
ピポットテーブルの作成完成
日付 (すべて)

合計 : 売上高 支店
商品名 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 3640000 2600000 780000 7020000
パソコン 13800000 21200000 8600000 43600000
ファクシミリ 3375000 3285000 810000 7470000
プリンタ 6960000 12720000 3840000 23520000
総計 27775000 39805000 14030000 81610000

アイテムの切り替え
日付 4/15

合計 : 売上高 支店
商品名 大阪 東京 福岡 総計
パソコン 3800000 5000000 1200000 10000000
プリンタ 1200000 2880000 720000 4800000
総計 5000000 7880000 1920000 14800000

フィールドの移動
日付 (すべて)

合計 : 売上高
商品名 支店 計
スキャナ 大阪 3640000

東京 2600000
福岡 780000

スキャナ 計 7020000
パソコン 大阪 13800000

東京 21200000
福岡 8600000

パソコン 計 43600000
ファクシミリ 大阪 3375000

東京 3285000
福岡 810000

ファクシミリ 計 7470000
プリンタ 大阪 6960000

東京 12720000
福岡 3840000

プリンタ 計 23520000
総計 81610000



集計詳細の計算・フィールドの追加・削除
日付 (すべて)

合計 : 売上高 支店
商品名 担当者 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 春日恭子 1495000 1495000

小川路子 780000 780000
森川岩男 1105000 1105000
野田五郎 1430000 1430000
柳田精一 2210000 2210000

スキャナ 計 3640000 2600000 780000 7020000
パソコン 春日恭子 8200000 8200000

小川路子 8600000 8600000
森川岩男 13000000 13000000
野田五郎 4200000 4200000
柳田精一 9600000 9600000

パソコン 計 13800000 21200000 8600000 43600000
ファクシミリ 春日恭子 1395000 1395000

小川路子 810000 810000
森川岩男 1890000 1890000
野田五郎 585000 585000
柳田精一 2790000 2790000

ファクシミリ 計 3375000 3285000 810000 7470000
プリンタ 春日恭子 6960000 6960000

小川路子 3840000 3840000
森川岩男 5760000 5760000
野田五郎 5640000 5640000
柳田精一 1320000 1320000

プリンタ 計 6960000 12720000 3840000 23520000
総計 27775000 39805000 14030000 81610000

集計方法の変更
日付 (すべて)

最大値 : 売上高支店
商品名 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 975000 520000 390000 975000
パソコン 3000000 5000000 4000000 5000000
ファクシミリ 900000 900000 360000 900000
プリンタ 1800000 2400000 1320000 2400000
総計 3000000 5000000 4000000 5000000



計算の種類の変更
日付 (すべて)

合計 : 売上高 支店
商品名 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 4.46% 3.19% 0.96% 8.60%
パソコン 16.91% 25.98% 10.54% 53.42%
ファクシミリ 4.14% 4.03% 0.99% 9.15%
プリンタ 8.53% 15.59% 4.71% 28.82%
総計 34.03% 48.77% 17.19% 100.00%

小計の集計方法
日付 (すべて)

合計 : 売上高 支店
商品名 担当者 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 春日恭子 1495000 1495000

小川路子 780000 780000
森川岩男 1105000 1105000
野田五郎 1430000 1430000
柳田精一 2210000 2210000

スキャナ 最大値 975000 520000 390000 975000
スキャナ 最小値 195000 195000 390000 195000
パソコン 春日恭子 8200000 8200000

小川路子 8600000 8600000
森川岩男 13000000 13000000
野田五郎 4200000 4200000
柳田精一 9600000 9600000

パソコン 最大値 3000000 5000000 4000000 5000000
パソコン 最小値 400000 1000000 1000000 400000
ファクシミリ 春日恭子 1395000 1395000

小川路子 810000 810000
森川岩男 1890000 1890000
野田五郎 585000 585000
柳田精一 2790000 2790000

ファクシミリ 最大値 900000 900000 360000 900000
ファクシミリ 最小値 225000 225000 225000 225000
プリンタ 春日恭子 6960000 6960000

