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カードの中のカード電卓

匡』馴勾⑳(タテ型)･配-馴鵡5(ヨコ型)各軍罷⑳⑳⑳(カードケ-スつき)

カード時代を確立したベストセラー　あざやかに2機種

●8桁･液晶表示

●電源を切っても消えない2つのメモリー

3ウェイメモリー･ストレージコンピュータ(換算機能内蔵)

●連続使用1,000時間　●自動節電方式

≪ストレージコンピュータの使い方≫
記憶させたい数値を入力し､[亘至司キーを押すと､二の数値は電源を切っても､
電池のある限り記憶保持されます｡呼び出しはIcoMPlキーを使いますo

[函]ドルと円の換算は.･･

1ドル-190円とし､190[豆至豆で記憶させると
500ドルは･=500E COMP I-95000答95.000円　725ド,L,は･･･7251 COMP l-137750答137.750円

7.600円は-･7600[三]l COMP l -40　　答40ド,レ

(乗算以外は[三日COMPIのように÷+-が×より優先されますo)
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お求めやすいNewカード電卓

匡』-窃可忍9(タテ型)守戦昏◎◎(カードケースつき)

●8桁･液晶表示

●電源を切っても消えない3ウェイメモリー

●連続使用1 ,000時間

●自動節電方式



世界時計つきNewカード電卓
匿』-忍空砲5(ヨコ型)削軌鴎⑳⑳(カートケ-スつき)

世界時計､換算機能内蔵

あふれる国際感覚を凝縮｡海外旅行に価値ある一枚

● 8桁･液晶表示　　　　　　　　　●さわやかな電子音が指定時刻を知

●3ウェイメモリー､換算機能　　　　　　らせるアラーム機能

●世界の現時刻がわかる世界時計　　●残り時間を表示し､時間になると

●時･分･秒･午前/午後を表示する　　　電子音が知らせるタイマー機能

クオーツ　　　　　　　　　　　　●平均月差±15秒以内

●月･日･曜日を表示するカレンダー機能　●連続使用6カ月

33関数つきNewカード電卓
EL-5810(タテ型) ¥7,500 (カードケースつき)

統計計算もこなす豊富な機能､携帯に便利な

行動派の関数電卓

●8桁(6+2) ･液晶表示

●統計計算もできる33関数機能

●連続使用600時間

●自動節電方式



計算機Newカードシリース

用途で選べる多彩な機能｡個性豊かに5機種｡
■操作のしかた
●EL-8140･EL-8145 ･EL-8139
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定数乗算 ��sh��#Rﾒ�176画25r=i �44○○ 
176×15- 姪Y%R��"ﾓH�ｲ�②一時記憶 ③定数記憶 俘xﾇdS#"纉C"��22942皿 

定数除算 姪C���.hｹ�ﾒ�1400瓦35且 �4○ �(123+456)×(789+10)- 併lｵﾙ��:｣�#9^�Sh���鼎c#C&ﾄsR��
3500÷宣巨= �3S��ｨ��免���789回10 ��茜陞i%R�

二乗 べき乗計算 �#2紊"ﾒ�23.4LI25-J旦 �541.56 剴ｯじ数字が何回も出てくる時､ その数字を記憶させて使います 盲夏至.64-2十2.64- 釦fﾂ��2.64E+J 5匡｣2旦 団且 茶"緜H/�ｴﾈ竒���綸s��ゅX�ﾄTRﾒ�
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逆数計算 ���r�7瓦旦 凵�.T428511 

概算 ��12345678r:垂｣1234巨｣152.345○○E 概算結果15,234,566,〇〇〇 

割増し 割引き計算 鉄C��,ﾃ�bY�ﾘ+X,ﾒ粐��5400回16囲 �6264 

9500の22%引きは- 涛S��YEc(股�都Fﾈ�ｲ�

時間設定 佻���鱚3�Z｣#�V(,��ﾙ.��MODE一十SET �5�487ﾘ�ｹ�ﾙ.��5分後にタイマーをセットし､ 番�Rﾔ蔟$ﾔ�ﾂ�

したい時 祷柯����ﾓ3�]�#�+ﾈｹ�譏雇+ﾈ柯唏�ﾂ��4�8��ｸ8�/�l(.x+X+ﾘ*(鰾�匝蛮亙5囲固 

月日設定 ���ﾈ�#)?ｨ,��ﾙ.�+X+ﾘ*(鰾�MODE一一SET ��(､X鳧ﾇh,ﾉ]b�ロンドンの時間は- 丿Y&�,ﾈ5(�ｸ6�/�咥+ZI��*�,It�4ﾈ�ｸ/�咥+X-ﾈ+r�

