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本誌はMZシリーズご販売店、ご愛用者の皆様のためのアプリケーション情報誌です。各メーカーより

発売中のアプリケーションソフト、周辺機器、関連書籍を掲載致しております。リファレンスとしてご

活用ください。
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｜各メーカ一様へ｜

．おかげさま で川ZAPPLICATION L旧RARY”も第 3版を発行する運びとなりました。

今後とも、できるだけ多くのアプリケーションを、継続的に取り上げて行き、次号ではさ らに充実し

た内容のものをお届けしたいと考えております。

もし、この“し旧RARY”第 3版に掲載されていなかったり、掲載内容に変更がありましたら、下記まで

ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
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シャープ株式会社

情報システム事業本部

情報システム研究所
システムセンタ一

千162東京都新宿区市谷八幡町8番地

宮（03)260-1161(大代表）



表の見方

掲載順番はジャンル別（目次参照）、同一ジャンル内ではメーカー50音順です。

同一メーカー内では、媒体順、名称、の50音順となっています。

名 称 媒体・価格 メーカー名 概 要 使用可能機種 備 考（円） 園園園園
一括入力、イラスト入カなど多彩な編集印刷処理て強群のコ

Neo WORD Super 28,000 新電子システム ストパフ方ーマンス。カラー印刷・通情機能対応で楽しい応用 0 0 0 0 FDD:Z、JR、CP、モデム
が可能です。

SUPER春望 ワープロはもちろん、データベース、グラフィックス、オートログイ

クリヱイティブn 34,800 デービーソフト
一…鵬を充実 一io1or101…出

①アプリケーション名称 個別アプリケーションの品名です。

②媒体／価格

③メーカー名

④概要

・媒体は3.5インチマイクロフロッピーを標準としています。

テープ版の場合は、価格の前に記号「T」が入ります。

・価格は標準価格、単位は円です。

・発売予定のものについて

＊……昭和62年 5月発売予定のアプリケーション

会……昭和62年 5月以降発売予定のアプリケーション

（株）、（有）は省略しています。正式メーカー名、連絡先は最終ページ掲載会社一覧を参照

してください。

個別アプリケーションの簡単な内容紹介です。

⑤使用可能機種

・使用可能機種はO、不可能な場合は．、一部の機能が制限される場合はム印で表してい

ます。（オプション装備により使用でき るアプリケーションにもO印を記入しています。）

・MZ-2861の場合、 0印のアプリケーションはすべてMZ-2500モードで動作します。

⑥備考

｜お断り｜

• MZ-2861/ MZ-2520の場合、一部動作確認中のものは空欄になっています。

・そのアプリケーションを使うためのシステム構成について、型番、品種名、記号（略号）

で示しています。
（システム偶成については、 t必ず必要なものと、効果的に使うために必要なものがあります。詳細lま各メーカーにお
問い合わせください＠また、本!t13～14ページのMZ-2861、MZ-2500シリーズシステム情成図を参照してください。）

メモリ・ FDD関｛系

周辺機器

R:256KB ・… ・…・・…・・RAM容量256KB；が必要
GR:128KB…・・・… … グラフィックRAM128KBが必要
FDD:Z……・・・・・……・・…フロッピーディスクドライブ2基必要

特定機種が必要なものについては型番表記
MZ-1V01……・…・……－－イメージ情報ステーションが’ijb要
その他については品種名表記
モデムー …...・H ・－－…・・規格を満たすモデムが必要

記号、略号表示について

CP/M・・・・H ・－・…ー……PCP/M(MZ-62001）が必要
CP・・H ・H ・.....・H ・－・・・・・・・・カラープリンタ使用でカラー印字可能
JR・・ぃ…・・ …・…・・辞•ROMがあると便利

・その他の注意事項

22/20・…・・・・・…・・・・・・・・…・3.5マイクロフロッピー版でMZ- 2200/2000モードで動作

するもの

調阪本号の妃事は昭和62年4月末日現在のものです。
機CP/Mは米国デジタルリサーチキ土の登録商標です．
※MZ-2861 /2520の動作確~はシャープでおこなっており ます．

本誌は、現在発売されているアプリケーションソフトについて、メーカーから入手し得た情

報をそのまま集録の上、掲載しております。これらのアプリケーションの内容および著作権

などの諸権利関係に関しては、葬社はいっさい確認及び評価はしておりません。本紙はアプ

リケーションを皆様に紹介するものであり、保証または推薦するものではありません。掲載

内容については正確を期しておりますがご購入にあたっては、記事内容・価格・仕様・シス

テム構成・発売予定時期・在庫など、詳細を必ず掲載各メーカーにご確認願います。



｜日本語ワードプロセッサ｜

名称
媒体・価格

メーカー名
（円）

概要

一括入力、イラスト入力など多彩な編集印刷処理で抜群のコ

Neo WORD Super 28,000 新電子システム ストパフ才一マンス。カラー印刷・通信機能対応て・楽しい応用

が可能です。

SUPエEイRテ春ィ望プ
ワープロはもちろん、データベース、グラフィックス、オートログイ

クリ II 
34,800 デーピーソフト ン対応のパ‘ノコン通信など各種機能を充実。パーソナルユー

ス向けの本格的統合化ワープロソフト。

日本鱈ワープロユーカラK2とユーカラK2ターボキットをセットに

ユーカラK2+ 28,000 東海クリエイト した機能強化版。豊富な文字種・文字飾りで表現豊かな文書

作成が可能。回S対応の通信後能も標準装備。

ユーカラK2をさらに機能強化するユーティリティ。通信・外字・

ユーカラK2ターボキット 14,000 東海クリエイ卜 辞．メンテナンス・ファイルコンパータ機能の迫力日と辞書ROM

をサポートします。

｜英文ワードプロセッサ｜

Peach Text 
マイクロソフトウエア ー

29,800 アソシエイソ 編集・文書管理機能l』 優れた英文ワードプロセッサ‘ノフ九

｜簡易言語・データベース｜
カード数最大4000件。豊富な検索担豊能て使いやすさと様4な

電 子カードKF-3 44,800 スガヤ 印刷処理俄能を備えた汎用情報管理システム。優れた日本

跨処理能力でワープロ代わりにも利用可能。

マクロ命令て・複雑な演算処理がて・きる表計算型簡易言語。

Hu CAし日本鰭 45,000 ハドソン 日本鰭版て

車代わり、ワープロ代わりとしても利用できます。

計算・検索・並ぴ替えなど、データ処理機能に優れたリレーシ

ピジレス 48,000 MASH SYSTEMS ヨナルデータベース。マシン館記述で高速処理。宛名や各種

帳票のプリントアウトも可能な本格的ソフトです。

“ピジレス”をベースにプログラミング機能を強化。アプリケー

ピジレスAD 98,000 MASH SYSTEMS ションを作成すれば、業務別専用ソフトに早変わり。ピジレスシ

リーズ間でデー列車共有可能です。

リレーショナルテ・ータベース“ピジレス”の機能をそのままに、伝

パ ー ソナルピジレス 28,000 MASH SYSTEMS 票発行コマンドを除きました。文字通りパーソナルな利用には

うってつけのエコノミーパージョン。

ポピュラーな褒計算ソフト。高速処理、他ファイルからのデータ

Microsoft Multiplan 40,000 マイクロソフト 復写、カナ漢字変換システムによる日本語入力、MS-DOS用
Multiplanとのデータ共有化も可能。

復数ワークシート聞の集計計算や強力な再計算機能などを

SUPER CALC 2 29,800 マアイソクシロエソイフソトウエア 備えt.－日 コマンド式表計算型簡易言語。貌切・便利なヘルプメ

ッセージでも実務計算、データ処理が簡単に行えます。

アルゴ機能上で動作する簡易カード型データベースソフト。

SIMPLE 08愛ちゃん 9,800 ロータス BASIC、テレフ才ンソフトを使用中に呼び出し利用可能。アイコ

ン表示で録作は簡単、通信機能もサポート。

｜業務・業種パッケージ｜

使用可能機種
園圏園園
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UK-Turbo 
財務管理システム

48,000 ウラカワ電気店
入出金、fl替伝票をもとに各種財務諸表を出力する簡易財

務会計システム。科目名入力はすべてコードで簡単・迅速。10101010
小規模企集向けに最適化したシステムです。

新聞店顧客管理システム 85,000 かたぎり

新聞販売業務の中で、地場別・配達者別・集金者別など、い

ろいろな形で領収書発行ができます。さらに、宛名印刷や解 10101010
約者処理など、総合的な顧客管理が行えます。

・縄随アプリケーンヨンについて(f)お問い合わぜt車、書ソフトハウス、販売元へ釘．いします．

・アプリケーシヨンソフト白内書‘パグなどについて由責任U算社では貴いかねます伺で、ご7量〈ださい．

＠ 

備 考

F00:2、JR、CP、モデム

FDD:2、CP、マウス、モデム

FOD:2、JR、CP、モデム

FDD:2、JR,CP、モデム

CP/M 

R: 256KB、GR'l28K目、
FDD:2、JR

JR 

JR 

JR 

FDD:2、JR

CP/M 

R:256K目、モテ’ム

R・256KB、FOO：・2、JR

R:256K目、 GR:I 28KB、
FDD:2、JR



｜業務・業種パッケージ｜

名称
.体・価格

メーカー名
（円）

概要

学習塾管理システム 95,000 力、fこぎり 学習mの運営管理に必要な、生徒の管理・成績の管理・月

2射の管理を一体化した総合システムです。

［実漢戦字グ］QC管理（A) 30 000 近後コンビュータ
QC 7つ道具として利用される特性要因図、パレート図、分散

図、ヒストグラム、機グラフなど10種類のグラフを短時間に作
サービス

成・出力します。見やすい日本語表示。

実［漢戦字！）QC管理（A) 40 000 近後コンビュータ
。“3実2戦－R'＇‘~~管理（A）”の機能に加え、“実戦！！QC管理（B）”
x 、x R管理図て作成したデータファイルやランダムに取UTY付・ サービス

