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共通仕様: ●プロクラムメモリ224ステップ(1

機能1ステップ｡実質､500ステップ以上に匹

敬) ●磁気カードには､データも言己錦可能｡

計算機内のメモリにリンクてきる●演算レン

シ±(10-99-1099) ●表示桁数は仮数10桁､指

数2桁●B]是小数点･ ′芋垂か卜数点･工学浮動

小数点表示●度･ラシアン･クラード指定可

能●条件判断14種●3層のサフルーチン●定

数メモリ26個●ラヘル指定20種●円蔵関数28

檀(数学25種､統計3種)●階乗キーあり●RND

(四捨五入)キーあり●パーセントキー2種●番

地指定4種〔シンボリック､間接番地､絶対番

也(RUNモードの場合のみ)､相対番地〕

共通仕様: ●プログラムメモリ49ステップ(1

機能1ステップo　実質､ 100ステップ以上に匹

敬)●演算レンシ±(10~99-1099) ●表示桁数

はイ反数8桁､指数2桁(浮動小数点表示)｡イ反

数10桁(回是小数点表示)0 ●固定小数点･浮

動/｣＼数点.工学浮動小数点表示●条件シャン

プ､無条件ジャンプあり●条件判断8種●プ
ログラムの点検､ラインの修正､ 1ステップ

ずっの実行可能●PAUSE命令(プロクラムの

実行一時停止)あり●数学関数22種●統計関

数3種〔平均値､標準偏差､総和計算(∩､∑X､
∑X2､ ∑y､ ∑xy)〕●度､ラジアン､クラード指

定可能●定数メモリ8個●パーセントキー1

種●54種糞頁のプロクラムを収めたアプリケー

ション･フックつき｡ ●スイッチOFF後もプロ

グラムと定数メモリの内容を記憶(25Cのみ)o

数学･統計･金融プbづ'5ム内蔵電卓

歪7S;=定価56′.｡｡｡

将来を統計的に見通したい｡また複雑な金利計

算も責務である.一方､日常の科学技術計算も
-そのすべてにお応えしますo

●度､ラシアン､グラード指定可能●工学浮動

ノ｣＼数点表示が可能●統計関数9種〔平均値､総

和計算(∩､ ∑X､ ∑X2､ ∑y､ ∑㍉､ ∑xy)､標準偏差､

分散､正規分布曲線､直線E]帰･指数回帰.対

数E]帰･へき乗@]帰のE]帰式と推定値および相

関係数●数学関数21種●階乗キーあり●複利､

積立､ローン計算など金融計算がワンタッチ●投

資の回収計算(DCF法) ･投資の収益率計算●減

イ副賞却計算●成長率計算●定数メモリ10個●パ
ーセントキー3種C ●演算レンジ±(10J99-1099)

最高級関数電卓

意層慧≡　定価26′｡0.円

科学技術計算に手離せない一台｡世界一の信頼

性が､あなたに山持つ誇り日　をお届けします｡

●数学関数14種●直交座標と極座標相互変換機

能つき●定数メモリ1個●メモリへの直才妾四則

演算キーあり●度･ラシアン指定可能o

溌数学･統計計算など､代表的なアプリケーシ

ョンを36種類収錦したアプリケーション･ブッ

クがついていますo+/,S算レンジ± (1Cr99-109g)



不凍発性メモリ内

プ出づ'3ム電卓
OC)

宅謬kl

共通仕様:プロクラム･メモリ98ステップ(1

機能1ステップ:実質200ステップ以上に匹敵)

●不揮発性メモリにより電ノ原スイッチをOFF

にしてもプロクラムと16個の1状定数メモリの

内容は′肖えないo ●/,5算レンシ±(10~99-1099)

●表示桁数は1反数8桁､指数2桁　二′手動小数

点表示)o仮数10桁(国是小数点表示)●′手動小

数点個是小数′卓･工学/芋重刑＼数′寺表示●度･ラ

シアン･クラード指定可能●条件判断は10種●3

層のサブルーチン●定数メモリ30個●ラヘル

指定10種●番地指定は4種〔シンボリック､間

接番地､相対番地､絶対番地(RUNモーl＼の場

合のみ)〕●内蔵関数25種〔数学関数(22種要具)､

統計関数(3種)〕●パーセントキー1種

ノー　21種類●金融計算15種類●幾何計

算8種類●測量計算4種類●航′去

計算3種糞頁●その他19種類(うち

ゲーム7年重)

■Iァプリケ一一ション･フックNol｣は､ 25ミニ/25Cミニ､モテル

19C､ 29Cの標準付属品てす｡ YHPではさらに25ミニ/25Cミニ用

アプリケーション･フノクN02を発売中です, 25ミニをはじめ､

YHPプロクラム電卓をわ使いの､多くのお客さまから寄せられ

たアプリケーションを収環o｢どうすれば､何がてきるか｣､しか

と手にすることができます｡ 25ミニ/25Cミニ用アプリケーシ

ョン･フックN02は定価3,200円てすゥ

※モテル19C/29Cのアプリケーション･フックN02も近田発売い

たします｡

モデル67/97用ソフトウエア･パック
●標準付属のスタンクーl､パック●統計パック●数

学/ヾック●電子工学/ヾック●ヒシネス(金融･統計

etc) /ヾノク●医学パック●機械工学/ヾノク●ゲ-ム

パンク●土木工学パック以下順′欠発売予定｡スタン

クードパック以夕卜はすべて別売り｡定価:各13′000円

#モノクロ写真のパックは､モテル67/97用のユーザース･

ライフラリです｡各分野のモテル67/97オーナーの方々

から､日常ひんぽんに使われるプログラムを提供してい

ただいたt,ので､現在､約40種揃っています.定価:各

3,200円

機種の特性を考えたアクセサリ
すべてに行き届いています｡
●才桑作ハンド7ック(和文)●充電書芸●N卜Cd電池●キ

ャリングケースといった標準付属品のはか､ ●スペ

ア電池ホルグ●盗難防止ケース●野夕卜用防御ケース

なども用意されています.