11直垂圧す22直垂亘]匡琴亘覇葺] �*)_ｲ�番�Rﾘ���$ﾔ�ﾂ�ﾃ4ﾆr�

曜日設定 ��MODE一一SET 固キ-を押し､▼マ-クを移動させて 

換算機能の使 い方 �6�8ｸ*�.x苓-h,ﾈｫx螽,ﾒﾒ�修正しますo �1ドル-l90円とし､MODE-SET190[亘垂可で記憶させると 500ドルは...MODE-NORMAL500画一95000答95,〇〇〇円 

アラーム設定 佻�3X鱚�YZｨ,�4�8��ｸ8��/�l(.x+X+ﾘ*(鰾�MODE..-SET 5圏15囲直転麺]直垂:麺〕直麺] 

計算機能 �8(�ｸ6�/�蔟$ﾔ�ﾈ,�+X,DTﾂﾓ��C�腟ﾂﾓ��3�,i:�ﾈ,�*域x*(岑+8*(�ｲ�
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指数部指定 茶SH����X�b縱h����ｒ�ｲ��#X����ﾓ�"辻�54回5匡】6.76匝】6 匡]1.2滴12田宮 白��#���カツコ計算 �#x�窿さ2��窿�(�B辻��#x枴63亜�6ﾔﾄ螺ｩ62��(��Eｸ5(ｺz2�4152 

メモリー計算 ��#8�紊Sbﾒピ��纈辻�固【亘頭123'.4456回78区〕 9ヒ=卜l叫 鉄S3ド萪�増加率計算 鼎s8*�.sSCx-h,ﾉ�ﾘ��zh/�ｸ�-�-ﾈ+r�鉄Cx���紊s8��ﾙ��15.84482 

度分秒変換 ��)7�3兒｣�鰻(/�ﾄ����H,ﾉ7�,兔�v��姪"�3��亜�ｸ蓼���12.655〔○〕 

三角関数 努"�6�9��ﾒ�RAD 回国笥4宮回国 白�����bﾓ���姪"緜SY7�/�c����H,ﾉ7�,兔�v����"緜SY+ﾈ�ﾄXｹ���險���12ト].39〔′〕18〔),〕 
統計計算 倬�,ﾈ6h�ｸ5�*�.x5H987h8ｹ�JI�ﾒ���I[ﾘｼⅹUx��¥鞆x/�ｸ�-�-ﾈ+v��ﾈ5H987h8ｹ�Fﾄ粭秘Edd��ﾄ茲�ﾈ6h�ｸ5��｣�#6ﾇCC#���#��#vﾂ���ｹ�����#9���)4#�C%ｸ棈�ﾓ��"�秘u貽覽b��s���3�ﾂ��絢x謫�#xﾙ�謦�ｸ謨ｸ蓼���●n(サンプル数) 

二乗計算 茶C8�經r�#ﾒﾒ�4瑠57且[司団 田��sC���

逆数計算 �����ｹu��6画[亘三丞+7回正雪[司画正雪 �2�#8�ｳ��ﾃ�2�

指数計算 宝�#2�Sﾒ�l23固画匿ー ���BﾓB�劔8ー4(総和) 
iL ��3R��ｨ�ｨ�｣cb�閏ﾘｼ�&ﾂ��

対数計算 �6ﾆ�#�ﾒ�頭21匡一向囲 白��33Sc�"�log173- ��s4�b�2.2380461 
回風 �#2�3ンCc2�蔚x��¥鞆u2��

立方根 偖ﾈ岑+8屬ﾒ�52回固画72回囲且直値ヨ ��偵��c##��

べき乗計算 �#2經(�ﾃSﾒ�23.5[司[更〕2.5唇 �#�����3��� �hⅳ�21.351561 (母標準偏差♂) 