り出したデータで度数褒やヒストグラムを作成。

［実漢戦字グ］QC管理 （B) 40,000 近サー自民ビコスンビュータ
QCに必要な8種類の管理図を作成。JISZ9021、Z9023準拠の

管理図、データシートが作成・出力できます。x管理図、x-R管
理図、x-R管理図などが作成可能。

［実漢戦字グ］QC管理 （B) so 000 近後コンビュータ
”実戦I/QC管理（B）”の機能に加え、x-R、x-R管理図で作

成したデータファイルまたはランダムに取り出したデータで、Tl
UTYイ寸 サービス

数表やヒストグラムを作成できます。

21 000 近Illコンビュータ
“実戦！！販売管理”・“イ士入管理”と商品元帳を共用。件数は

実戦！！在庫管理［漢字］ 最大1700。全商品数100万未満、合計金額l億円未満。商品
サービス

元帳、在庫一覧、適正在庫過不足一覧などが作成可能。

23 000 近畿コンビュータ
“実戦！！販売管理”・”在庫管理”と商品元般を共用。件数は

実戦グ仕入管理［漢字］ 最大1700。仕入先元帳、商品元帳、支払日計表、買掛残高表、
サービス

仕入先別・商品別仕入日E十月針表などが作成可能。

25,000 近サー畿ビコスンビュータ
“実戦！！仕入管理”・“在庫管理”と商品元帳を共用。件数は

実戦グ販売管理［漢字］ 最大l700.得意先元帳、商品元帳、得意先~IJ売上回計・月針
表、合計絹求書など各種帳票が出力可能です。

45 000 近後コンビュータ
元帳件数2000・月間総伝票行数ω∞・得意先l件当たり月

実戦グ販売管理II［漢字］ 間伝票行数1000。売上伝票、情求明細・、得意先別売上目
サービス

Z十明細書の他、 17種類の出力帳漢で強力な管理が可能。

20 000 近餓コンビュータ
ユーザが用途に合わせて項目内容を自由に役定可能。顧客

独占グ情報管理［漢字］ 管理・文献管理など幅広く多目的に活用できるデータ管理ソ
サービス

フ卜。画面表示、一覧表出力、宛名印字も可能です。

タクシー業務管理
、ビューターサー 営業日報を入力するだけで、運送事業給送実績報告書の基

148,000＊ピスSAKAMOTO 礎データの集計、簡求書発行、運転士・車両別営業管理がワ
一プロ感覚で行えます。給料計算（オプション）も可能。

給（ガ与ッ計ツ算・サラリー2)
コンビュータ・

登録社員数100名、所廃件数10件、銀行件数30件、市町村件
129, 000 

シティー
数30件。給与・貸与支払一覧表、年末鯛整一覧表、給与支払

報告書、賃金台帳を作成・出力します。

現（ガ金ッツ出納・ゲ帳ンキン）
コンビュータ・

科目件数150件、出金・入金伝票よりl日20件まで登録可能。

28,000 
シティー

科目別明細・月別明細の画面上での確認や、現金出納帳の

作成が可能。しかもデータの追加・変更が簡単にできます。

在（ガ庫ッ管ツ理・ザイコマン）
コンビュータ・

商品件数999件、月4明細行4500行。入出庫日報、在庫切れ
48,000 

シティー
商品一覧表、商品別在庫明細元帳、商品~IJ入出庫月報の作
成、商品元帳明細、在庫切れ商品の画面確認が可能です。

財（ガ務ッ会ツ計・ザイムマン）
コンビュータ・

動定科目数250、摘婆件数250、月4明細ft大4500行、 1科目

49,800 
シティー

当たり元帳明細最大4000行。合計残高鼠算表、繍益計算書、

貸借対照表、現金出納帳などが簡単に作成できます。

仕（0出しシ店ダシ周）販売管理 no 四 000 コンビュータ・
得意先件数800、商品件数500、日報件数量大720。得意先別

日 ~lj商品集計締求明細書作成機能のほか、集金目別集金h/ ’ シティー
予定者一覧、日報、精求明細は画面上でも確認可能。

理万能（ガ販ッツ売・仕ハ入ン明パ細イ）在庫管 no 四 ，000
コンビュータ・

得意先500件、イ士入先300件、商品900件、月身明細5000行。

シティー
納品書、情求明細書、在庫管理、イ士入元帳、繍求、イ士入明細

画面確Ml可能。得意先コード指定OM作成も可能です。

万（レ能ッ販売管理合イ）計繍求書 68 000 コンビュータ・
納品書、合計指求書はもちろん、売上入金イ士入、在庫管理ま

で幅広く利用可能。得意先件数最大1000件、商品件数は最
ツ・，、ン，t ’ シティー

大2000件まで可能です。

万能顧客管理 49 800 コンビュータ・
登録件数600件、 1カード当たり自由項目録大20項目。一括変

換相豊能、再検索機能を追加。DM発行から情報検索まで、カー
（カード・パンクV3.1) ’ シティー

ド型データベースとして充実した機能をもっています。

使いやすさに徹した簡易顧客管理システム。会費14項目、情

ともだちくん 18,000 システムRAM 報 10項目を自由に般定可能。重富な検索後能と会費管理資

料により、会費処理のある顧客管理に最適です。

漢字カラー画面との対信式で、誰でもできる簡単操作。，E奮
かみゆいさんVer2.1 98,000＊ システムRAM な日次月次売上管理帳票、宛名シール、売上分析用円グラ

フ・簿グラフに加え、サービス用バイオリズムも出力可能。

商品登録100目、最大300件の見積OK.A4、BSサイズ用紙への

見積書 9,800 スガヤ 印字が可能で手書き感覚のやさしい入力。3000語のまでの辞

．追加訂正可能。外字作成機能付き。

各医院からの受注を管理するほか、売上伝票および輔求書
歯科技工士”周（受販注売管繍理求有管） 400,000 TCRインターナショ には、治療対象部位も同時に印字。医院別金属利用一覧表
理ラポ〈ん ナル も出力可能でキメ細かな管理が実施できます。

用（受販注売管繍理求無量管） 発上伝票および繍求．には、治療対象部位も同時に印字。
歯号事ヱ宅 湖 000 W ン？ーナシヨ医院別金属利用一覧表も出力可能でキメ細かな管理が実
理ボ〈ん ナル 施できます。

・掲鰻アプリケーションについての釘問い合わせは、書ソフトハウス‘贋売元へお・いしSす．

・アプリケーシヨンソフト町内耳且パグなどについての置怪は舞社では貴いか拍車す町で．ご了承〈ださい．

＠ 

使用可能機種
園園田園
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備考

R・256K目、 GR:128K目、

FOD:2、JR

R.256K目、 GR.128K目、
F00:2、JR

R:256K目、 GR:128K B、

F00:2、JR

R: 256KB、GR:l28K目、
Foo:2、JR

R 256KB、GR.128K目、
FOD:2、JR

FDD:2、JR

FOD:2、JR

Foo:2、JR

R:256KB、FOD:2、JR

FOD:2、JR

R:256K目、GR:128K目、 JR、
J、ードディスク

R:256KB、F00:2、JR

R:256K目、FDD:2、JR

R:256KB、F00:2、JR

R:256KB、F00:2、JR

R:256K目、FDD:2、JR

R:256KB、FDD:2、JR

R: 256K目、FOD:2、JR

R:256K目、FOD:2、JR

R:256K目、JR、モデム

R:256K目、JR

R:256KB、GR:l28K目、
F00:2、JR

R:256K目、FOD:2、JR

R:256K目、Foo:2、JR



｜業務・業種パッケージ｜

名称
媒体・価格

メーカー名
（円）

概要

販 売在庫管（キ理ーシボスーテドム周
日次処理からの締日の獅求、月次の売上・在庫管理、年次処

128,000 TCRインターナシヨ 理まで一貫して行えます。JISキーボードの像作に慣れている
“本絡 派” ） ナル 方には、このタイプが効率的です。

販“本売格在派庫”管（タ理ッチシステム TCRインターナシヨ 日次処理からの締日の繍求、月次の売上・在庫管理、年次処
パネル用） 148,000 ナル 理問で一貫して行えます。タッチパネルの利用で、顧客名、商

品名を直接入力可能。誰でもできる簡単像作。

顧客の登録・変更が簡単にできます.sつの検索条件により必

顧客リスト 22,000 日基工業 要な情報を選ぴ OM発行・台帳作成ができます。lディスクあ

たり1500名の登録・管理が可能。

生徒の身体測定・検査結果をコンビュータで管理。身長・体

身体状況一覧表 22,000 日基工業 重の入力でローレル指数を自動計算。学年・クラス軍I］身体状

況一覧表の作成や異常所見者の検索もできます。

生徒の学年別ケガの発生状況、曜日別保健室利用状況など

保健室利用状況 22,000 日基工業 を集計して印字・出力。日常の学校保健の的確な状況把握

に役立ちます．

各備品の保管場所、購入年月目、廃棄備品などをトータルに

校用備品管理 22,000 日基工業 処理します。管理台帳、保管喝所一覧表、廃棄備品一覧表を

画面で確~・印字するニとができます。

偏差値の自動計算はもちろん、クラス毎の教科別または合計

成績管理 22,000 日基工業 点別成績順やlit験結果の度数分布グラフ化の表示・印字も

可能。1クラスso人で10クラスまで登録処理可能。

各固定資産の償却額を入力することにより、決算期、申告期

固定資産台鰻 44,000 日基工業 に回定資産の原価償却額を自動計算します。台慢は画面上

でも印字出力でも確Ml可能。登録対象資産300件。

エ 豊富な機能を持った多変量解析パッケージ。回帰介析・クラス

micro MUL VA 2 80,00日 マイクロソフトウア 夕一分析・因子分析など13種類の解析妓法とそのためのデ
アソシェイツ ータ編集、予備処理プログラムからなります。

SL-MICRO 
マイクロソフトウエア 記述統計、頻度表、クロス集計表、ピアソン相関係数、震回帰

80,000 アソシエイソ 分析の5種類のプログラムを持つ統計パッケージ。覚えやすい
SPSS言騒の採用で、誰でもすぐに利用できます。

現金出納鰻プログラム 128,000 マ平イ和コ台ンシティ
現金出納帳をle入する要領で、概算利益褒や膏色申告に必

“元気〈ん”
要なものなど8種類の帳票類を自動作成・出力します。勘定科
目数150、摘要項目数300、月間入力行数600。

販売管理プログラム 148 000 マイコンシティ
売上・納品伝票・明細付き筒求書・明細付き支払書を発行。
得意先200件、仕入先so件、商品500件、月間取扱行数

“日月細さん” 平和台
10,000。得意先・イ士入先・商品はコード・略称て登録可能。

15 000 ラウンドシステム
lディスクに999人の氏名・郵便番号・住所・電話番号・会社

ス－I'~－アドレス 名・6桁のキーを登録して、どんな手懸かりからでも自由自在
研究所

に検索可能。リストや宛名シールの印刷もできます。

128 000 ラウンドシステム
科目を自由に役定できるので、機喝な集積・帳簿作成に利用

スーパー財務／テレビ元帳 可能。仕訳データは日付に関係なく入力可能。月締めなしの
研究所

高速処理。像作途中て・停電してもデータは安全。

Qシリーズ スーパー財務／ 68 000 ラウンドシステム
スーパー財務／テレビ元帳のジュニア版。科目数・イ士訳件数・
処理スピードは同じでユーザシステムの鉱張性だけを制限し

