
Windows　によるプログラムの転送方法

　　パソコンから SHARP PC-E500 へ通信プログラムの転送方法

　　　　　　　1:パソコンとポケコンを接続しポケコンの電源を入れる。

　　　　　　　2:ポケコンに次のように間違えないように入力してください。
         　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　POKE &HBFD35,0,255,0,80 ﾘﾀｰﾝ
    　　　　　　　　　　　OPEN "COM:1200,N,8,1,A,L,&H1A,X,S" ﾘﾀｰﾝ
    　　　　　　　　　　　CLOSE ﾘﾀｰﾝ
    　　　　　　　　　　　LOAD "COM:" ﾘﾀｰﾝ

　　　　　　　3:"svy325jp"フォルダの中の"SHARPPC-E500.ht"というファイルをダブルク
　　　　　　　　リックしハイパーターミナルを立ち上げる。

　　　　　　　4:ハイパーターミナルのメニューで、転送→テキストファイルの送信→
　　　　　　　　RS232C.550を選択し開くをクリック！
　　　　　　　　すると転送が始まり、ハイパーターミナルの画面に転送してるプログラ
　　　　　　　　ムのソースコードが流れ出すはずです。終了しポケコンに">"マークが出
　　　　　　　　ると完了です。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　5:RAM ファイル F: に SAVE"F:RS232C.550" のファイル名で保存してくださ
　　　　　　　　い。

              6:次回から、パソコンからポケコンにプログラムを転送する場合はこのプロ
　　　　　　　　グラムを利用して転送してください。

　　　上記 RS232C.550 の通信プログラムの使用方法

　　　　　　　1:パソコンとポケコンを接続しポケコンの電源を入れる。

　　　　　　　2:RAM F: の RS232C.550 をプログラム領域に LOAD して RUN してくださ
　　　　　　　　い。
         　　　　　　　　　　　　
　　 　　　　　 INIT "E:16K" として RAM ファイル E: に 16 KB 確保してください。
　　　　　　
　　　　　　　　と表示されますが、すでに 16 KB 以上の RAM ファイルが確保されて
　　　　　　　　いれば OK です。"OK(Y)?" Y 
         　　　　　　　　 
　　　　　　　　ダウンロード（ジュシン）＝D？ D

　　　　　　　　パソコン/ワープロより送信してください ！

　　　　　　　3:"svy325jp"フォルダの中の"SHARPPC-E500.ht"というファイルをダブルク
　　　　　　　　リックしハイパーターミナルを立ち上げる。

　　　　　　　4:ハイパーターミナルのメニューで、転送→テキストファイルの送信→
　　　　　　　　ANGLE315.521を選択し開くをクリック！
　　　　　　　　すると転送が始まり、ハイパーターミナルの画面に転送してるプログラ
　　　　　　　　ムのソースコードが流れ出します。同時にポケコンにも受信中のプログ
　　　　　　　　ラムのソースコードが流れていきます。受信が完了するとポケコンの 
　　　　　　　　BEEP 音が鳴ります。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　5:RAM ファイル E: に "PROG." のファイル名でダウンロード完了しており
　　　　　　　　ます。

　　　　　　　6:プログラム領域に "PROG." をロードしてください。

　　　　　　　7:RAM ファイル F: に SAVE"F:ﾅｲｶｸ.521" のファイル名で保存してくださ
　　　　　　　　い。

　　　　　　　*:SVY のファイルの中にもテキストの終了コードが入っていないファイル
　　　　　　　　がありまして、受信の完了しない場合は BRAKE キーで終了してください。
　　　　　　　　パソコンの画面ではプログラム・コードが流れていないのに、ポケコンの
　　　　　　　　方ではいつまでたっても終了しない場合です。

　　パソコンから CASIO FX-603P へプログラムの転送方法

　　　　　　　1:パソコンと CASIO FA-6 と FX-603P とを接続し FX-603P の電源を入れ
　　　　　　　　る。

　　　　　　　2:CASIO FX-603P を次のように操作してください。



         　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　MODE 3
    　　　　　　　　　　　2ndF AC            <--- プルグラム　オールクリアー
　　　　　　　　　　　　　MODE X　　　       <--- X かけるのボタン
    　　　　　　　　　　　SHIFT RSLOAD(FST)
    　　　　　　　　　　　SHIFT EXE　　　　　<--- 右下の青いボタン

