
カシオ関数霞轟

l富に掲載され

ぞいる信頼のカシオの電卓
新学習指導要領実施により､

行なわれています｡

情報処理技術者試験
対応マーク

戸~占石高oTq

測量士試験
対応マーク

土地家屋調査士試験
対応マーク



プE)グラム関数電卓　　複雑な繰り返し計算もス

Ofyxl.4,8,580dE表芸‰ドカバーつきで

仮数10桁
26--2,876メモリー

最大28キロバイト

164関数･機能

園圏碑園
直EEl
●メモリーに記憶した数式に対して､ニュートン法をもとに

数式に備われている任意の変数の値を求めることがで

きるソルフ機能D

●プロクラムをファイルネームで管理C呼び出しもスピー

ディですD

●数式記憶機能(最大1 27バイト)●科学定数内蔵(20個)

●微分計算●複素数計算●アンサー機能

●連続演算機能●リプレイ機能●エラーリカバー横合巨

●マルチステートメント機能●書式通り入力

O fx-4800P　●メモリーに記憶した数式に対して､ニュートン法

¥9,800　言誤禁話芸㌶憲雷の変数の値

仮数10桁　●プログラムをファイルネームで管乳呼び
26-476メモリー　　　出しもスピーディです｡

最大4,500J(tイト　　　●数式記憶機能(最大E27バイト)
-ifT-≡億i I-･∴● -

[画田　　　●マルチステートメント鮒●書式通り入力

プロクラム襟度､

LJプレイ磯産を搭載

◎ fx･4500PA ●詣;;=L7%,7fTIo'レネ~ムで管理o検索や訂正

¥ 8,500　　●ジャンプやサブルーチンで高度な計算にも対応
する豊富なプElグラム命令o

仮数10桁　●数式記憶機能(127ステップ)

ミtEi蕊宗孟巨;--=_,I ∴ ●.

匿塾匿頭重園[亘〕圏

ライブラリー俊彦､

Uプレイ輝彦などの

窟力鮮題を腰/@

O fx･5500 LA
¥11,000
仮数10桁

26メモリー　最大1,095ステップ

123関数･機能

匿】圏趨[司[亘〕 Ea

●ファンクションキーに対応したメニューで各種計算を呼び出せるライブラリ

●計算式と計算結果を同時に表示てきる16桁Z段ドソト表示
●数式記憶機能(l ′095ステップ)●行列計算(最大5行×5列)

●方程式計算(2次方程式､ l元～4元連立l次方程式)●複素数計算

●アンサー機能●連統演算機能●リプレイ機能

●エラーリカバー機能●マルチステートメント機能●書式通り入力

ラーンプロクラムつき
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◎ fx･3600 Pv

¥9,800
仮数10桁

7メモリー　38ステップ

94関数･機能

LT LT桓1 ir_Tl]耳言

大きめサイズ､

ラーンプ臼グラムつき

O fx･690V
¥7,900
仮数10桁

7メモリー　30ステップ

93関数･機能

匿璽匿因囲回国園
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野の公式を内蔵｡専門計算に実力を発揮｡

-彪科学分野を

頗覆するさまざまな

公式を内蔵

布､偏差値なと

内蔵(数学)3元連立】

種く物理)加速度

グラフ関数電卓

fTグラス夢グラ7%LEM

I I.ソコンIJンク/芦L一倒産

◎ tx.-721.0.0.G IPiL#U. Sfiラ

(仮数部十指数部表示の場合　仮数9桁)

26メモリー　最大20キロバイト

233関数･機能

匿璽囲[亘〕田●書式通り入力

)クラブモード

(1 0個までの関数式を記憶)

■グラフ関数式表示機能

■不等式クラフ機能

■描画できるクラブ(円グラ

フ､帯クラフ､ 1 ･2変数轟充計

クラフ､直交座標クラフ､パ

ラメータ関数クラフ)