テレビ元帳 ’ 研究所
ました。上位システムへのパージョンアップ可能。

スーパー財務／部門別損益 30 000 ラウンドシステム
スーパー財務／テレビ元帳て作成したデータディスクを利用し、

部門~IJの指定期間における損益計算．を作成・印字。処理
計算書 ’ 研究所

対象は48部門（コード3ケタ）・999分類まで。

｜教育・学習｜
しりとりゲ ムで単語力をアップ。ジュニアコ スには文部省

英単絡しりとりゲーム 7 ,800 CAI英数怠 の必須490絡を含む11001善が登録済みで受験対策にも即応

用可能です。学校・mで利用できる成績管理機能付き。

中学1年 英 語完全マスタ
ニューホフイズン1年完全準拠版の英単鱈学習ソフト。ユニ

5,800合 CAI英数m クな方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認する
ー（ホライズン）

ステップ方式。予習・復習・試験対策等に憲適です。

中古学2年美 話完 全マ スタ
ーユーホライズン2年完全準拠版の英単結学習ソフト。ユニ

5,800* CAI英数塾 クな方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認する
一（ホライズン）

ステップ方式。予習・復習・試験対策等に鰻適です。

中学31!手 英 語 完 全 マ ス タ
ーユーホライズン3年完全準拠版の英単鱈学習ソフト。ユニ

5,800* CAI英数m クな方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認する
ー（ホライズン）

ステップ方式。予習・復習・試験対策等に愈適です。

中学1：年英語 完全マスタ
サンシャインl年完全準拠版の英単館学習ソフト。ユニ クな

5,800会 CAI~数m 方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認するステ
一（サンシャイン）

ップ方式。予習・復習・E式験対策等に最適です。

・禍値アプリケ－~ ヨ ンについての釘問い合わせは、骨ソフ ト ，、ウス、服売元へお鳳いします．
・アプリケーシヨンソフト町内書、パグなどについての貴置は舞金土では貴いかねますので．こ’7承〈ださい．

＠ 

使用可能機種

園圏圏図
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備考

R・256KB、Foo:2、JR

R:256KB、F00:2、JR、タッ
チパネル複

R・256KB、FDD:2、JR

R・256KB、FDD:2、JR

R:256K目、F00:2、JR

R:256K目、F00:2、JR

R:256K目、Foo:2、JR

R:256KB、F00:2、JR

CP/M 

CP/M 

R:256KB、F00:2、JR

R:256K目、F00:2、JR

R:256KB、Foo:2、JR

R:256K目、FOO:・2、JR

R:256KB、Foo:2、JR

R: 256KB、Foo:2、JR

•K・520



｜教育・学習｜

名称
媒体・価絡

メーカー名
（円）

概 要

中学2~手笑話完全マスタ サンシャイン2年完全準拠版の英単話学習ソフト。ユー クな
5 , 800合 CAI~数怠 方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで硲寵するステ

一（サンシャイン）
ップ方式。予習・復習・政験対策等に.適です。

中 古学 3~手英語兜会マスタ
サンシャイン3年完全準鎚版の英単話学習‘ノフ卜。ユニ クな

5,800合 CAI英数m 方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認するステ
一（サンシャイン）

ップ方式。予習・復習・絞験対策等に最適です。

中古学1年笑話完全マスタ
ーユータフウンl年完全準拠版の英単語学習ソフト。ユーーク

5,800合 CAI実数怠 な方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認するス
ー（クラウン）

テップ方式。予習・復習・獄験対策等に.適です。

中古学2年英語完全マスタ
ーユークフウン2年完全準製版の英単語学習‘ノフト。ユー ク

5,800合 CAI英数塾 な方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確認するス
一（クラウン）

テップ方式。予習・復習・政験対策等に最適です。

中学3年英語完全マスタ
ニュークフウン3年完全準拠版の英単諸学習ソフト。ユニ ク

5, 800合 CAI~数m な方法で意味・スペルを徹底練習し、実力テストで確犯するス
一（クラウン）

テップ方式。予習・復習・試験対策等に最適です。

カセットァープとの連動によりパソコンと対鋸しながら英会話
English Jump 98,000 システムヱイド がマスターできます。個人別成績管理、録音・再生等の機能

でよりキメ細かい英会話学習が可能です。

ワープロ感覚で色4な問題が簡単に作成できる学習用ソフト。
暗記名人 6,800 東ケ丘学習教室 自作した問題を暗記・練習・テストの3段階で無理なく学習で

きます。漢字入力・成績管理・外字等、機能も豊富。

教科書 学習ガイド
教科書禿全対応版。4段階のレベルで無理なく学習できます。

5,000 東ケ丘学習敏室 データ文を変更するだけでオリジナル学習ソフト作成可能。一
（中1ホライズン）

字一句チェック・鉱大文字表示など機能も隻富。

教科書 学習ガイド
教科書完全対応版。4段階のレベルで無理なく学習できます。

5,000 東ケ丘学習教室 データ文を変更するだけてオリジナル学習ソフト作成可能。一
（中2ホライズン）

字一句チェック・鉱大文字表示など機能も豊富。

教科書 学習ガイド
教科．完全対応版。4段階のレベルで無理なく学習できます。

5,000 東ケ丘学習教室 データ文を変更するだけでオリジナル学習ソフト作成可能。一
（中3ホライズン）

字一句チI'；／ク・鉱大文字表示など機能も重富。

教科書 学習ガイド
教科．完全対応版。4段階のレベルで無理な〈虫学習できます．

5,000 東ケ丘学習教室 データ文を変更するだけでオリジナル学習ソフト作成可能。一
（中1サンシャイン）

字一句チェック・鉱大文字表示など機能も豊富。

教科書 学習ガイド
教科書完全対応版。4段階のレベルで無理なく学習できます。

5,000 東ケ丘学習教室 データ文を変更するだけでオリジナル学習ソフト作成可能。一
（中2サンシャイン）

字一句チェック・鉱大文字表示など機能も豊富。

教科書 学習ガイド
教科書完全対応版。4段階のレベルで無理なく学習できます。

5,000 東ケ丘学習教室 データ文を変更するだけでオリジナル学習ソフト作成可能。一
（中3サンシャイン）

字一句チェック・鉱大文字表示など機能も豊富。

一 団

／＇＼ソコンファクス25
MZ-2500シリーズとMZ-IVOIを接続し、イメージ編集機能と高

(IP-1243) 
30,000 シャープ① 級ファクシミリ機能を持つグラフィック・コミュニケーションシステ

ムを構築します。

各種情報ネットワークのアクセスやパソコン通信が楽しめる通

FREE CALL 6,800 シスポート 信ユーティリティ。主要なBBSネットのデータが登録済みで、買

ったその日からログイン可能。

通信先をデーターベースで持ち、2量定された時刻に複数の相

Mail Messenger 19,800 シスポート 手先に向け、指定したファイルの自動転送を行います。同報通

f童、ポーリングも可能な本絡派。

憧れのBBS局が手軽に始められます。漢字コードの異な

TOWN BBS Ver4. 0 39,800＊ シスポート る機種やANK織末にも対応し、 Xモデムプロトコルもサ

ポート。機械鱈のプログラムやデータの送信が可能です。

言 実務で定評あるTSSターミナルソフト。商用データベース、ホス

PCOM 25 30,000 Jス・ーアソシナスル卜・ピジネ トコンビュー夕、BBSなどへのアクセスに幅広く利用可能。通信

速度300～9600bps。VT-80エミュレータ機能付き。

・掲也アプリヶーνョンについて同釘問い合わぜは、各ソフトハウス、短売元へ釘．いし傘す．

・アプリケーンヨンソフト田内書、パグなどについての責任は界社では貴いかねますので、 ご了承〈だ~い．

＠ 

使用可能機種

園闘圏園
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備考

F00:2 

R・256K目、GR:128K目、FOO:
2、MZ-IVOl,MZ-IU09、MZ-
IE32、RAMディスク、マウス

モテ．ム

R:256K目、GR:128KB、JR、
モデムホン

R 256K目、 GR'128K目、
FDD:2、JR、モテ’ムホン

モデム



｜開発言語・ツール！

名称
媒体・価格

メーカー名
（円）

概要

BASIC＆テレホンソフト
アルゴエディタ、カレンダー機能の追加、日本悟入力機能の強

V2. D(MZ-6ZD10) 
10,000 シャープ① 化など、さらに使いやすくなったBASICとテレホンソフトのセット。

．院とのファイル変換も可能です。

PERSONAL CP/M 
CP/M2.2と上位互換性を保ち、家庭・敏育・スモールビジネス

(MZ-6Z001) 
16,800 シャープてD 周に開発されたOS。CP/M周の豊富なアプリケーションが使

周できます。WORDMASTER付属。

科学妓衡計算に適した高級言館。ANSト66の標準FORTRAN
FORTRAN(IP-1213) 13,800 シャープ③ に準鎚し、さらに拡強担豊能が追加されています。また、トレース

スタイルのデJ~·;tグが可能で、使いやすくなってL、ます。

術進化プログラミングなど、優れた特長で注目されている言露。

C(IP-1214) 13,800 シャープ③ BOS C Compilerのサブセット。コンパイル・リンクも高速で、シス

テム開発に威力を発郷します。

ANSト74の標準COBOLに準拠し、Level2のいくつかの機能を

COBOL(IP-1215) 13,800 シャープ。 鉱張。有効桁数やファイルの定義等も容易で、ビジネスアプリ

ケーション開発を強力にサポートします。

入門用に鰻適な”STIFFUPPER LISP”をベースに機能鉱張。

LISP(IP-1216) 13,800 シャープ③ 効率の良いリスト処理が特長で、PROLOGとともに人工知能

研究の中心的な書館として幅広く活用されています。

「第5世代コンピュータ計画jの核言語モデルに採用された、

PROLOG (IP-1 217) 13,800 シャープ。 話題の人工知能書跨。述館理自由にもとずくプログラミング言
鰭で注目されています。DEC-10Prolog準拠。

事務処理用BASIC言語。事務処理に不可欠のファイル管理

C BASIC 37,500 マイクロソフトウェア 機能を充実。実行はインタプリタ／コンパイラ型で、2進化10進
アソシェイツ 法、倍精度演算も可能です。

ビジネス周に強'ftされたBASICコンパイラ。ソースレベルでC
C BASIC COMPILER 130,000 マアイソクシロソイフソトウェア BASICと完全コンパチブル。大規機アプリケーションの開発に