　　　　　　　3:"svy325jp"フォルダの中の"CASIOFX-603P.ht"というファイルをダブルク
　　　　　　　　リックしハイパーターミナルを立ち上げる。

　　　　　　　4:ハイパーターミナルのメニューで、転送→テキストファイルの送信→
　　　　　　　　603P603J.315を選択し開くをクリック！
　　　　　　　　すると転送が始まり、ハイパーターミナルの画面に転送してるプログラ
　　　　　　　　ムのソースコードが流れ出すはずです。終了し CASIO FX-603Pに転送終
　　　　　　　　了画面が出ると完了です。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　5:CASIO FX-603P を MODE 1 と操作してください。

 
     上記転送方法にしたがって SHARP PC-E500 にメニューとタイトルを転送してください。

　　　　　　　1: menu.5##   を転送して RAM F:に "F:ｿｸﾘｮｳ.5##" として保存する
　　　　　　　2: title1.52# を転送して RAM F:に "F:ｿｸﾘｮｳ1.52#"として保存する              
　　　　　　　3: title2.53# を転送して RAM F:に "F:ｿｸﾘｮｳ2.53#"として保存する              
　　　　　　　4: title3.54# を転送して RAM F:に "F:ｿｸﾘｮｳ3.54#"として保存する              
　　　　　　　5: title4.55# を転送して RAM F:に "F:ｿｸﾘｮｳ4.55#"として保存する              
　　　　　　　6: title5.56# を転送して RAM F:に "F:ｿｸﾘｮｳ5.56#"として保存する              

　

CASIO FX-603P からパソコンへプログラムの転送方法

　　　　　　　1:パソコンと CASIO FA-6 と FX-603P とを接続し FX-603P の電源を入れ
　　　　　　　　る。

　　　　　　　2:"svy325jp"フォルダの中の"CASIOFX-603P.ht"というファイルをダブルク
　　　　　　　　リックしハイパーターミナルを立ち上げる。
　　　　　　　
　　　　　　　3:CASIO FX-603P を次のように操作してください。
         　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　MODE X　　　       <--- X かけるのボタン
    　　　　　　　　　　　SHIFT RSSAVE(BST)
    　　　　　　　　　　　SHIFT EXE　　　　　<--- 右下の青いボタン

　　　　　　　4:ハイパーターミナルのターミナル画面に転送してるプログラムのソースコ
　　　　　　　　ードが流れ出します。送信が完了するとポケコンの BEEP 音が鳴ります。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　5:ターミナル画面に転送されたプログラム・リストをアクティブにしてクリ
　　　　　　　　ップボードに貼り付ける。

　　　　　　　6:適当なテキスト・エディッタ（ワードパッド等）を開いてクリップボード
　　　　　　　　の内容を貼り付ける。

　　　　　　　7:適当なファイル名を付けて保存してください。

  　　　　　　8:CASIO FX-603P を MODE 1 と操作してください。

    SHARP PC-E500 からパソコンへプログラムの転送方法

　　　　　　　1:パソコンとポケコンを接続しポケコンの電源を入れる。

　　　　　　　2:パソコンの "svy325jp" フォルダの中の"SHARPPC-E500.ht"というファイル
　　　　　　　　をダブルクリックしハイパーターミナルを立ち上げる。

　　　　　　　3:RAM F: にある転送するプログラムをプログラム領域にロードする。

　　　　　　　4:RAM E: に SAVE"E:PROG.",A として ASCII コードでセーブする。

　　　　　　　5:RAM F: の RS232C.550 をプログラム領域に LOAD して RUN してくださ
　　　　　　　　い。
         　　　　　　　　　　　　
　　 　　　　　　　 INIT "E:16K" として RAM ファイル E: に 16 KB 確保してください。
　　　　　　
　　　　　　　　　　と表示されますが、OK で進む。"OK(Y)?" Y 



         　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　アップロード（ソウシン）＝U？ U

　　　　　　　　　　パソコン/ワープロをダウンロード（受信）状態にしてください ！
　　　　　　　　　　OK（Y)? Y

　　　　　　　6:ハイパーターミナルのターミナル画面に転送してるプログラムのソースコ
　　　　　　　　ードが流れ出します。送信が完了するとポケコンの BEEP 音が鳴ります。
　　　　　　　　　　
　　　　　　　7:ターミナル画面に転送されたプログラム・リストをアクティブにしてクリ
　　　　　　　　ップボードに貼り付ける。

　　　　　　　8:適当なテキスト・エディッタ（ワードパッド等）を開いてクリップボード
　　　　　　　　の内容を貼り付ける。

　　　　　　　9:適当なファイル名を付けて保存してください。
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