
SEIKO パーソナル・コンピュータ 
S－300 
 昭和 43 年（1968）5 月のビジネスショウで国産初の本格的なプログラマブル・カルキュレータ機能を持つ

デスクトップ・コンピュータとして発表した。ハイブリッド IC を使用し、プリンタと紙カード・リーダを

内蔵するなどの先進性を備えていたため、広く技術計算用コンピュータとして、なかでも土木、測量、建築

業界で好評を得た。 

 
                                 （radioc．dat 画像より） 

S－301 
 昭和 44 年（1969）S－300 を改良し、DTL を採用した S－301 を発売。信頼性が格段にアップしたことも

ありベストセラーとなってマーケットをさらに拡大。また、応用面で測量計算での使用が定着を始め、アプ

リケーション・ソフトウェアの要求が強まり、数学、統計、土木、測量、建築のプログラム開発に着手する

など、技術計算の分野で精工舎が頭角を現し始めた。 
 

 



  
(電卓博物館 http://www.dentaku-museum.com/画像より) 
 

 （電子科学より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S－500 
 昭和 47 年（1972）本格的な 8 ビット・マイクロプロセッサ i8008 を米インテル社と共同開発。世界の注目

を集めると同時に精工舎は i8008 を搭載した世界初の LSI デスクトップ・コンピュータ S－500 を発表発売

した。 
 N40 型（メモリ 91 語 959 ステップ特殊関数キー付き）189 万円、N30 型（メモリ 91 語 959 ステップ）

170 万円、N20 型（メモリ 40 語 447 ステップ特殊関数キー付き）155 万円－建築技術広告より 
 昭和 51 年（1976）6 月購入金額 130 万円（中古・プログラム含） 

 
 

 S－500（オークション画像より） 

 
 

   

S－500（広告画像より）        S－500 建築構造計算プログラム一部 
 



   

建築技術広告         S－500 建築構造計算マニュアル一部 
 

 S-500 プリント用ロールペーパー 幅 65mm 

 
 
SEIKO7000 
 昭和 49 年（1974）i8008 を大幅に改良した i8080 を世界で初めて搭載したパーソナル・コンピュータ

SEIKO7000 を発売。S－500 に較べて速度で１０倍、コマンド数で２倍、メモリー容量で４倍といった高性

能さは、従来大型機で処理していた仕事の一部を十分肩代わりできる程画期的なものであった。 
 

SEIKO 5500 
 昭和 51 年（1976）SEIKO7000 を技術力で大幅にコストダウンし高性能機 SEIKO5500 を発売。パーソナ

ル・コンピュータの利用枠を一挙に拡大し、同時に一層の普及化を果たした。 
 
 
SEIKO 5700 
 昭和 52 年（1977）日本に初めて米国製のパーソナル・コンピュータが輸入され、日本のパソコン元年とい

われる。しかし、すでに精工舎は、はじめてパーソナル・コンピュータ用プログラム言語 BASIC をオプシ

ョンとして用意したパーソナル・コンピュータ SEIKO5700 を発表し、日本の第一陣を飾っていた。 



 
SEIKO5700 (TimeMachine SEIKO http://www.itoi.jp/time12.html 画像より) 

 

SEIKO 5900 
 昭和 54 年（1979）ベストセラー機 SEIKO5700 をレベル・アップした本格的な科学技術計算用パーソナル・

コンピュータ SEIKO5900 を発売した。 
 昭和 56 年（1981）4 月購入 150 万円（プログラム含） 

 

   
SEIKO5900             SEIKO5900 アプリケーションプログラムリスト 
 

       
SEIKO5900 建築構造計算プログラム  SEIKO5900 プリンターインクリボン 

・プリント用ロールペーパー 幅 90mm 



 SEIKO5900 建築構造計算マニュアル 
 
SEIKO 8500 
 昭和 54 年（1979）精工舎製のオリジナル高級言語 SEIKO スーパーBASIC を初めて採用した高性能パーソ

ナル・コンピュータ SEIKO8500 を発売。科学技術計算からビジネス分野まで、幅広く SEIKO パーソナル・

コンピュータが利用され始めた。 
 

SEIKO 8300 
 昭和 55 年（1980）本格的なパーソナル・コンピュータ時代の到来を機に、このクラスでは類を見ないオフ

コン並みの機能を備えた小型ビジネス・コンピュータ SEIKO8300”アンサー”を発売。アプリケーション・

プログラムも数多く用意するなど精工舎のユーザー・オリエンテッドな姿勢をより明確化した。 
 

SEIKO 9500 
 昭和 56 年（1981）3 個の 16 ビット CPU とリアルタイム制御用の OS の RMX/86 を搭載し、マルチジョブ

を始めとする高度な機能を備えた、ミニコンに匹敵するスーパー・パーソナル・コンピュータ SEIKO9500
を発売。他社に先駆けた 16 ビット化と、パーソナル・コンピュータの能力を極限まで高めた精工舎の技術

力が高く評価された。 
 

 SEIKO9500（OLD－Computers.Com 画像より） 

 
 



 

 
       （デジタル降魔録画像より）          （radioc．dat 画像より） 

 
 