エ も対応、高速実行が可能です。

ISO標準イ士織に準拠した、高速Pascal雷跨コンパイラ。ストリン

TURBO PASCAL V3. 0 22,000 マイクロソフトウェア グ、ファイル処理周関数を充実。スクリーンエディタも練準装備
アソシエイツ しています。

RGY社によって機能強化された8085CPUFORTH言語コンパイ

FIFTH 80 90,000 マイクロソフトウェアフー。アセンブル、リンクが効率よく行え、システム開発に威力を
アソシェイツ 発揮します．

RGY社によって機能強化されたZBOCPUFORTH書館コンJfイラ。

FIFTH ZBD 90,000 マイクロソフトウエア アセンブル、リンクが効率よく行え、システム開発に威力を発
アソシェイツ 揮します。

XFIFTH 86 
90 000 マイクロソフトウエア FORTH’79に準拠したクロス・コンパイラ。MZ-2500シリーズ上

アソシェイツ で8086CPUを対象としたプログラム開発が効率よく行えます。

DR Assembler Plus 50 000 マイクロソフトウェア総合アセンブラ・ツール。各種雷鱈で開発されたオブジェク卜
Tools ’ アソシェイツ ファイルをリンクすることが出来ます。

CP/MのDDTとコマンドコンパチブルのインサーキット・デバッガ。

IDT-ZBD 158,000 マイクロソフトウェア コントロールCPUにZSを採用、接続はRS-232Cインターフェイス
アソシエイy により行います。

イクロソフトウ ア CP/MのDDTとコマンドコンパチブル、8085CPU対象のインサー
IDT-85 158,000 マアソシエイソ エ キット・テ’パッガ。コントロールCPUにZSを採用。緩続はRS-232

cインターフェイスにより行います。

MZ-2500シリーズから完全にリモートコントロールでき、CP/M
旧T-ROMWRITER 108,000 マアイソクシロヱソイフソトウzア ファイルを自由アクセスできる超小型ROMライター。プログラム

のROM化が容易に行えます。

Small-C/Small-MAC 
P-CP/M周Hendrix版C言語コンパイフと、単独でも使用可能

12,800 コムI~ ッ ク なマクロアセンブラをパッケージング。システム開発を強力に
パッケージ

サポートします。

｜ユーティリティ｜
画面4分割機能付きディスアセンブラ。マシン鱈の解析に、ハ

ディスアセンブラ T 3,000 計測技研 ンドアセンンブルの確認に、マシン語の学習に幅広〈活用でき

ます。

PC-8801シリーズ→ MZ- 3,000 計測妓研
PC-8801シリーズのBASIC(N88-BASIC VI /V2/N88日本経

2500テキストコンバータ BASIC等）で．かれたプログラムをMZ-2500用に変換します。

PC-8001シ リーズ→ MZ-
PC-8001シリーズのBASIC(N-BASIC/N-80BASIC/N80SR-

2500テキストコンバータ
3,000 E十測妓研 BASIC/N82-BASIC/N20-BASIC等）で．かれたプログラムを

MZ-2500周に変換します。

・禍鼠アプリケーンヨノについてのお問い合わぜ陪、書ソフトハウス、販売元へお願い1.-tす．
・アプリケーションソフト町内書、パグなどについての貴缶同弊社で1：貴いかねますので．ご7承〈だ~い．

＠ 

使用可能機種
園圏圏園

調隆

’‘ 。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。
。。
。。。。
。。
。。
。。
。。
。。
。。
。。
。。

． 。． 。
． 。． 。
． 。． 。

備 考

R:256K目、JR、モデム

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

R:256KB 

R: 256KB 

’IMZ-Z531 MZ-Z5却には間楢されてい＇す ．



｜ユーティリティ｜

名称
ii体・価格

メーカー名
（円）

概要

PC-6001/6601→ MZ-
PC-600 I /660 IシリーズのBASIC(N60-BASIC/N60SR-BASIC/

2500テキストコンバータ
3,000 計測技研 N66・BASIC/N66SR-BASIC等）で．かれたプログラムをMZ-

2500周に変換します。

FM-7/77→MZ-2500 
FM-7/77シリーズのBASIC(F BASIC VI . 0/2. 0/3. 0/3. 3/ 

テキストコンバータ
3,ooo m則妓研 3.5/4.0/4.3/5.0等）で書かれたプログラムをMZ-2500用に

変換します。

MSX/MSX2→ MZ-2500 
3,000 計測技研

MSX/MSX2のBASIC(MSXBASIC VI .0/2.0等）で書かれたプ

テキストコンバータ ログラムをMZ-2500用に変換します。

目立S1/L3→MZ-2500
SI／ベーシックマスターレベル3シリーズのBASIC(SI BASIC/ 

テキストコンバータ
3,000 計測妓研 LEVEL3 BASIC等）で書かれたプログラムをMZ-25001宥に変

換します。

ユーザー辞書 RAM変換 5,000 
、ビューターサー システム起勤時にユーザー辞書ファイルをグラフイツクRAMや

プログラム
ピスSAKAMOTO RAMディスクに自動転送。辞書ROM並の文節変換が行えます。

ハードディスクにも対応可能。

MZ-2500のBASICM-25、S-25を機能強化。LOAD＊、COPY＊、
File Utility(UT-25F) 6,800 テレシステムズ GET Files等のコマンドを追加、ファイル処理犠能をさらに充実

させました。

EXTRA HYPER DISK 10 000 
IPL起動のテープ版ソフトを、簡単な録作によりディスクへ登録

BLUE SKY できるディスクユーティリティソフト。複数分割のソフトもターゲ
MONITOR 

ットプログラムにより対応可能。

EXTRA HYPER DISK 
”EXTRA HYPER DISK MONITOR”に、データディスク作成機能

MONITOR＋α 
14, 000 BLUE SKY を追加。IPL起動のテープ版ソフトを数多くお持ちの方にお勧

めします。

IPL起動のテープ版ソフトを、簡単な操作によりディスフへ登録

H.Sコントローラー 9, 600 BLUE SKY で5きるディスクユーティリティソフト。ただし、プロテク卜のかかっ

たソフトには対応できません。

全てのデバイスにアクセスできるユーティリティソフト。うっかり

スーパー修理屋さん 12, 000 BLUE SKY 消してしまったプログラムの復活や、他のテ・パイスへのプログ

ラムの転送が可能になります。

SUPER DEVICE 
“スーパー修理屋さん”に通信機能を追加。各種デバイスのデ

MONITOR“T” 
13, 000 BLUE SKY ータを特殊な方法により圧縮し、セクタ単位てiB高速に転送し

ます。

Access Manager 
マイクロソフトウzアデジタル・リサlーチキ土の各種言騒に適用可能なファイル・アク

84,000 アソシエイソー セスユーティJティ。ファイル入出力が高速，＿、効率よく行えま
す。

マイクロソフトウア ディスク上のクイック‘ノート、ターミナルのインストール等、TUR-
TURBO TOOLBOX 17,000 アソシヱイソ ::r: BO PASCAL上での開発をサポートするユーティリティソフトの

パッケージ。

TURBO PASCAしのサンプル・プログラム集。1/0エラーチェック、

TURBO TUTOR 12,000 マアイソクシロエソイフソ－トウエア 7ー、Jダマイズ等、すく・lー－ 役立つプログラムが豊富に入っていま

す。

Super Basic 98コン，tータ 6,800 ロータス
PC-98010)ソフト（NBS-BASIC）を2D、ZDDディスクから直接コ

ンパ一九、ノフトウz7’資産の有効利用が可能になります。

株価チャートディスプレイ
日足、ローソク足、移動平均線など株式の機喝なチャートを、カ

9,800 ウスヰ ラーグラフィックスで表示。メニュー選択方式の採用で、操作
チャート君2

は簡単に行えます。

20,000 近サー畿ビコスンビュータ
400日分の線価と出来高を管理できます。画面左に移動平行

実戦グ株価分析［漢字］ 線と出来高を、画面右に逆ウ:t•;tチ曲線を表示。比較により、
売り時・買い時の判断を容易にしました。

研修、経営実践テキストとして最適なビジネスシミュレーシヨン

トップマネジメント 19,800 光栄 ゲーム。プレイヤーは経営者となって意志決定を行い、同業

他社と重量います。

FUJIX TVフ才トプレーヤーとのシステム化により実現したPOP
Pop Magic 59,800 シスポート 作成ソフト。FUJIXで映し出される画像にテロップやナレーショ

ン・BGMを合成することができます。

科目は20、月別に500行までの収支の登録が行え、年閉また

家計簿 9,800 スガヤ は、月の収支一覧表、梅グラフを表示（印刷可能）。便利な外

字登録機能Cle号・専門用鰭等）も付いています。

生年月日、調査年月日を入力することにより、体調、知性、感

バイオリズム 12,000 日基工業 情のリズムをカラーで画面表示します。登録件数は2500人。月

単位で印刷し、要注意日を教えて〈れます。

・縄眠アプリケーンヨンについての釘問い合わぜtム吾ソフトハウス、販売元へ~・C•l..I す．
・アプリケーションソフト町内容．パグなどについての慣佳惜舞社て·1：貴いかねますので、ご7ゑ〈だ~い．