直交座標式Ⅳ=)のグラフ

6-FLJn亡:l.J=

クラブイソク表示例

棒クラフ　　　　折れ線グラフ

数値データを有効活用できる｢リスト機能｣

計算機能　　　　　　　　　プログラム機能

■リスト機能■1 ･ 2変数統計計算　　　　最大20キロバイトの容量内でのプロク

I微分計算■分数計算(約分機能)　　　ラムが可能ですo

パソコンリンク/データ通信機能

力シオデ一夕アナライザ｢EA-100｣ (別売)と接続して､電圧･温度･光などの

データを計測｡パソコンリンクソフト｢FA-122｣ (別売)を使用して､パソコン

(wlndows/MaclntOSh)とのテ-タ通信､また､テータ転送ケーフル｢SB-62｣

(別売)を使用して同機種間でのデータ通信も可能｡

◎ fx･7400G
¥11,000　仮数10桁

(仮数郡+指数部表示の場合　仮数9桁)
26メモリー　最大7キロバイト

200関数･機能

圏画風Ea ●書式通り入力
アイコンメニュー　　　　2変数統計クラフ

dグラフモード(柑個までの関数式を記憶)

■グラフ関数式表示機能■不等式グラフ機能
■描画できるグラフ( l ･2変数統計グラフ､直交座標クラフ､パラメータ関数グラフ)

■ソルプ機能■ l ･Z変数統計計算■微分計算■積分計算■分数計算(約分機能)

最大7キロハイトの容量内でのプログラムが可能ですo

関数電卓パソコンデータ通信用ソフトクラフ関数電卓とパソコン間でデータ通信ができるアプリケーションソフトo

アプリケーションソフト｢fx･LinkJ

FA-125☆ ¥1 9,800

対応グラフ関数電卓: fx-9700GE､fx-7700GE､CFX-9800G､ RM･9800G､

oH-9700GE､OH-77OOGE､fx-7700GB､OH･7700GB (2000年2月現在)

動作王君士章



%

計算式と答が同時に確認できます｡また､カ
ーソルキー[1] [l]を使って､式の修正が

簡単にできます｡

計算式と答えが同時に確認
否きる2行表示

■■■正己匹冠-
一度実行した計算式を呼び出し､修正して再度実行

できるので､数値を置き換える繰り返し計算等に便

利です.

;二∴㌶幾重麺車重整二二
(fx-gg 1 W/fx-570W/fx-91 2W)

同じ数式を使い､異なった変数を代入して複
数の答えを求められますD

･X･リプレイ機能.数式言己憶機能により記憶された計算式は

新たな演算やモード切替､電源オフによりクリアされます｡

科学定数　科学計算用定数記憶
光速度､万有引力定数､アボカドロ定数などの科学定数を内蔵していますo

数式記憶機能
数式を記憶させておけば､数億を入力するだけで自動的に答えを算出できますo

アンサー機能
最新の書十算結果を記憶し､すぐに呼び出して次の計算に使うことができます｡

連続演算機能
匡iE]キーにより演算を終了させた結果に対して続けて計算を行うことができます.

リプレイ機能
一度実行した計算式を呼び出し､修正して再度実行できます｡

エラーリカバー機能
エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です｡

マルチステートメント機能
"により式を区切り､続けて複数の計算を行わせる機能ですo

関数電卦二は三角･逆三角　対数･指数､べき乗　へき無根､開平､ 2乗､立方根､逆数､乱数､脂桑(fx6lFを除く) ､ Tlが搭載されています｡ <lクラフを描画したときに蒙示する範囲ですo *2積分計算を行う場合　横分値が区間により負になるときは注意が必要です｡　31095ス



こ　.　　∴_

:?.^.M.
lIy PeHect AJgebraic Method)

書式通D IL一入力でき､

計算しながら途中危栗が

礁野できる

教科書に書いてある
式通りにキー操作
するだけで､

入力可能ですo

sl【や+､一等の

計算状態を表示で
確認しながら式の
入力が行えます｡

式を入力していくに

従って､その時点
までの途中結果を
表示しますo

◎ fyx-8?9;2.S.偲傭

7メモリー

231関数･機能

r.. ･;~ r･'･. M ZZZ

◎fx-991s　版数頂0桁

¥6,900
7メモリー

134関数･機能

匿腰圏画画笹腿

◎fxl670S　裾野略章

¥7,900
7メモリー

90関数･機能

園圏碑[画囲EEl

■いやすい､

きめサイズ､

埋清算内鹿

E) E] [:ヨ

bDE)
買二王‡圭
由t)Ea

/JL型Jポケットサイズ､

太贋電池タイプ

●科学定数内蔵(9個)