ビジネス電卓

3-JLOJレ22定価4｡,00.円

ビジネス計算専用機です｡複利､積立､ロ
ーン計算などの金融計算がワンタッチ｡

●金融計算(複利､積立､ロ-ン他) ●投

資のE]収計算(DCF,去) ●成長率計算●数

学関数4種●統計関数7種〔平均値､総

和計算(∩､ ∑X､ ∑X2､ ∑y､ ∑xy)､標準偏差､

直線E]帰･指数回帰･対数E]帰･べき乗回

帰のE]帰式と推定値〕 ●定数メモリ10個●パ
-セントキー3種o ●′革質L/ンシ±(10-99-

1099)

t串一夕fLJIJ関数電卓≪充電式≫

モ嘉ル91定価.｡｡′｡｡｡円

ポータフルタイプとしては世界初の充電式｡

フェースいっぱいのキーとディスプレイ､大き

さは十分です｡

●数学関数22種●工学浮動小数点表示が可

能●統計関数7種〔平均値､総和計算(∩､

∑X､ ∑X2､∑y､∑y2､∑xy)､標準偏差､直線

且帰･指数回帰.対数E]帰･べき乗回帰の包

帰式と推定値〕 ●階乗キーあり●定数メモ

リ16個●度､ラシアン､クラード指定可能

●パーセントキー3種●表示桁数は仮数10

桁､指定2桁●′寅算レンシ±(10-99- 1099)



使う目的･主な用途に合わせてお選びくだ轟魁も田.プ｡グラム電卓7アミリ目安表
25ミニ　　モデル19C　　モデル67

21ミニ　　　27ミニ　　ヨーパル22　　モデル91　25Cミニ　モデル29C　　モデル97

固定/浮動小数点表示
工学浮動小数点表示

点検(バックステップ/シングルステップ)

挿入/削除
ステップの書き換え

絶対番地才旨定によるジャンプ
途中結果の表示

:大′卜判断

フラグ
DSZ､ ISZ(ループ)

サブルーチン(3層)

磁気カード
プログラム､データをともにストア

計算機のメモリとのリンク
ラベル手旨定

10個のユーザ･キー

間接手旨走による--

テご-タのストアとリコール

条件/無条件ジャンプ
ルーフo計算

表示桁数のプログラム
相対番地才旨定

2 

×レジスタの内容
スタックレジスタの内容

定数レジスタの内容
統計レジスタの内容
3種のプリントモード

プリント･スペース命令

プログラムのリスティング

内蔵統計計算機能
平均値/標準偏差

直線回帰計算
推定イ直(^y)

階乗
相関係数

分散
正規分布

内蔵金融計算1幾能
一般金融計算(複利､積立計算他)

単利計算
ローン計算

投資収益率
純現二在価イ直

期末､期首払い切換え機能
内蔵数学計算機能

度･ラジアン指定

グラード手旨定
三角関数/逆三角関数

直交座榛司垂座標
I O進言ヱ60進

60進加減算

常用対数(一og X)

自然対数(I nx)

yミ､′T

l/X

x2

%計算
%の増減率

構成上ヒ率
四則演算

絶対イ直

整数部/小数部削除
スタック内のデータの【司転移動
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紫本体には内蔵されていないが､ソフトウエアパックに､当該7oOグラム記録済みの磁気カードがあるもの｡　　　　　　　　　　　　　097710001

横河ヒ-レット･パッカサ株式会社諾貫篭農芸竃宗吾手篭t(冨荒,,,豊富霊誤
菅　井　本　部　〒lSl　東京都渋谷区代々木l T員59着I号　オーハシビル内

大　阪　支　店　〒532　大阪市淀川区西中Ji5丁目4書20号　中央ビル内

名古屋営*所　〒450　名舌丘市中村区上笹島町24　ナカモビル内

横浜営業所　〒22I横浜市神奈川区fIJL町2丁目24書l号　谷川ビル内

J事木出張所　〒243二梓奈川爪J事本市旭町l T日1348-3号　井上ビル内

水戸出張所　〒310　水戸市三の丸l丁目4番73号　水戸三井ヒル内
1倍脊出弓長所　〒360　熊谷市筑3度3着4号　熊脊朝日^十二ビル4F

本　社　工　場　〒I92　東京者β八王子市王事倉町9番l号

呂喜二…岩2二…喜…:‡歪代霊三　ホック新宿店)､二ユ-ナラヤ(千葉)､さいか屋全店･同島(甲府)､
052-57l-5171(代　表)　オリエンタル中村(名古屋)､阪急百貨店(大阪)､大丸(大阪･神戸.

:三…2Jl3去…ここ三≡〒至芸霊;京都･和歌山･烏臥井筒屋(小倉･博多)および全国主要大学生協
0292-25-1470(代　表)でも販売しております｡
0485-24-6563(代　表)

0426-42-l231(大代表)　記敷事項は､予告なしに変更されることがありますので､ご了承くださいB