＠ 

使用可向機種

園圏国国
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ヨ医l

． 
。

． ． 

。。
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備考

R:256KB 

R:256KB 

R:256KB 

R:256KB 

R:256KB、RAMディスク、ハ

ードディスク

22/20 

22/20 

22/20 

CP/M 

CP/M 

CP/M 

FDD:2 

22/20 

FDD・2、JR

R 256K目、 GR.I 28KB、
FDD:2、MZ-1024、FUJIX・2
R 256K目、 GR 128K 目、
FDD:2、JR

FDD:2、JR

ヨ医IMZ-2531のみ対応
媛2P<,lf-TV4（富士フィルふ）



名称
媒体・価格

メーカー名
（円）

概要

9 800 プロダ－1Tンド
グリーティング、ポストカード等を作成する簡易印刷ソフト。9種

THE Print Shop 類の書体と60種類のイラスト・パターンデータで、美しい印刷
’ ジヤJTン

物が手軽に作成できます。

THE Print Sh~ プロダ－ITンド
Print Shop専用グラフィックライブラリ。干支や星座、名所、乗り

GRAPHICS LI ARY 1 
4,500 

ジヤJTン
物など、ビジュアルサインや季節感あふれるイラストを120種集

めました。

THE Print Sh~A ブロダーバンド
Print Shop専用グラフィックライブラリ。動物や季節、スポーツ、

GRAPHICS LI RY 2 
4,500 

ジヤJTン
花など、ヒ’ジュアルサインや季節感あふれるイラストを120種集

めました。

THE Print Sh~）e 
3 800 ブロダーバンド

Print Shop専用グラフィックライブラリ。特に、季節に関係のあ

GRAPHICS RARY るものばかり、クリスマスカードや年賀状に最適なイラストを79

SPECIAL 
ジヤJTン

種集めました。

株価介析システムVer.Bをさらにパージョンアップ。ボリューム

株価分析システム Ver.D 150,000 マイクロポート レシオ、FANレシオなどの分析項目をプラス。投資家の頼もし

い味方になります。

6,000 マ企イ画コンシステム
アルゴ機能上で動作するカラーハードコピーソフト。MZ-IPl7

印刷ごfっこ を使えば、256色表示グラフィック画面のハードコピーが簡単

に作成できます。

｜グラフィックス｜
エス・ピー・シー

マウスを筆代わりに640X400ドット16色の鮮明なグフフィックス

Super Paint 12,800 ソフトウェア で簡単もi三可錨能くこ。イとができます。ファイルの保存・パソコン通信で
の転送 。 メージスキャナ標準サポー卜。

S拡u張eプrロPグaiラntム
コンビューターサ_ Super Paintを機能アップ。カラースキャナGT-3000、インクジ工

5,000 ピスSAKAMOTO ットプリンタ10-720/725、カメラ型スキャナISC-100、マウスタブ
レッ卜MT-20、ハードディスクなどをサポート。

機能、操作、実用性を徹底的に追及し開発された本格的グラ

tまれっと 18,000 ダイナウェア フィックツール。JET、ユーカラ、ユーカラ胞の文書データや

BASICのデータファイルを利用可能。

ドット単位て・の編集が可能な本格的グラフィックツール。録作

G-EDIT2500 8,000 データウエスト はキーボードでもマウスでもOK。MZ-2500の全画面モードサポ

ート。作成したデータはBASICて・簡単に利用できます。

Print Shopとのデータ互換により、ILLUSTBOXて作成したデ

ILLUST BOX 7,800 ロードス ータをPrintShopて慣用できます。3種類のカラーハードコピー

て使い方いろいろ。アイデアが生かせます。

｜ミュージック｜
64音色、リズム16パターンがプリセット。パラメータを設定して

FMシンセサイザーボード 24,800 ニッコーシ 自由な音創りが楽しめます。音声合成・サンプリングキーボー

ド対応。

メロディーとコードを入力するだけで、簡単に6重和音の自動

Sound Gal 7,800 ユニバース 演奏がて・きるミュージックエディタ。音色や伴奏パターンのパリ

ヱーションも豊富て・す。

・掲雌アプリケーシヨンについての釘問い合わぜU、各ソフトハウス、販売元へ釘願いします。
・アプリケーションソフト町内容、パグなどについての費量は型車社でIt貴いかねます町で、こ.，ゑ〈ださい．

＠ 

使用可能機種

園圏盟国

。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
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。。
。。。。
。。。。
。。。。

。。。。
ム。ム。

備考

CP、マウス、ジョイステイッ
ク蟻1

FDD:2、CP

CP 

R:256K目、GR:128KB、マウ

ス、モデム、スキャナ・2

R:256K目、GR:128KB、CP、
マウス、スキャナ、ハードデ

イスク

CP、マウス、MZ-IMIO

R.256K目、GR'128K目、
FDD:2、マウス

CP、マウス

キーボード削

R:256K目、GR:128KB 
2861/2520では自動ダピン
グ不可

議 lアタ ＇）社仕樽

削町一INS02(NEC)

複3YK-01, YK-20（ヤマハ）



名称
媒体・価格

メーカー名
（円）

概要

［ロールプレイング］

ハイドライド T4,800 キャリーラポ
妖精の王国フェアリーランドを舞台に、悪魔Jtリランスを退治

するジムの大冒険。リアルタイムRPGの名作。

リザード 6,800 クリスタJレソフト
怪獣リザードが姫にかけた呪いを解くために、リザードの手か

ら［真実の書］を奪い婦さねばならない・．．

夢幻の心臓 8,800 クリスタルソフト
劃lと魔法が支配する貧泉の世界。キミは、［夢幻の心臓］を探

し、夢幻界の秘密を説き明カャせるか。

夢幻の心臓II 7,800 クリスタJレソフト
夢幻の心臓シリーズ第2弾。魔王を倒し人間界へ、戦士の冒

検はついにクライマックスをむかえる／

コズミックソルジャー 8,800 エ画堂スタジオ
星暦3530年、一人の兵士が自由を求めて立ち上がろた。5つ
の惑星を舞台に、謎に満ちた物語が展開される。

トリトーン 6,800 ザインソフト
勇者トI）トーンは平和を取り戻すため、妖怪ベイ・パルーサに

立ち向かった。18個のアイテムをみつけ出せ／

未来 7,800 サ．イン・ソフト
地球は人口増加により、すでにパンク状態になっていた。レイ

ンポ一星雲への移住に向けて、調査に出発だ。

ウィザードリィ I 9 800 サーアイツク／ 6人の仲間とともに、悪の魔法使いワードナー退治に出発。地

フ才アチューン 下10階の広大な迷宮の中にはさまざまな敵が・．

メルヘンヴェールI 7,900 システムサコム
森の国フェリクスの王子が、魔法使いの手によって、世界の果

てに飛ばされてしまった。さて、王子は無事帰還できるか？

，、イドライドII 6 800 アイーアンドイ－ 前作を遥かに超えたスケール。地下に息づく邪悪な意殺を滅

ソフト ＇~し、フェアリーランドに平和を取り戻そう。

マーベラス 6,800 データウエスト
栄華を尽くした王国も、ただ1人の悪魔によって血に染められ

てしまった。「勇気ある者よ、誰か主の目をさましてくれ／J

ドルアーガの塔 6,800 電波新聞社
黄金の騎士ギルは“ドルアーガの答”に繍らわれたカイを救出

できるか。アクションロールプレイングの注目ソフト。

ザ・ブラックオニキス 7,800 ピー・ピー・エス
謎の宝石ブラックオニキスを求めて、ブラック？っーへ。地下迷

宮では、敵のモンスター違が待ち受けている。

ザ・ファイヤークリスタル 7 ,800 ピー・ピー・ヱス
ブラックオニキスを慢し出した戦士達は、次の目標て・あるファイ

ヤークリスタル目指してテンプルへ向かった。

レリクス 7,200 ポーステック
いま、大いなるドラマが幕を開ける。謎だらけの世界に、目的を

みつけ生き抜く事ができるか。

カレイドスコ プ（第1弾） 9,800 ホット・ピィ
基本世界で第3惑星の地位を獲得し、惑星ナセルで謎の機械

7万光年の胞子たち 化部隊と激突だ。史上初、マルチシナリオ方式。

カレイドスコ プ（第2弾） 5,800 ホット・ピィ
カレイドスコープ第2弾。あれから80年の月日が流れた。基本

発汗惑星 世界で第2市民の地位を獲得し、冒険世界へ。

カロレーイダドースセコットプ 4,800 ホット・ビィ
カレイドスコープ専用読み込みソフト。シリーズを通してキャラク

タを共有することができます。

ムーンチャイルド 7 ,800 ホット・ビィ
ステヲ姫を探して、ジユジュは今旅に出る。行く手には、数奇の

魔物が…。ナレーション入りカセット付。

リグラス 6,800 ランダムハウス
秘密の鍵ベルジュナを目指して旅に出るメイ。やがてクリスタ

ルは、リグラス創生の謎へと彼を導く。

［アドベンチャー］

アリオン 7,800 アスキー
BC2000年、エゲ海を舞台にギリシャ神話の世界が今始まる。

オリンポスへ旅立つアリオンの冒険。

リ・パース 7,800 エス・ピー・エス
過去の記憶を無くした主人公が、ただ一つ脳裏に焼き付いて

いる城の前に立った。なせ・自分はここにいるのだろうか？

道化師殺人事件 8,800 シンキングラビット
ロンドンから南へ50マイル、プフイトンに巡業中のサーカス一座。

開幕の朝、ピエロの死体が発見された。

探検隊第2弾 7,800 データウエス卜
魔境アマゾンの奥地で、古くから語り継がれている黄金宮伝

IJt。その情報を取材班がキャッチした。きて・・・。

デーモンクリスタル 6,800 電波新聞社
悪の化身シャルドに囚われた王女クリスを救い出すため、単

身で乗り込んだ戦士アレス／急げ王女のもとへ…

アビスII（帝王の涙）
6 800 ハミングバードソフ卜 帝王の涙、それは伝説の最終兵器。果たして無事に慢し出す

ことが可能だろうか。モズ・シパットの大官険。

地獄の練習問鍾
6 800 ハミングバード、ノフト 天使たちの共通一次試験。地獄で幾度の試練を乗り越えて

天国へ戻らねばならない。実国への道のりは遭いぞ。

パ ックトゥ・ザ・フューチャー 6,800 ポニー
キミは、映画の主人公になりかわって30年前の過去にタイムス

リップ。無事に両親を結び付ける事ができるか。

縄雌アプリケーションについての釘問い合わゼ陪、書ソフトハウス、販売元へ釘麟，， l, Sす．

・アプリケーシヨノソフト町内容、パグなどについての費量は欝社では貴いかねます田で、ご了承〈ださい．

＠ 

使用可貧機種

園圏盟国

． 。． 。
。。。。
。。。。
。。。。． 。． 。
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。。。。
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。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
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備考