⑳fxl650M仮数l硝子
¥7,900

85関数･機能

園画画㊨幽

⑳fx-260soLAR仮数1蛸ラ

¥3,000
61関数･機能

囲匝]轡幽

妄　情報処理技術者資格試験に対応した電卓です｡

i測量士試験に対応した電卓です｡

｣土地家屋調査士試験に対応した電卓です｡

囲2進･路16進計算機能　　[亘〕メモリー保護機能　　　　　　曲2電源方式

園2進･8進･16進計算､論理演算機能　番盃讐碧叢誌1言語忘光灯から約15m､ Eaプラスチックキー

圏2変数統計計算機能　　　　50 1DOWの白熱灯から約25mの距離の明るさo　　幽jムキー
~　　　　t∴1-

★印の商品は数王に限りがありますので､品切れの際はご容赦ください,

大きさ.重さ(電池込み)

1 76×83×1 9 7mm､約1 90g

約1 50時間(RO3)､約240時間(LRO3) 241 5×87×33mm ､約335g

約1 00時凧RO3)､糾90時間(LRO3)∵

一体型ハード*/ト

一体型ハードカ/ド

141 5×73×9 9mm､約85g

141 5×73×9 9mm､約85g

1 40×73×8mm ､約60

1 50×84×1 i rTm､約98g

131×72×9 2mm､約93

1 40X73X8.5mm､約68

1 40×73×8mm､約68g

163×82×19 3mm､約160

158×77×18 9mm､約130g

1 50×76×1 0mm､約85g

約12.000時間㌔9 150×76×10mm､約85

150×76:く10mm､約80

約1 2,000時間拭9 1 50×76×1 0mm ､約90g

1 44〉く73×8-8mm ､約75g

1 44×73×8 8mm､約75g

1 5Ox84×1 1 mm､約98

1 59×1 02×28mm､約1 20

1 25×66 5×8mm､約47g



強学･:.; -ぎ-: :i :早.ミ-'; ly.;:.17韓能...芋E=:i

グラフをわかと岬貫く分析でき5 3貞カラー願

Jgざ吉昭滑のソフト断碑厨

OcFX･9850GB PLUS
¥27,800
仮数1 0桁

28メモリー

最大28キロバイト

577関数･機能

強力なグラフ機能に加え､教育やデータ解析に
ソフトウェアライブラリー機能を搭載｡

物理･化学･数学など､さまざまな分野の内蔵ソフト58種を使って､計算やグラフ描

画が簡単に行えます｡

検定､信頼区間､確率分布などの複雑

な計算やグラフ描画ができます｡

財務に関する､以下の計算ができます｡

●単利計算●複利計算●投資評価

●年賦償還●金利変換(表面金利/実

効金利) ●原価､販売価格､租利の計

算●日数言十第

複数の数値を一括して記憶させ､その数値をもとに､関数式の計算､統計計算､グラ

フの描画､数表の作成などが行えます｡

薗匿動画固回EEl
●方程式計算●微分計算● ∑計算

●行列計算撮大255行･ 255列tX') ●積分計算

●複素数計算●書式通り入力
※メモリー容量の範囲内で設定できます｡

{グラフモード
20個までの関数式を記憶し､同

画できます｡

■ダイナミックグラフ
実際に動くグラフによって関数

係数値の変化を確認できます｡

{テーブル&グラフ機
関数式または漸化式の数表を

また､その式

も描画できます｡

複雑なグラフ描画の手順などを

せておけば､簡単な操作で何層

行できます｡最大28キロバイト

内でのプログラムが可能です｡

-グラフ関数電卓の活用事

授業に使えるI

rグラフ電卓で楽しむプログラミングT

足利裕入善(鳥取県立青谷高校窮

ILlertt先

株式会社　大河出版　03･3253-6282

関数電卓パソコンデ二嘩用¥フト孟宗讐誤.),toiv_].iyiq芳
対応グラフ関数電卓(2000年2月現在)

