。1000（円）をドルに換算した
　 8.3333が表示される。

■通貨計算（通貨計算を行う前に必ずレートの設定を行ってください。） のキーを下記のような操作で行って下さい。





現在時刻の表示

■時刻の設定
�タイマーキー　　　 を押して時計モードにします。

�時計モードにしたら税率キー　　　 を押します。
�液晶表示画面に00-00-00（時・分・秒）が点滅す
　るので数字キーを使って現在時刻を入力します。
�イコールキー　 を押して決定します。

※入力した数字を間違えた場合、　　　 を押して
　始めから数字を入力してください。
※10秒以上キー入力が無い場合は電卓モードに
　戻ります。

カウントダウンタイマー

■タイマーの設定
�タイマーキー　　　  を押してタイマーモードにします。
�タイマーモードにしたら税率キー　　　 を押します。
�液晶表示画面に000-00（分・秒）が点滅するの
　で数字キーを使って時間を入力します。
※2回目以降は前回の時間が点滅します。
※入力上限：199分59秒　下限10秒

　一旦、タイマー時間設定後、再度タイマー使用の
　際は、税率キー　　　で再度時間を設定するか、
　イコールキー　を押して前回設定した時間を確定
　させてからタイマーキー　　　 で再開してください。

�イコールキー　 を押して決定します。

�タイマーキー　　　 を押してタイマーをスタート
　させます。
�カウントが0になるとブザーが鳴ります。（10秒間）
　ブザーを途中で止めるには電源オンキー　　　 を押します。
2回目以降



タイマーのいろいろな操作方法

■タイマーの一時停止

■タイマーの解除

�タイマー作動中、タイマーキーを　　　 押すと
　一時停止します。

�再びタイマーキー　　　 を押すと、タイマーが
　再開します。

タイマーの一時停止中にタイマーキー　　    を
2秒以上押すとタイマーは解除されます。

■タイマー作動中に計算機機能を使う
�タイマー作動中にタイマーキー　　　 を2秒以上
　押すと電卓モードへ移ります。
※電卓モードへ移ってもタイマーは解除しない限り、
　作動したままです。

※ブザーを止めるだけで、計算式はクリアされません。

�カウントが0になるとブザーが鳴ります。（10秒間）
　ブザーを途中で止めるには電源オンキー
　を押します。



* 液晶表示内容がおかしい場合、製品裏面のリセットボタンを針金等で押してください



最初の電池は、工場出荷時
に組み込まれていますので、
所定の使用時間（約 6ヶ月）
に満たないうちに寿命が切れ
ることがあります。

�リセットボタンを針金等で押してください



レート計算

モード 電卓／時計／カウントダウンタイマー

約 6分

約 6ヶ月

最大表示桁数 ： 10桁

304

LC-304型番
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Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European 
countries with separate collection systems)
 
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.Instead it 
shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this 
products is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to 
conserve natural resources.For more detailed information about recycling of this product, please contact REALFLEET, your 
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



* Remove the protection sheet attached to 
   the product surface before use.

liquid crystal display screen

timer key

number key

00 key

equal key

tax rates key
with tax key
without tax key

ON/OFF key
ON key

clear key/clear entry key

currencykey
local key
rate key

multiplication key

point number key

strap hole



Currency, local, and rate key
The calculation for currency conversion is available by 
setting up the exchange rate.

Timer key
Press this key to use the clock or timer.

The electronic calculator is equipped with 3 modes; calculator mode, clock mode, and 
timer mode.
 
 Calculator mode: Normal mode for calculations.
 Clock mode: Mode for displaying the current time.
 Timer mode: Count down timer function. A buzzer sounds at the time set beforehand.
 
Modes can be switched by pressing the timer key.















How to display current time

To set the time
[1] Press the timer key             to switch to clock mode.

[2] When switched to clock mode, 
     press the tax rate key            .

[3] 00-00-00 (hour, minute, second) blinks on the 
     liquid crystal display screen. Enter the current time 
     with the number keys.

[4] Press the equal key       to decide.

Count down timer

To set the timer
[1] Press the timer key             to switch to timer mode.
[2] When switched to timer mode, 
     press the tax rate key             .
[3] 000-00 (minute, second) blinks on the liquid crystal 
      display screen. Enter the time with the number keys.

[4] Press the equal key      to decide.
[5] Press the timer key           to start the timer.

[6] A buzzer sounds when the timer counts down 
     to 0 (For 10 seconds). 
     Press the [ON/CE.C] key            to stop the buzzer.