22/20 

プヲックオニキスが必要

ローダーセットが必要

FD0:2 
2861/2520て・はカセット使用
不可

FD0:2 

mo:2 
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名称

英雄伝鋭サーガ

は～りい・1、おっくす

アグレス

殺人倶楽部

［シミュレーション］

A列車で行こう

五目並べ

機太平

F2グランプリ

蒼き狼と自き牝鹿

三国志

信長の野望

走れ／スカイライン

ザ・コックピット

プロフエツショナル麻雀

ARCHON 

［思考型］

フルーツフィールド

ロードランナー

キンク．フフツピー

［アダルト］

天使たちの午後

天使たちの午後

番外編

エリカ

くりいむレモン

マカダム

口説きかた教えます

［アクション］

ペンギンくんwars

ウィパーン

it体・価絡
メーカー名

（円）
概要

9,800 マイクロキャビン
ーの世に大いなる神4の従僕として降り立つ者あり。竜退治の

勇士いまここによみがえる。

7,800 マイクロキャビン
ロムス病という不治の病にかかった子キ．ツネの命を救うべ〈

母キ．ツネははるか山のかなたのシピル村へと旅立った。

7,800 リバーヒルソフト
宇宙考古学者Dr目デューマの縫の失践。ボーイはその父デユ

ーマの行方を追って行動を開始した。

7,800 リバーヒルソフト
実業家ピル・ロビンスの死が原因となり、20：年前の迷宮入り事

イ牛の縫が浮かび上がってきた。さて・・・

7,800 アートデインク
鉄道会社経営シミュレーション。会社を倒産させずに線路を

西へ延ばし、大統領列車を西海岸の別邸まて・送り届けられるか。

4,800 ウスヰ
だれもが知っている五目並べ。コンビュータとの対戦て・キミは

勝つことができるか。

7,000 エス・ピー・エス
新しい思考ルーチン開発により、強さ・速度が大幅アップ。定

石の自由な登録も可能です。

6,800 キャリーラポ
迫力満点、高速30グラフィックスのカーレース。コースが自由

に作れるコンストラクション後能付き。

8,800 光栄
アジアの英雄、ジンギスカン。彼が史上空前の大帝国を築き

上げるまて・の波澗万丈の一生をシミュレー卜。

14,800 光栄
1800年前の中因。知将、猛将たちが知略の限りを尽くし、広大

な大地を統治せんと戦った。全土を統一するのは・．．

7,800 光栄
過酷な下組上の世、戦国時代。キミは戦の天才とうたわれた

信長となって、天下を統ーできるか。

5,800 コムJ{・;1ク
超ウルトフ猛スピードて走るスカイライン。美しい風景、夜の星

など遊び心、夢いっぱいのカーチzイス。

6,800 コムパサ守
航空力学にもとずくフライトシュミレ一久風力・風向き・空港な

どを自由にえらべます。

6,800 シャノアール
オールマシン鱈により姫高速を実現．隻富な機能と強力な恩
考ルーチン、グラフィックスの美しさて・人気バッグン。

7,800 ピー・ピー・エス
9X9のます目上にあるコマを動かして、陣地をとっていくゲー

ム。相手のコマとかさなると、戦闘モードへ。

5,800 コムJ{・;1ク
君は世界でも5本の指に入る宝探しハンター。世界でも2っと

ない凄い宝を求めて大遺跡へと・．．

6,800 ソフトプロ
全米人気NO.I。150薗の地下迷宮。無限のパリュヱーション。

隠された宝を奪い帰せるか／コンストラクション付き。

6,800 デーピーソフト
膏〈光るブルーストーンをブルーエリアまで運ぶ、パス’ル＆アク

ションゲーム。さあ／200函へチャレンジ。

6,800 ジャスト
全校のアイドル、由美子をくどきおとすゲーム。グラフィックのき

れいさが特長。CGはかなりカゲキです。

3,000 ジャス卜 天使途の午後のCG版。グラフィックの美しさは一級品／

6,800 ジャスト
SFアダルトアドベンチャー。最終兵器を磁場Eすることが目的だ

が、そのためにはエリカをくどかなければ…

6,800 ジャス卜
ビデオ版“くりいむレモン”をアドベンチャーゲーム化。士也E事連
邦鑑隊ESP隊員ランとカナタの大冒険。

6,800 デーピーソフト
アダルトソフトの新ジャンル。ア・プ・ナ・イ大人のユーモアが広

がるセクシーグラフィックス。特別編集の写真集付き。

使用可能機種

園圏園園
。。。。
。。。。． 。． 。
。。。。

。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。

． 。． 。
。。。。
。。。。

。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。

6,800 ハード／威光堂書店 世の男達が待ち望んでいたソフト。君のテクニックて・彼女をロ
E見き落とせるか？アダルトゲームの決定版。

。。

6,800 アスキー

6,800 
アルシス

ソフトウェア

：：ぷら：~~支持t江川窃：；；：~－：－；；. ）レ。 1 010 1 0 1 0
ESPエージェントlこ緊急命令。スベクタクルなストーリー、息信ま 10101010
る戦闘シーン、高速スクロールの30迷路など迫力満点。

・掲健アプリケーンヨンについての必問い合わぜは、書ソフトハウス、厳売元へ釘．いします．
・アプリケーションソフト町内容、パグなどについての責任は韓社では貴いの、ねます町で、ご了承〈ださい．

＠ 

備考

FDD:2 

FDD:2 

FDD:2 
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名称
総体・価絡

メーカー名
（円）

概要

DANGER BOX TS,800 ウスヰ
処女航海の客船キングヱリザベス号に時限爆弾が・・・。時間

内に燥機を解体し、無事船を帰港させられるか。

大脱走 6,800 キャリーラボ
キミの使命は捕虜収容所になっている古械から味方を救出す

ることだ。50画面・隠れキャラクタなど、おもしろさイッパイ／

テグザー 6,800 ゲームアーツ
変形メカ・アクションの決定版。アクションゲームにトランスフォ

ームの楽しさをプラス。FM音源の迫力サウンド付き。

ホパーアタック 6,800 コムJ(・;1ク
ホパ一戦士とホパークラフ卜型補給船を合体・厳脱し多彩な

攻撃を展開。可変戦闘システムのコンストラクション機能付き。

パックマン 6,500 電波新聞社
ゲームセンターて・おなじみのパックマンをグラフィックス・音楽・

重力作などそのまま実現。名作は時代を超えるのだ。

マッピー 6,500 電波新聞社
元気なポリス・マッピ一。いたずらニャームコに盗まれた品物は
どこだ？／ニュータイプのチzイスアクション。

エキサイドtイク 6,800 J、ドソン
山・ダート・ジャリなど障害物が一杯のモトクロスゲーム。テクニ

ックを駆使して栄冠を／コースのリコンストラクション機能付き。

バルーンファイト 6,800 ハドソン
風船で楽しい空中散歩を楽しもう．いじわる軍団や魚遣がジ
ャマする、ノ／敵の風船を劃って逃げよう。うまくやれるかな。

チャンピオンプロレス
T4,800 マイクロネット

ゲームセンターの人気機種が2500シリーズに登場。場外乱闘

スペシャル におもわず興奮／ホンモノのプロレスそっくり。

フリッキー T4,800 マイクロネット
ピヨピヨたちを連れ戻しにて寸ニフ＇）・;1キー。どらねこやチョロをう
まくかわして早〈帰ろう。PCG、FM音源を駆使した全48画面。

ROBO WRES 2001 6,800 マイクロネット
ここは未来の某惑星。住民の娯楽はロポット同士のプロレスだ。

巧みに技を鉛け合い、破寝されつくすまで死闘は続〈。

［シューティング］

NOBO 6,800 コムJ(・;1ク
戦士ノポはスター卜から29分後に最終エリアに到着しなけれ

ばならない。16エリアの美しい背景、敵キャラクター。

レイドック 6 800 ティーアンドイ－ 合体は縦横2方向からでさらに強力。マルチバルカンなど武装
ソフト のバリエーションも豊富。ハードの特長をフルに発簿

オービットIII 6,900 テクノソフト
「オービットIIIJそれは圧倒的なガルニエ軍に対するフリーダ
一連合の決死の反撃作戦の暗号。究極の30ゲーム。

ギャラガ 6,500 電波新聞社
ギャラガ軍団のトラクタービームにさらわれたファイターを救え。
ゲームセンターの感覚をMZ-2500シリーズに再現。

ゼビウス 6,800 電波新聞社
次4と現れる敵機・基地を爆破しながら進撃。シューティング

ゲームの頂点と言われた”ゼピウス”をJTソコンで実現。

ゼビウス
8,800 電波新聞社

スリルと謎を秘めたビデオゲーム不滅の名作”ゼピウス”にオ

(JOYスティック付き） リジナルジョイスティックがつきました。

、書ソフトハウス、販売元へお・いします．
・ァプリケ－，.ヨノソフト白内容、パグなどについての責任は葬社で1：貴いかね怠す田で、ご7最〈ださい．

⑪ 

使用可貧機種

園園園圃． 。． 。． 。． 。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。
。。。。． 。． 。． 。． 。
。。。。

。。。。
。。． 。
。。。。
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。。。。
。。。。

備 考
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MZ-2861、MZ-2520、MZ-2521、MZ-2531のベストパートナー

イメージ情報ステーション圃1~·1JU回E
文字や盤、図面、写真などイメージ情報がこれ1台で強力にパワーアップ／
ファクシミリ・コピー・スキャナ・プリンタ1台4役のイメージ処理実現／