CFX-9850GB PL〕S､ CFX19850G､fx-7400G PLUS､

Vl-9850Ga PL〕S､ RM-9850G

FA-1 22/FA-1 23の特長

Iデータの転送､保存､印刷機能滋l

■画面イメージの受信､保存､印刷機能

Aプログラムデータの編集機能※2

■他のグラフ関数電卓※3のデータ変換機能
※1グラフ関数電卓の機種によって､転送および印刷できるデータがI

部制約されますoまた､印刷は別売のプリンタをパソコンに接続す香

必要があります｡

※2 RUNプログラムのみ｡

※3 fx-9700GE､fx-7700GE､CFX-9800G､OH-9700GE､

アプリケ-シヨンソフト｢program-Link｣

RM-9800G (2000年2月現在)

●wlndows対応パソコンリンクソフトディスク(3 5インチ2HD1校)

●MaclntOSh対応パソコンリンクソフトディスク(3 5インチ2HD1枚)

0専用ケーフル(3pln⇔gpln) OMaclntOSh用変換アダプタ

○取扱説明古

動作環境
●WmdowsS対応パソコンリンクソフトディスク:

l B M PC/AT互換機およWndows各98ANI ndowsか95/Wl nd(

が動作可能なパソコンoただし富士通(樵) FM TOWNSー

しません｡

●Macmtosh対応パソコンリンクソフトテイスク:

68030以上のCPUを搭載したSystem7以降/漢字Taはく7

動作可能なMaclntoshDJMac､G3､G4のCPUを才;

MacJntOShでは動作しませんo

※このソフトは英語仕様です｡

* wlndowsは､米国MICrOSOft CorporatIOnの米国およびその他の

る登毒最商標です｡

* MaclntOShは､米国アソプルコンピュータ社の商標です｡

* lBM､ PC/ATは､米国hltematlOnal BuslneSS Mac州nes社の登録FE

*その他掲載の会社名･商品名は､各社の商標または登録商標です

◎1996 CASl0 COMPUTER CO ,LTD A" rlghts reserved



能l芋.二軍暫璃斡詫言ご新しいアブE)-チを臨耶｢､

関数電卓TVインターフェイス
グラフや数式等の画面を､テレビモニターで確認できる関数電卓.

~∴二人.....1..1.".,

ラフ解析機能
デラフについて､以下のデ-タを

桑作で算出できます｡

重大傍●極小値+夕蝉切片

ヴラフの交点の値

T)点の座標値

り範囲の積分値

)他のグラフ機能
7ルグラフ機能

で-ライトグラフ機能

垂標グラフ

票グラフ

:-タ関数グラフ

尤グラフ

ブラフ

敦グラフ

〔統計クラフ

こ統計グラフ

＼モードや機能

選択できます｡

1方程式計算

■微分計算

■∑計算

■ネームランドリンク機能
データ転送ケープルSB-62 (¥2,800)を介して､グラフ表

示等をカシオ漢字ラベルライター｢ネームランド｣域1に転送し､

ラベルに印字することができます｡

｣その他のデータ転送機能
データ転送ケープルSB-62 (¥2,800)を介して､もう1台

のクラフ関数電卓碓2と相互にデ-タ転送ができますo

縁1接続可能モデル

KL-A3OOC/A70/A45/A40/C i 0 0/9008/8500/8000/5500/5000/

3600/3500/31 00/3000/ 1 200/1 1 50/1 000

(2000年2月現在)

･戸2磯種によっては､機能の違いやメモリ-容量の関係で

すべてのテ-タを転送できないことがありますo

CAS10 Calculator TV lnterface

Ovl･9850Ga PLUS　仮数18桁

¥68,000
28メモリー

最大28キロJttイト

576関数･機能

厘塾匿整容包⑪曲窃
●高等統計機能(横定､分布､信頼区間)

●財務計算機能●グラフ機能●リスト機能

●プログラム機能●方程式計算

●微分計算●積分計算●∑計算●行列計算

●複素数計算●書式通り入力●データ転送機能

テレビ･ビデオに接続※
テレヒモニターで確認できるので､学校教育や
プレゼンテーションに便利です｡また､画面を
ヒテオに録画しておけば､必要時に見ることも

できます｡
群ビデオ入力端子のあるNTSC方式の機種.