階乗 湯�ﾒ�9回[垂Ⅰ] �3c#ャ��

表示桁数　8桁

小数点方式　フローテインク(浮動)方式

使用素子　C-Mos LS

電　　　源　酸化銀電池　G-8　2個

使用時闇　連続使用1000時間(書を出さない時)

但し､ ♪モ-ドで10秒に1回の割合で1111×5-の操

作をくり返し行った時600時間(音を出した時)

表示5555､使用温度20℃

などによLJ多少の変動がありますo冒…器類､使用方法)

消費電力　DCl3V 0 OOO2W

外形寸法　厚さ3 8mmx幅53mmx奥行85mm(EL一8140 E｣-813g)

厚さ3 8rnrnx幅85rnnlX奥行53m( E L-8145)

重　　　量　35g (酸化銀電池含む)

付　属　品　酸化銀電池(G-8)2個　カードケ-ス

■製品改良のため､定格の一部を予告なく変更する事がありま~㍍また､

表示桁数　8桁+記号1桁

計算蔑能　加減乗除算､達乗除算､定数加減乗除算､二乗､

べき計算､逆数計算､パーセント計算､割増計算､

割引計算､メモリー計算､概算､その他混合計算など

小数点方式　フローティンヴ(浮動)方式

水晶発振周波数　32 768kHz

時計精度　平均月差±15秒lrl内(25℃において)

表示内容　時､分､秒(AM､ PM付､ 12時間制/24時間制切替可)

月､巳､曜日

世界時計　せ弁中の地域の時刻の設定､一時呼出

(共通部)

使用素子　C-Mos LS

電　　　源　酸化頚電池　RW-49　2個

使用時闇　連続使用6カ月

消費電力　0000055VV

外形寸法　厚さ4 2mrnx幅85mx奥行53m

重　　　量　409 (酸化鐸電池含む)

表示桁数　8桁(仮数那6桁+指数郡2桁)

演算範囲　±1×10J93-±9 99999×1099

関数機能　ex､ 10㌔ ln､ log､ DEG､RAD､GRAD､統計(n

王､ ∑X､ ∑X2､ S､ C. CD).三角関数(3)､逆三角

関数(3)､度分秒変換(2)i EXP､ +/-､カッコ､ yて

立方裾､r2､√~､7T､1/I.nl､A%

小数点方式　フローティング(浮動)方式

使用素子　C-Mos LSl

電　　　源　酸化銀電池　G-8　2個

使用時閤　連続使用600時間

消費電力　000035＼付

外形寸法　厚さ3 8mmx幅53mmx奥行85mr

重　　　量　35g(酸化妄艮電池含む)

付　属　品　酸化頴電池(G-8)2個　力-ドケ-ス

付　属　品　酸化課電池rRW-49)2個カードケース

商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください｡

:Pt-Wo株式会‡1
本ネ土　〒545　大阪市阿倍野区長池町22番22号　電話(06) 621-1221(大代表)

●お問い合わせは･ ･･

産業機器事業本部　〒639-11奈良県大和郡山市美濃庄町492番地　電話(07435)3-5521 (大代表)

コンシューマーセンター相談室　　大阪(06)62卜4649　東京(03) 269-464g

東日本シャープ事務機販売㈱　〒162　東京都新宿区市谷八幡町8番地　電話(03) 260-1161(大代表)

本店営業部(03-625-5111)　札　幌(O†l-562-1256)　仙　台(0222-94-3247)　前　橋(0272-23-3511)

横　　　浜(045-75ト3215)　大　宮(0486-63-5130)　千　葉(0472-63-4043)

西日本シャープ事務機販売㈱　〒556　大阪市浪速区恵美須町2T目31番地　電話(06) 643-3021

名古屋(052-733-091 1 )　京　都(075-68ト4361 )　神　戸(078-431 -4361 )　広　島(08287-4-4925)

高　松(0878-33-4255)　福　岡(092-572-2611)

沖縄シャープ事務機販売㈱　〒90l-21沖縄県浦7泰市城間3 2 1 6番地　電話(0988)78-8845

このほか事務機販売会ネ土66カ所､豪雪自序宗全ネ十174力戸斤､詣借書籍器全ネ十?R力戸斤　サーL-ス全車十1F)qカ所

Jお求めは信用と技術を誇るシャープ販売店.百貨店で

●アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ
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