双方向パラレルインターフェイスおよびRS・

232Cインターフェイスを装備し、イメージ入出

カやファクシミリ通信コントロールに対応c

（イメージ編集機能〉
・スキャナ機能で入力した情報をパ、ノコンの画面に写し、手軽

に編集・加工する。

・表示されているデータの希望の箇所を他のファイルに移しか

える。その逆も可能。

・表示されているデータへの文字の差し込み、重ね書き、消し

たい箇所だけの消去。

（ファクシミリ機能〉
・パソコンに保存されている情報をダイレクトにファクシミリて蛍信。

（受け手（；t一般の77'クシミリより鮮明な印字状態で受信）

・パソコンに登録されている電話帳をもとに同じ原稿を複数の相

手にファクシミリで自動送信。

・パ、ノコンに登録されている電話帳からファクシミリの送信先を選

ぶことにより、自動的に原稿へ宛名を差し込む。

．仕棒

ノートの77イルなどのブック原稿（A4サイズ）

も扱える原稿固定型c

写真も絵も美し〈再現する中問調モード、温度

調整つきで多織な原稿に対応c

ファクシミ1J(Glll型）、コピー（拡大・縮小）は、

単独でも手軽に利用できま私

己
・システム構成
パーソナルコンヒ．ュータ本体 MZ-2861 MZ-2531※1 

アプリケーション‘ノフト I Tソコンファクス28 ノTソコンファクス25

（発売予定） I P-1243標準価格30,000円

鉱張ユニット MZ-1U09 

RAMディスク MZ-1R37 

RAMボード MZ-1R35 

パラレlレインターフェイス パソコンファクス28に同梱予定 MZ-1E32 

イメージ情報ステーション MZ-lVOl 

電話機 ファクシミリ機能使用時、市販品が必要

員長1MZ-2521 /2520の場合、増設RAMMZ-1R26、増設VRAMMZ-1R27が必要です。

• MZ-2861でも2500モードでパソコンファックス.25が使用できます。
この場合のシステム構成はMZ-2531に準じます。

・この他、ハードディス夕、マウスの使用により システムアップがはかれます。

回ロ目 名 ファクシミリっきイメージスキャナプリンタ N c u AA型（自動発信はコンヒ．ユータと接続時に可能）
通

形 名 MZ-1V01 信 モ ア ム 4800bps、半2重（V.27ter準拠）

青色 式 卓上形
部

使用回線 一般電話回線、ファクシミリ通信網

走査方式 イメージセンサーによる平面走査方式（原稿台固定式） インターフェイス 双方向パラレル、RS232C 

走査線密度 主 目本 mm・副・3.85本Imm（標準モード）、7.7本lmm(7ァインモード） 電 源 AClOOV± 10% 50/60Hz 

E売 原 稿 シート物、ブッタ物 ；商 費 電 力 30W（待機時）／150W（動作時最大）

’み
216mm（横）×295mm（縦）以下 使 用 環 境 温度10℃～35℃、湿度30%～85%RH（ただし結露しないこと）

読み取りサイズ
（このサイズより大きい原稿でも、部分読み取りは可能です） 寸法・重量 335（幅）X405（奥行）×160（高さ）mm・ 約llkg

取 最大原稿重量 3kg 三軍 :lE: 番 号 586 1077-0、F86-N150-0

読み取り速度 A4サイズ 2枚／分（コピー・スキャナ）、A4サイズ 1枚／約40 記録申臥4サイズ1巻、ファクシミリ設置申請はがき
付 属 品

読み取り濃度 濃度調整ツマミにて調整（12段階） 電話回線コード1本、取級鋭明書、保証書

部
拡大（1. 2）二等倍（1・1）・縮小（1: 0.86/1 0.7）より選択 ．寸法図読み取 り倍率
（吋ユータ凶山一ルする場合即25～1。。竹

（コヒ一倍率） 範囲内で0.001倍ごとの任意倍率、および2倍

記 録 方 式 感熱記録方式
記

記録紙サイス 216mm(A4）幅／30m巻ロール紙
主主

部
記録有 効 幅 最大208mm

記 録速度 A4サイズ 2牧’介（コピー・スキャナ）、A4サイズ 1秒／約40秒（ファクシミリ） ． （単位 酬 ）

⑪ 



名称
媒体・価絡

メーカー名
（円）

概要

大容量RAMボード 39,800 l・Oデータ機器
ディスク1枚分の容量（640KB）で超高速にプログラムやデータ

(PI0-3234) のロード・セーブが可能な増li'.RAMボーに

カラーイメージスキャナ
AGサイズまでのカラー写真やイラスト、復維な図形をカラーで

(GT-3000) 
198. 000 エプソン販売 続み取り可能。画像処理のためのニ値化処理回路搭載によ

り、きわめて美しい表示を実現しました。

128KB増段メモリ 12,800 計測技研 噌設剛M(MZ-IR26）の棺当品。

Mail Messenger 
'Mail Messenger•を動作させるためのオプシヨン機器。留守

7,800 シスポート ROM、ケーブル、マニュアルから偶成。パソコン本体の電源立
Tool Kit 

上げからソフトの起動・爆作も実行します。

Personal Scope 
産業用視覚センター等、多彩なFA用途に対応可能な高性能

98,000 デジック カメラタイプ・イメージスキャナ。パソコンとはRS-232Cで接続し
(ISC-100) 

ます。

ハードディスク
2500専用 IOMBハードディスクシステム。ハードディスクから

(HD-255-10) 
258,000 テレシステムズ BASIC M-25、S-25が起動できます。FDと比べ大容量・高速ア

クセスが可能。

ハードディスク
2500：専用20MBハードティスクシステム。ハードディスクから

(HD-255-20) 
298,000 テレシステムズ BASIC M-25、S-25が起動できます。FDと比べ大容量・高速ア

クセスが可能。

640KB RAM DISK 
ディスク1枚分の容量（640KB）で超高速にプログラムやデータ

(UT-25F付）
42,800 テレシステムズ のロード・セーブが可能なRAMDISKボード。便利な命令が多

数鉱5座された専用ユーティリティソフト付札

F設問／ ビデ オ臥Mセy 日日 テ以テムズ 増政RAM(MZ-IR26）、増蚊VRAM(MZ-1 R27）の相当品がlセ
ツト。

増設ビデオRAMカード 13, 100 テレシステムズ 増設VRAM(MZ-1 R27)0)相当品。

増 設RAMカード 12, 100 テレシステムズ 増被RAM(MZ-IR26）の相当品。

音声1/0ボード 58,000 福井コンビュータ
音声データをアナログ／デジタル変換して、FDへ書き込んだり
I売みだしたりできます。

128KB増設RAMカード 12,800 ロータス 増設RAM(MZ-IR26）の相当品。

・縄値アプリケーシヨンについてのお問い合わぜは．岳ソフ トハウス．厩貫主へ釘．いします．

・アプリケーションソフト白内容、パグt，；どについτ回世置は弊社では貴いかね掌すので、ご了承〈ださい．

＠ 

使用可省機種

図圏園園
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備考



MZ-2861システム構成図

ロ
2500モードの場合、システム構成はMZ-2520
に準じます。その場合プログラム周RAMは、
256KB、ビデオ用RAMは128KBになりまする

圏…・………－……・2800モードのみ使用可

困………………………2500モードのみ使用可 日
14型カラーディスプレイ

MZ-1026 
標準価格89.800円

80桁ドットプリンタ園

MZ-1P07A 
•ill ii格79,800円

国
MZ-2861 (2800モード）

プログラム周RAM 768KB 

ビデオ用RAM 512KB 
PCG他RAM 14KB 
漢字ROM(JIS第1・第2水準） 256KB 

辞書ROM（約9万悟） 256KB 
I Pし他ROM 64KB 

仕竺呈3
80桁カラー演字サーマルプリンタ様 1

MZ-1P17(B) 
栂準価格79,800円

向型カラーディスプレイテレビ

MZ-1024 ・ill価格128,000円

14型カラーディスプレイ

MZ-1022 
栂事価格108,000円q r 

吾量争ーII 11._J 
チルトスタンド L＂：：・圃E・E・~l

MZ-1509(G) 一二三ご二．，
格10.000同 匂ーー一，，，ー，－• 

MZ-1010 
栂準価格41,800円

キーボード

…内蔵オプションー………

．数値演算プロセッサ圏

(80287)MZ-IMl2 

邑

ロ !I続ケーブル

MZ-1C35 
掃準価格6.800円

80桁>II字ドットプリン歩調際2

MZ-1P18A 
栂準価格188,000門

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 

：・カラーパレットボードMZ-lMIO
標準価格14,500円

136桁漢字ドットプリンタ・z
MZ-1P19A 
’準価格288.000円

ァ可 I - - - I 

主占ーーーーー...~一一一一＿＿，

も

t広強ユニット（2ポート）

MZ-1U09 
練準備絡9.000円

一 一 一ト） 。 ：

RS 232C用ケーフル

CE-501L 
帽畢価格7.800円

モデムユニット

MZ-1X22 
傭準価格21.800円

マウス

MZ-1X10 
栂ill価 絡19.800円

モテ・ムホン

MZ-1X19図
様準価格98,000同

ふ園
田

ふ園
田

lMB RAMボード圏

MZ-1R35 

市販ジョイスティyク

lMBl曽綾RAM 圃
MZ-1R36 

モデムボード

MZ-1X26 
機準価格23.800円

640KB RAMテ’ィスク圏

MZ-1R37 
栂準価格34.800円

圃 専用lFボード

MZ-1E30 
機準価格25,000円

5.25インチFD(2基）

MZ-1 F07 (560KB/2ドライブ時）

撮準価格158,000円
（繕続には付属的インターフェイスは不要です）

パラレルlFボード 圏

MZ-1E32 
練準価格34.800門

パラレルl/Fボード圏

イメージ情報ステーンヨン

MZ-1V01 
棟準価格278,000門

ハードテ’イスタドライブ

MZ-1F23 
繍準価格298.000円

・1 JIS第2水準漢字を印字するには別売のJIS第2水準演字ROM MZ-1R29帰準価格32,000円が必要で抗

争 2JISll¥2水皐漢字を印字するには別売のJIS第2水準漢字ROM MZ-1R31標準価格28.000円が必要で乱

＠ 



MZ-2500シリーズシステム構成図

ロ14型カラーディスプレイ

MZ-1026 
練準価格89,800円

日15型カラーディスプレイテレビ

MZ-1024 ・lll価格128,000円

白
14型カラーディスプレイ

MZ-1022 
銀事価格108,000円

ε量豊＋一一II II 
テJレトスタンド 巳聖一一一一一ーーMZ-1509(G) ·－~三＝士三J ， 

制価格10.000円 Mz・iolo~－－，円
栂準価格41,800円

も
マウス

MZ-IXIO 
観準価格19,800円

ふ園田
ふ園田

市販ジョイスティyク

圃
5.25インチFD(2基｝
MZ-1 F07 (560KB/2ドライブ時）
領準価格158,000円
(MZ-2511、2521、2531には付属的インターフェイスは不要で..－.）

(MZ-2520には使えません）

640KB RAMディスク

MZ-IR37 

標準価格34,800円

MZ-2511/2521 

プロクラム用RAM 128KB 
ヒテオ周RAM 64KB 
PCG他RAM 14KB 
濃字ROM(JISl!I・軍2本準） 256KB 
IPL他ROM 32KB 

MZ-2531 
プロヲラム周RAM 256KB 
ビテオ周RAM 128KB 
PCG他RAM 14KB 
；量字ROM(.JISl!I・観2水準） 256KB 
辞•ROM （約9万絹） 256KB 
IPL他ROM 32KB 

MZ-2520 
プロクラム用RAM 128KB 
ヒテオ用RAM 64KB 
PCG他RAM 14KB 
漕宇ROM ( .JISl!I ・’~2水準） 256KB 
静•ROM （約9万崎） 256KB 
IPL他ROM 32KB 

キ ーボード

自
80桁ドットプリン9

MZ-IP07A 
・準価格79,800同

ど竺畠
80桁カラー漢寧サーマルプリンタ緩1

MZ-IPl7(B) 
栂準価格79,800門

邑
£込↓ 80桁漢字ドットプリンタ媛2

MZ-IPl8A 
暢準備繕188,000円

1111111111 

植続ケーブル

MZ-1C35 
栂準価絡6,800円向ト？竺？MZ・2511MZ-2531 MZ・2520MZ-2521 

回 標 標

＂・冊M＇ポ＿， 。準 準
MZ-IR28 装備 装
..価格 備
22.000円

回 標
噌世ビデオRAM 。準 。
（制民自』ポート

装備MZ・lR27 
..価格

20.000円

日 標。準 。
(1'制 8）ポート

装備MZ-IR26 
..値幅

35.000円

自。。× ホイ2ホート

MZ-IM08 
．．値幅

10.000同

幽日 。。× ホー’