●TVインターフェイス(∨ト9850Ga PLUS)

●ビテオ･電源一体型接続ケープル

●ACアタブタ

●キャリンクハノク

OHP対応モデル賢覧蒜品既た場所からOHPの投影操作ができる

●リモコンつきクラブ関数電卓

( RM-9850G)

●OHPユニソト(OH-10)

●ACアダプタ

●テ一夕転送ケーフル

●lCカート●キャリンクハソグ

RM･9850G SET☆

¥68,000
(RM-9850GとOH-1 0のセット)

OH-10★
最大28キロJtLイト

◎RM-9850G ☆

仮数瑠⑳桁
28メモリー

最大28キロバイト

448関数･機能

園憂さ蚕豆＼_ _町EEl

●リモコン機能
(OH110と最大約8mの距離でリモコン

操作が可能)

チ-タアナライザ電圧･温度･光のデ十夕を計測し､グラフ関数電卓に転送して分析o

IO DATA ANALYZER

対応グラフ関数電卓(2000年2月現在)

CFX-9850GB PLUS､ CFX-9850G､ CFX･9800G､

fx･7400G PLUS､ ∨ト9850Ga PLUS､ RM-9850G

EA-1 00の特長

EA-100は､電圧､温度､光などのテ-タ収集システムです｡テスターとして使用できるほか

カシオのグラフ関数電卓に接続してデータの保存･分析ができます｡

■電圧､温度､光､距離(別売のセンサー使用)のデータ計測･記録

■計測データの解析

■グラフ関数電卓へのデータ転送

EA- 1 00の仕様

●電源:単3形乾電池×4本または別売ACアタブタ(AD-A60024EJ)

●電池寿命. R6Pで約7時間､LR6で約12時間(マルチメータモードで連続借用時)

●オートパワーオフ.放置後約10分

●大きさ･重さ. 2145×86×32 2mm､約306g(電池込み)

lセット内串l ��
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@三角･逆三角関数争対数･指数関数

車べき乗･べき東根尋開平専2乗

車立方碩　●逆数●乱数●階乗■

⑳時間計算魯TT　誠実諾iFi=igo障財つし､て

:一軍h･L･H-LFS　室

/

:和グラム宣誓芸≡;還し
機能　計算に便利でも

fxl4850P l0桁･164関数　¥12.80D　大容量28キロバイト､ソルプ機首芭

関数電卓

fx･4800P l0桁･164関数　¥ 9.800　ソルフ機能､微分･積分計算

fxl4500PA l0桁･124関数　¥ 8,500　数式記憶､積分計算

fx･5500LA l0桁･123関数　¥ll,DOD　ライブラリー機能

fx･3600Pv l0桁･ 94関数　¥ 9,80D　積分計算

fx･690v ID桁･ 93関数　¥ 7,90D　大判サイズ

fx･50tIOF　感酪10桁･105関数　¥ 9.808　一般科学128公式内蔵

fx･61F　　徹10桁･ 85関数　¥ 6.908　電気･電子27公式内蔵､インピ-ダンス計算

fx･50F　　歯10桁･101関数　¥ 6,508　一般科学23公式内蔵

CFX19850GB PLUS

fx･7400G PLUS IO称233関数　¥12,008　リスト機能､パソコンリンク/データ通信機能

fxl7400G l0桁･200関数　¥ll,00D　リスト機能

M･9850G SET IO桁･448関数　¥68,008　大型OHP対応(学校教育やプレゼンテ-ションに最適)