* In case you enter a wrong number, press the   
   [ON/CE.C] key               and start from the beginning.
* It automatically returns to calculator mode when
   there is no key operation for more than 10 seconds.

* The previous time will blink on and after the second 
operation.

* Maximum time: 199 minutes 59 seconds, Minimum 
time: 10 seconds

On and after the second operation
  Once the timer is set, reset the time with the tax rate key            , 
  or otherwise press the equal key      to finalize the previous 

time before pressing the timer key            .



Timer operation methods

To pause the timer

To finish the timer

[1] While the timer is operating, 
     press the timer key           to pause.

[2] Press the timer key           again to restart the 
     timer.

Pause the timer, and press the timer key          for 
more than 2 seconds to finish the timer.

To use calculator functions during timer operation
[1] While the timer is operating, 
    press the timer key           for more than 2 seconds 
    to switch to calculator mode.

* Unless the timer is finished, timer operation 
   continues even when switched to calculator mode.

* This will only stop the buzzer; the calculating 
   formula will not be cleared.

[2] A buzzer sounds when the timer counts down 
    to 0 (For 10 seconds). 
   Press the [ON/CE.C] key             to stop the buzzer.



[6] Press the reset button with a piece of wire etc.





About six months

About six minutes

Modes Calculator / Clock / Count down timer

Maximum number of digits displayed: 10 digits

* You may push the "Reset" button on the back side of the product when the display is not properly operated.
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� 保証書の内容のご確認と保存のお願い
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

 

� 保証期間は、お買い上げ日より1 年間
 

� 「　　　　　　　 ｣ カスタマー登録のお勧め
「　　　　　｣ を愛着を持って末永くお使いいただくために、「　　　　　｣ カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙
の通りです。
商品お買い上げ後 1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

 

� 修理をお申しつけされるとき
　　≪保証期間中≫　製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
　　≪保証期間を経過しているとき≫　修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。
 

� 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。
ただし、「　　　　　　　 ｣ カスタマ  ー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。（詳細は別紙「　　　　　｣ カスタマー登録特典をご覧
ください。）
※性能部品とは､その製品の機能を維持するために必要な部品です。

 

� 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。  技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作
業にかかる費用です。 部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。  出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。（本機の
場合、持ち込み修理となります）

 

� 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上 げの販売
店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

 

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。



「　　　　　　   」カスタマー登録のお勧め

「amadana」商品をお買い上げいただき、有難うございます。「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただく為に、
「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は下記の通りです。

ご登録いただいたお客様への特典
※ご登録いただいたお客様に対してのみの特典です。 ※ご登録の期限は、商品購入後1年以内です。
※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。 ※このサービスは日本国内のみ有効です。

特典1

特典2

ご登録いただいたお客様が、愛着を持って末永くお使いいただけるよう、商品発売後15年間は修理用部品を保有し続けることをお約束いたします。(液晶
ディスプレイ、半導体部品、ピックアップ、革、木、または竹製部品など、保有に耐えられない部品は対象外とさせていただきます。また、保障期間外の修理
費用はお客様負担とさせていただきます。)

万が一、修理が必要になった場合、お客様のご指定の場所まで商品を宅配便にて取りに伺うサービスを提供いたします。
(ただし、保証期間外は修理費用は有料とさせていただきます。また、配送にあたって梱包をお客様ご自身で実施いただけない場合、本体重量が10kgを超え
るような商品、また移動の困難な商品の場合は対象外とさせていただきます。)



「　　　　　　   」カスタマー登録のお勧め

特典3
最新の商品情報、キャンペーン情報等を定期的にご案内いたします。
(情報提供を希望されたお客様が対象となります。) 

登録方法
下記のカスタマーご登録、詳細は下記Ｗｅｂサイトにアクセスして下さい。携帯電話からもご登録できます。

※携帯電話からご使用の場合、一部機種はご使用になれない場合がございます。
※このカスタマー登録対象商品は「amadana」ブランド商品のみとさせていただきます。

http://www.amadana.com/customer
登録する時に必要なもの
本紙に記載されている「登録コード」と本体に記載されている「製造番号」が必要です。

登録コード　　　C224E10　　　　　　　　※アルファベットのI/L/Oは使用しておりません

製造番号　　　 304
登録にあたっては、上記Webサイトに記載の注意事項をよくお読みください。



matsutakeyoshihiro
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