MZ-IMIO 
・＂＇画幅
14.500門

136桁演字ド

MZ-IP19A 
栂準価格288,000円

Eヨ
モデムユニyト

MZ-IX22 
欄準価格21.800円

(MZ-2511専用〉

巨歪E
3'・m・liFD(211目｝
MZ-1F21 
...価格35.000円

選参斗・・..鍋同000円

ボイスコミュニケーション

インターフェイス

MZ-IE26 
栂準価格24.800円

(MZ-2520には使えません）

事 、
モデムボード

MZ-IX26 

棟準価格23,800円

専用1/Fボード

MZ-IE30 

標準価格25.000円

I~ラレJレ1/Fボード

MZ-IE32 

標準価絡34,800円

（ケーブル付属）

ハードディスフドライブ ｜｜イメージ情報ステーション

MZ-IF23 II MZ-lVOl 

機準価格298,000円 ｜｜標準価格278,000円

’阪 1JIS’属2水準濃字を印字するに＝羽u売のJlS，匝2水lll漢字ROMMZ-1R29暢a匹価格32,000円が叫、要て．曹~ 

調• 2 J1Sll!2水準漢字を印字するには別亮のJIS’匝2水準演字ROMMZ-1R31相’準価格28,000円が必要て．す~ 
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｜関連書籍｜

書名 著 者 名 出版社名
価格

概 要
（円）

SHARP1＼ソコンMZ-2500 発売・イーディシー I 700 BASICでプログラム開発をする際に、初心者が陥りやすいポイ

プログラムヒント集・MZビギナー編 発行．電子開発学園 ントを、プログラム伊jに即して貌切に解脱。

SHARP1＼ソコンMZ-2500 発売．イーディシー I 800 プログラミングに慣れた方に、さらに高度かつ実用的なプログ
プログラムヒント集・MZベテラン編 発行電子関奨学園 ラミング・テクニックを紹介。

SHARP1＼ツコンMZ-2500 発売．イーデイシー 2 000 入出力・ファイル・グラフィックなど、開発に役立つコーディング

プログラムヒント集・MZサブルーチン編 発行電子開発学園 をサブルーチン形式で収録。

シャープMZ-2500
パルスパソコン研究会

2 200 グラフィック表現を広げるグラフィックエディタ／ジェネレー夕、ア
門内 i事 学習研究社

パソコンク’ラフィックス＆アニメの作り方 山脈敦子 共著 ニメエディ夕、ミュージックエディタを詳しく解脱。

Super Series 1 
MZ-2500テクニカルマ二ュアル

1/0編集部編 工学社
2 500 IOCS内部ルーチンの使い方から、ハードウエアの詳細を解説。

全国路付。

S楽uしp~~＇Series 2 那須正夫監修
工学社

I 900 Super MZの通信機能、パ‘ノコン通信の現状、ネットワークのア
fソコン通信 竹内知子著 クセス方法を、多数の図版・写真で楽しく解脱。

~~t~／ Series 3 
M~舌用マニュアル

木野村j事 工学社
2 500 CP/Mの資産を継承し、使いやすいOSとして評価の高いパ－

ソナルCP/Mの布陣造と使い方を解脱。

~ts~r MZ 
C-M25ソース・リスト

1/0編集部編 工学社
4 SOO BASIC-M25のソースリストを公開．プログラム作成の便はもち

ろん、システムプログラムの研究に効果的。

パソコンサンデー副続本3
科学舎パルス編著 新紀元社

I 500 MZ-2500の機能をフルに発揮させるアプリケーションソフトを

Super MZ編 使って、MZ-2500の具体的な使用方法をビジュアルに解説。

パソコンサンデー轟lj続本4
MZの通信機能とMZ-2500を核にしたMZネットワーク通信を解

パソコン通信編
ログ情報システム研究所 新紀元社 1,500 鋭。実際に本書でホスト局を開設したアクセスの方法等を紹

介。

Super MZの備えている多彩な倹能のうち、データ通信、日本

MZ-2500はじめてのスーパ－MZ 山下利秋 新星出版社 1,800 鰭ワープロ、ディスクフ7イルの活用について、わかりやすく解

続。

月刊マイコン別冊
2 000 ハードウエア、ソフトウエアの解析をはじめ、SuperMZの全貌を

S，、uーpeド~ソZフ活ト用研究
高橋縫ー／多郡田俊雄共著 電波新聞社

トマスター編
’ 解鋭。プログラムも掲載しています。

月刊マイコン別冊
I 800 ファイル管理やソートサーチの基本プログラミングおよび汎用

SビuジpネerスMデZ活ータ用ベ研ー究スI入I門編
木野茂実 電波新聞社

データベースソフトdb-2500を紹介．

SグuラpフerィMZ(MZ-25~テ0)ク
ック＆サウンド ニック

小笠原佳人／白石餓ー／井村雅 ラジオ技術社
一共著

2 400 スーパーMZの豊富な機能力、ら、グラフィックとサウンドについ
て、その性能を十分に引き出せるよう詳しく解鋭。

・褐阻アプリケーンヨンについての釘問い合わせは、書ソフ トハウス、煩売元へお．いLaす．

・アプリケーンヨンソフ ト町内容、パグなどについての責任は舞社では貴いかね志すので、ニ・7承〈ださい．

＠ 



掲載会社一覧

側l・Oデータ機器 TEL(0762)21-4812 日基工業側 TEL(Ol 54) 25-6131 

窃 融制アスキー TEL(03) 486-8080 恋 ニッコーシ側 TEL(03) 270・8851

側アートデインク TEL0474 (77)ー7541
嗣アルシスソフトウェア TEL (0956) 22-3881 

側イーデイシー（電子開発学園） TEL(03) 319-7101 側パーソナルビジネスアシス卜 TEL (03) 442-7070 
側ウスヰ TEL(0969)23-2813 怯 ハード／誠光堂書店 TEL(03) 292-8275 
ウラカワ電器店（天草パソコンセンター） TEL(0969)23-2813 側ハドソン TEL(03) 260-4742 
エス・ビ・シーソフトウェア側 TEL(03) 353-9241 ハミングバードソフト（鮒エム・エー・シー） TEL(06) 315・0541
側エス・ピー・エス TEL(0245)45-5777 東ケ丘学習教室 TEL(0724)43・5247
エプソン販売側 TEL(03) 377-3500 附 ピー・ピー・エス TEL(045)421-7421 

福井コンビュータ側 TEL (0776) 26・3430
側学習研究社 TEL(03) 493-3161 側BLUESKY TEL(0559)72-6710 

設予 側キャリーラポ TEL(096)363-021 l 側ブロダーバンドジャパン TEL(03) 341-1131 
かたぎり TEL(0574)63-2008 ポーステック附 TEL(03) 407-4191 
近畿コンピュータサービス側 TEL(07962)3-5806 側ホット・ピィ TEL(03) 360-3623 
クリスタルソフト側 TEL(06) 326-8150 側ポニー TEL(03) 265-6377 
側計測妓研 TEL (0286) 22-9811 

側ゲームアーツ TEL (03) 413-4507 

脚光栄 TEL(044) 61-6861 MASH SYSTEMS TEL(0565)35-0809 
側工学社 TEL(03) 375-5784 

患 側マイクロキャビン TEL(0593)51-6482 
側エ函堂スタジオ TEし（03)353-7721 マイクロソフト側 TEL(03) 221-7532 
側コムパッ ク TEL(03) 375-3401 側マイクロソフトウェアアソシヱイツ TEし(03)486-1411 
コンビューターサービスSAKAMOTO TEL(0895)24-5655 マイクロポート TEL(078)801-5181 
開コンビュータ・シティー TEL(0734)73-6553 マイクロネット側 TEL(Ol 1)561-1370 

マイコンシステム企画 TEL (06) 704-9923 
サーティ ック／側フォアチューン TEL (03) 667-2707 マイコンシティ平和台 TEL(03) 937-1102 

意 側ザイン・ソフト TEL(0794)31-7453 

CAI英数塾 TEし（0155)31-5邸1

側システムエイド TEL (0798) 33-4175 

や
ユニパース TEL (0862) 44-1176 

側システムサコム TEL(03) 635-5145 

側システムRAM TEL(025) 231-1824 

シスポート附 TEL(07746)3-1131 側ラウンドシステム研究所 TEL(06) 849-6982 
情1ジャス卜 TEL(03) 706-9766 

島 側ラジオ技術社 TEL(03) 251-1321 
側シャノアール TEL (03) 778-0445 側ランタ．ムハウス（東京営業所） TEL(03) 483-8666 
シャープ① シャープ蜘コンヒ斗ータ営業部 TEL(06)621-1221は 代｝

断dリバーヒルソフト TEL(092) 771-3271 
シャープ② ンャープシステムサービス蜘 TEL(03)260-1161 ＜大町

側ロータス TEL(0899)57-8096 ソフトウェアセンター
側新紀元社 TEL(03) 291-0961 

ロードス／富士興業開 TEL (0852) 21-4256 
陶シンキングラビット TEL(0797)73-3113 

曲刷新星出版社 TEL(03) 831-0743 

新電子システム側 TEL(0942)39-2404 

側スガヤ TEL(0545)61-1417 

ソフトプロ側 TEL(06) 363-1221 

お
側ダイナウェア TEL(0727)62-8201 

側ティーアンドイーソフト TEL(052)773-7770 
TC Rインターナショナル側 TEL(0472)31-3545 

側テクノ ソフト TEL(0956)33-5555 

データウエスト側 TEL (06) 968-1236 

デーピーソフト側 TEL(011) 251-7462 

側デジック TEL(0899)24-0914 
情1テレシステムズ TEL(06) 631-0925 

側電波新聞社 TEL(03) 445-6111 

側東海クリエイト TEL(03) 456-4610 

＠ 



SHARP 

W1r・:a繍説会ね
本 社干545大阪市阿倍野区長池町22番 22号電話（06)62ト1221（大代表）

情縄システム事集本部 干639-1l奈良県大和郡山市美温庄町492番地電路（07435)3-5521（大代表）

情縄システム事量本郵干545大阪市阿倍野区長池町 22番 22号電話（06)621-1221（大代表）
コンヒュータ営集部

昭和62年5月発行
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