Ⅵ･9858Ga PLUS IO桁･576関数　¥68,000　TVインターフェイス

土木･建築･測量 情報処理 物理･化学

機種名 劍嵋�B�ﾈY�B�佗h蠅�複素数 計算 �� �4�8�7B�
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I+ 塔S���苗�云����● ��● ��

iL+ 豫､���咾��ﾈR���● ��● ��

500LA �10 �� ��ﾂ� �� 

5000F 冤OM �� ��● 唏�ﾂ� 

fx-50F 剴��� �� ��ﾂ�● ��

!X-61F 剿ﾆ�"�������● ��ﾂ� ��

.. 剴��ﾈR���● ��● ��

早 剴��ｸｿ����● ��● ��

○○ 剴�(9��� ��● ��● ��

_.′才女-9島松 剴��� ��● ��● ��

卓B 劍�V�R��� ��● ��

機種名 刮ｼ数 桁数 刄wロン の公式 倅��ｭi�B� ��(ﾈR�
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fx-4850P �10 �� ��ﾂ�● ��

fx-4800P 冤ob �� ��ﾂ�●. ��

fx-4500PA �10 �� ��ﾂ�.● ��

3600PV ���ﾈR���● ��ﾂ� 

5()OOF 岬�R���ﾆﾂ�● ��ﾂ� 

X=50_F ���ﾈR���ﾈ�ﾂ�● ��ﾂ� 

●● ���ﾈR���● ��ﾂ� 

-i �+�B��10桁 � ��ﾂ�● ��

9号望郷-∫ ���ﾈR���● ��ﾂ� 
JsQ‡il ���� ��● ��ﾂ� 

99鮎.≡ ��罎� ��● ��ﾂ�● 

野島■ ���� ��● ��ﾂ� 

昏ms 銘替わ ���<����ﾈR���● ● ��ﾂ��ﾂ� 

機種名 �ﾉ�B�ﾈY�B�2.8.16進 刔�ﾙ�IV��プログラム 

;,解義醜継厳;室 末�B糘ﾒ�≡一一_､ノ. �ｨ耳�ﾂ�l●l 

i/X-4850P ���鉸�▲､ ��ﾂ�■ 

fx-4800P ��ﾌH���●_ 亦�_● 

fx-3600Pv ��V�R�● 苓�ﾂ�● 

fX-690V �6v�R�● ��ﾂ�I 

fx-5000F ���ﾈR�● ��ﾂ�● 

桜三99JW′ ���ﾈR�● ��ﾂ�● 

10桁 ��ﾂ�● ��ﾂ�

10桁 ��ﾂ�● ��ﾂ�

12桁 ��ﾂ�● ��

fx-9象号室-_一芸: ���ﾈR�● ��ﾂ� 

いo桁 ��ﾂ�● ��

機種名 刮ｼ数 桁数 �逢y.��B�回帰分析 �4�8�7B�佰h�>����プログラム 

･モ耕 俯｢�*運b� ��･●､. ��ｨ耳馥����_孝一′__ 

議+ 冤�=�� ��I-■ノ■ ��●l ��･半~~: 

≡…;:や �� ��･_,+/ ��●※ ��●+. 