SEIKO 7500 
 昭和 56 年（1981）SEIKO8500 のハイ・パフォーマンス・モデル SEIKO7500 を発売する。 

 
SEIKO 5900II 
 昭和 56 年（1981）SEIKO5900 を大幅に改良し、土木・測量・建築用 APSEIKO の完備した 5900II を発

売する。 
 

SEIKO 5900B 
 昭和 57 年（1982）セイコー・オリジナルの高速 BASIC レベル II、PLAN、CP/M が走る高性能、多機能モ

デル SEIKO5900B を発売。科学技術計算から事務処理用まで、プロフェッショナル指向の幅広いラインア

ップが完成した。 
 

  SEIKO5900B（オクション画像より） 

 



SEIKO 9500K 
 昭和 58 年（1983）精工舎の技術力だけが成し得た SEIKO9500 をさらに強化・拡張した SEIKO9500K を

発売した。 

 

（科学技術振興機構 情報管理 Vol126 1983 №6 より） 
 



SEIKO 3300 
 昭和 58 年（1983）SEIKO の歴史をまた一歩躍進されたビジネスのマルチプレイヤー「パソプロ」SEIKO3300”

アンサー”を発売する。 
 

SEIKO 9100 
 昭和 58 年（1983）11 月 SEIKO の得意とする FA 分野のプロフェッショナル・マシン SEIKO9100 の発売

をする。 
 16bit cpu（8086、8087、8088-2）マルチプロセッサ、主記憶 896KB、システム価格 172.5 万円（建築技術

広告－東京デンコー）、システム価格 160 万円（建築技術広告－ユニオンシステム） 
 

   SEIKO9100（ガイドブック画像より） 
 

  
SEIKO9100 ガイドブック（1984 年 6 月第 3 版） 
・前項記述は当ブック所収 SEIKO パーソナル・コンピュータ・ストーリより 
 
 
 
  

 



   
建築技術広告（1985.4）  建築技術広告（1985.4）  建築技術広告（1985.5） 
 

    
建築技術広告（1985.10） 建築技術広告（1985.11） 
 
 
 

SEIKO 9100ⅡL 
 本体価格 69 万円（建築技術広告 1986.4） 
 昭和 60 年（1985）12 月購入 150 万円（プログラム・ブリンター含） 

  SEIKO9100ⅡL  
 



 

   
SEIKO3313 プリンター                     SEIKO3313 プリンターリボンカセット 

  

              
SEIKO9100ⅡL システムプログラム・辞書ファイル  SEIKO9100ⅡL 建築構造計算プログラム 

（東京デンコー） 

  
SEIKO9100ⅡL 建築構造計算プログラム・マニュアル（ユニオンシステム） 
 

    

建築技術広告（1986.4） 建築技術広告（1987.2） 
 
 



SEIKO techno-PRO model 700 
 昭和 60 年（1985）10 月第二世代 16 ビット CPU の i80286、i80287、i80186 を標準装備し、ミニコンなみ

のパフォーマンスで FA や LA 分野に対応するテクニカル・コンピュータ SEIKO techno-PRO model 700
を発売する。 

 本体価格 198 万円（建築技術広告 1986.4） 
 CPU（80286、80287、80186、8085A－2）、メモリ（1MB～4MB）、ハードディスク（20MB～170MB） 

 

      
建築技術広告（1985.9）  建築技術広告（1986.9） 建築技術広告（1987.7） 建築技術広告（1987.9） 
    
 

SEIKO techno-PRO model 550 
 16bit（建築技術広告 1987.12） 

 
 

SEIKO techno-PRO model 750 
 32bit（建築技術広告 1987.12） 

 
 

SEIKO techno-PRO 75 
 i80486（33MHz）搭載 

 

 建築技術広告（1991.3） 

 



SEIKO techno-PRO 55 
 i80486（25MHz）搭載 
 T.P.55-PH5-15インチ 32ビット 50MBディスク１台 179万円 SUPER BUILD SS1 一貫計算１セット 

90 万円 BASIC-2861 セット 5.6 万円（平成 2 年（1990）見積書） 
 

  SEIKO techno-PRO55 P タイプ 
 
 

 
SEIKO techno-PRO55 P タイプ付属フロッピー 
・SETUP PROGRAM 
・SYSTEM PROGRAM1、2 
・TEST PRGRAM 
・メッセージファイル 
・辞書ファイル 
 

 
 
SEIKO techno-PRO55 
・ユーザーズ・マニュアル（1990 第 1 版） 
・ハードウェア解説書（1990 第 1 版） 
・スーパーBASIC ユーティリティ解説書（1990 第 1 版） 
・P バージョンオペレーターズマニュアル（1990 第 1 版） 
・ソフトウェア解説書（1990 第 1 版） 
 

 
 
SEIKO techno-PRO55 建築構造計算プログラム（ユニオンシステム） 
・SuperBuild/SS1（改）RC・SRC・S 建築構造一連計算 
・SuperBuild/US2+略算法 荷重増分法による保有水平耐力計算 
 
 
 



 
 
SEIKO techno-PRO55 建築構造計算プログラム解説書（ユニオンシステ

ム） 
・SuperBuild/SS1（改）RC・SRC・S 建築構造一連計算 
 
 
 
 

  建築技術広告（1991.2） 

 