fx- 塔S��B�lD栃 ��ﾂ�● ����● 

fx-4800P �1J 鐙�ﾂ�● ����● 

fX-45OPPA 冤Q桁 ��● ����● 

fx-5000F �10桁 唏�ﾂ�● ����ﾂ�● 

JX-5俳 �10桁 ��ﾂ�● ����ﾂ�● 

○○ 冕18桁 ��ﾂ�● ����● 

lo柵 ��ﾂ�● ����● 

≡~fk-9-才､砦掛_一一一 �10桁 ��● ����● 

10桁 ��● ���� 

fk一報孝等--1､■_ 凵｡12怖 ��ﾂ�● ���� 

･i蛍-S響きS- �10桁 ��ﾂ�● ���� 

生産管理･品質管理･実験

機種名 刮ｼ数 桁数 豚ｧ�ｭi�B���;�ｭi�B�直j票変模 佰h�>����加グラム 数式記揺 

J孝, � 苓�ﾂﾄ��.●∴ ��+▼+- 

一幸B 辻��ｩ��8��_■､_ 頂�ﾂｲ� 唸�ﾈ�ﾂ�

-4850戸､ ���ﾈR�･● ��ﾂ� ��ﾂ�

800P ���ﾈR�● ��ﾂ� ��ﾂ�

fX- 典D����†o桁 ��ﾂ�● ��● 

fx- 鉄��ﾄ��10桁 ��ﾂ�● ��● 

fx- 田�E�b�10桁 ��ﾂ�● ��･､● 

fx-500OF �10桁 ��ﾂ�● ��ﾂ�● 

fx-50F �10桁 ��ﾂ�● ��ﾂ�● 

. �10桁 ��ﾂ�● ��● 

5禍榊~ ���[��● ��ﾂ� ��ﾂ�

㌻射乏悦 ���ﾈR�● ��ﾂ� ��ﾂ�

i �4�X7��ﾂ�10桁 ��ﾅ��● �� 

12桁 ��ﾂ�● �� 

搬-678S-. 冓on †o桁 ��ﾂ��ﾂ�● ● �� 

機種名 劍嵋�B�ﾈY�B�回帰分析 �7h8ﾘ4���H��ム 悼 ��

≡凄頼 册���ｶ��r���飆(ﾈR�l● 椿ﾈ�ﾂｲ�綴��

毒hT 儼ｨｼ��B� 迄�����●l 綿�ﾂ���ﾂ�

輔■析幣 �-lo棟 ���6ﾒ�●､ 冤● 

I 塔S������ﾈR�■● ��ﾂ���

1X-480QP 剴��ﾈR�● ��ﾂ���

イX-45〔〕OPA 剴��ﾈR�=● ��ﾂ���

fx-360DPv 剴��ｦ��岳● ��ﾂ���

.8 剴��ｦ��● ��ﾂ���

〇一 ��1(〕桁 ��ﾂ�● � 

ヰ11㌧V ��1〔梢ラ ��ﾂ�● � 

- � ���ｦ��● ����

12桁 ��ﾂ� � 

10桁 jo桁 綿�ﾂ��ｨ�ﾂ�≡ � 

機種名 刮ｼ数 桁数 �4�8�7B�方程式 計算 ���ｨﾇh蠅�行 舒ﾈﾊb�填素数 計算 

サ 栞�鵤�+����擁､- ��ﾂｲ�●+ 白�� ��●. 

f 塔S���10桁 �� ��ﾂ� 凵� 

fx-4800P �10桁 �� ��ﾂ� 凵� 

fx-4500PA �10桁 �� ��ﾂ�E E � 

fx-5500LA �10桁 ��､● ��ﾂ�Er 凵� 

fx-360DPv 冤O桁､ �� ��ﾂ� � 

fxq醜ーW. �1()柿 �� ��ﾂ� 凵� 

70榊 ���^2� ��● ����ﾂ�

992S ��(ﾈR� �� ����ﾂ�

9身1鼻′て ���ﾈR� �� ����ﾂ�

生物学･医学･薬学
機種名 劍嵋�B�ﾈY�B�回鮒析 ��7口クラム ��

ゝ主神糊熟S二.-i 剴��ﾈR�■′ ��●､ 鐙���

3線､ 凩隴��･�ﾈﾊｸ�����ﾈﾈR�･t/- ��●++ 坪�ﾂ�

≡…≡搬 ��i^ｲﾄ萄蓼�������ｨﾈR�I+++ ��●+ 坪6ﾘ�ﾊB�

fx- 塔S���2����ﾈR�● ��ﾂﾒ�●′ ��

fX- 塔���Uﾂ����ﾈR�● ��ﾂ�● ��

10桁 ��ﾂ� ��ﾂ� 

千)､-50(〕OF! 剴��ﾈR�● ��ﾂ�● ��

fx-5DF 剴��ﾈR�● ��ﾂ�● ��

10桁 ��ﾂ�● ��ﾂ� 

f 鉄v�hｷﾂ����ﾈR�● ��ﾂ�● ��

f 偃s�(�&�����ﾈR�● ��● ��

f 鉄�/�� ���ﾈR�● �� ��

i 僮$｣價�� ��(ﾈR�● ��ﾂ� ��

..fk-,991; � ��V�R�● ��ﾂ� ��

経済学･社会学･統計学

機種名 劍嵋�B�ﾈY�B�回帰分析 �7h8ﾘ4�8�8�� 

一一;J㍍ 剴�姻ﾂ�/∫.I-㌔､ ��ﾅ��-l● 

き較 ��声要拶藁享 励�i.��● ��ﾂｲ�l● 

…空言減 白�≡-),終了穿至 禎xﾈR�-●′ 綿�ﾂﾒ�●+ 

千 鼎ゴ������ﾈR�● ��ﾂ� 

f 鼎������,&�R�● ��ﾂ� 

fx-4500PA 剴��ﾈR�● ��ｨ�ﾂ� 

10桁 ��ﾂ�∃● ��

つo桁 ��ﾂ�● ��

8- 剴��ﾈR�● ��ﾂ� 

- 剴��ﾈR�● ��ﾂ� 

三一..fx--358藻:ii--.;-- 劍�蹂ﾈR�● �� 

㌔-撫一歩撃串-rLi､~. 剴�(ﾈR�● �� 

℡書 剴��*倡����ﾈR�● ● �� 

安全上のこ注意
●正しく安全にお使いいただくため､ご使用の前に必ず取り扱い説明書をお読みください｡

●ACアタブタを使用する機種は､指定以外の電源･電圧､接続コード､ACアタブタは使用しないでください｡火災､感電の原因となります｡

Aらl Oヵシオ計算機株式会社〒.51ー85.｡東京都渋谷区本町1_6_2

完三三讐実話賢ヒ享も｡ます. http://www.casio.co･jp/

℡ご購入先等の相談窓口(営業所)
011-261-1234　　水　戸　029-225-6985　新　潟　025128711155　大　阪　06-6362-0070　九州等堰空　0924752215

0166-23-8580　　埼　玉　048-644-1011　雪　山　076-42212251　大阪販　06-6367-1931　　　　′Td 093 521 0124

017712217466　　千　葉　043-243-1751　仝　′尺　076-224-0081　神　戸　078 39214123　　　　大空　097-535-2243

019 646-3393　　中　央　03-3221-5522　　岐　阜　058-262-0145　　姫　路　0792 23-2009　　　　長.! 095-825-7400

022-25(,-8811　千代Ea　03-3221-6924　　静　岡　054-281-7087　　岡　山　086-241-8471　　　倍不　096 367-0650

018-864-9121　特　販　03-3221-5211　浜　松　053-458-3995　　広　島　082-230-5800　　　　言漂　0985-27 5300

0231642-8018　　多摩E5　042-523-0611　名古屋　052-936-4711　高　松　087-862-5240　　　　=至芸099-256-3575

024-961-5060　　多.宰覇甲仁055-237-6371　三　重　059-227-5066　　松　山　089 92312255　　　　コ葛　098-868-2442

028-623-5511　横　浜　045-682-5355　　和歌山　0734-317807　　福　山　0849 24-2830

027-323-1511　長　野　026122213322　　京滋貞　075-361-7711　山　口　0839-73-2000

℡幡能･操作等の相談窓口

カシオお客様相談室

i-　:lr二･･ト‖い-∴∴l I.M.= :.､. _　二.二. E:,し】

●このカタロクについてのお問い合わせしまお近く工員巨三嘆■こお+=すなくにきい′もし販売.言でおわ力LJにならなし､場合は左記にあたすねくT=さい⊂ 1

こ騒人の際芯購入年弓Ej販売店有と三亡定rJ亨二巨を記入しT=保証書を必す吉受け取J<たきLl｡ ●当カタ0クに記載されT=仕様価格テサイン7=tTど【

予告なく変更する場合があノ■宗すご●岩大タロブに記載された表示l白矧ますへてメ一刀一幕望小売値格ですっまT= 1面梓二は消費税は書房れておりまTん

こ講人の際すへての商jE'dならU･こそれに関する消耗品およこJu役務.二つJ･て消費税か付切されますのてこj'意くたきし､こ

カシオFAX情幸規サービス(24時間受付)

お客様のFAXから､製RE'R情報を24時間取り出すこと　●お手元のファックス(63モード対応)から電話をおかけになり､音声案内に従って

ができます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　操作をしてください｡ ●プッシュ同線[=海流されているファックスまたはプッシュトー

FAX乗京03-5334-4630　　　三芳雷雲冨誓言㌫≡歪芳志認諾去117呈慧諾苦言雷讐;讐完妄言

大阪06-6362-4630　　　　　　できません｡

■お求めは､信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ｡