小川路子 3840000 3840000
森川岩男 5760000 5760000
野田五郎 5640000 5640000
柳田精一 1320000 1320000

プリンタ 最大値 1800000 2400000 1320000 2400000
プリンタ 最小値 360000 240000 600000 240000
総計 27775000 39805000 14030000 81610000

集計フィールドの追加
日付 (すべて)

支店
商品名 データ 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 合計 : 売上高 3640000 2600000 780000 7020000

合計 : 売上純利益 728,000 520,000 156,000 1,404,000
パソコン 合計 : 売上高 13800000 21200000 8600000 43600000

合計 : 売上純利益 3,760,000 6,360,000 2,580,000 12,700,000
ファクシミリ 合計 : 売上高 3375000 3285000 810000 7470000

合計 : 売上純利益 675,000 657,000 162,000 1,494,000
プリンタ 合計 : 売上高 6960000 12720000 3840000 23520000

合計 : 売上純利益 2,088,000 3,816,000 1,152,000 7,056,000
全体の 合計 : 売上高 27775000 39805000 14030000 81610000
全体の 合計 : 売上純利益 7,251,000 11,353,000 4,050,000 22,654,000



ピポットテーブルの編集（表示形式：通貨）
日付 (すべて)

合計 : 売上高 支店
商品名 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ ¥3,640,000 ¥2,600,000 ¥780,000 ¥7,020,000
パソコン ¥13,800,000 ¥21,200,000 ¥8,600,000 ¥43,600,000
ファクシミリ ¥3,375,000 ¥3,285,000 ¥810,000 ¥7,470,000
プリンタ ¥6,960,000 ¥12,720,000 ¥3,840,000 ¥23,520,000
総計 ¥27,775,000 ¥39,805,000 ¥14,030,000 ¥81,610,000

日付 (すべて)

売上高 支店
商品名 担当者 大阪 東京 福岡 総計
スキャナ 春日恭子 ¥1,495,000 ¥1,495,000

小川路子 ¥780,000 ¥780,000
森川岩男 ¥1,105,000 ¥1,105,000
野田五郎 ¥1,430,000 ¥1,430,000
柳田精一 ¥2,210,000 ¥2,210,000

スキャナ 最大値 ¥975,000 ¥520,000 ¥390,000 ¥975,000
スキャナ 最小値 ¥195,000 ¥195,000 ¥390,000 ¥195,000
パソコン 春日恭子 ¥8,200,000 ¥8,200,000

小川路子 ¥8,600,000 ¥8,600,000
森川岩男 ¥13,000,000 ¥13,000,000
野田五郎 ¥4,200,000 ¥4,200,000
柳田精一 ¥9,600,000 ¥9,600,000

パソコン 最大値 ¥3,000,000 ¥5,000,000 ¥4,000,000 ¥5,000,000
パソコン 最小値 ¥400,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥400,000
ファクシミリ 春日恭子 ¥1,395,000 ¥1,395,000

小川路子 ¥810,000 ¥810,000
森川岩男 ¥1,890,000 ¥1,890,000
野田五郎 ¥585,000 ¥585,000
柳田精一 ¥2,790,000 ¥2,790,000

ファクシミリ 最大値 ¥900,000 ¥900,000 ¥360,000 ¥900,000
ファクシミリ 最小値 ¥225,000 ¥225,000 ¥225,000 ¥225,000
プリンタ 春日恭子 ¥6,960,000 ¥6,960,000

小川路子 ¥3,840,000 ¥3,840,000
森川岩男 ¥5,760,000 ¥5,760,000
野田五郎 ¥5,640,000 ¥5,640,000
柳田精一 ¥1,320,000 ¥1,320,000

プリンタ 最大値 ¥1,800,000 ¥2,400,000 ¥1,320,000 ¥2,400,000
プリンタ 最小値 ¥360,000 ¥240,000 ¥600,000 ¥240,000
総計 ¥27,775,000 ¥39,805,000 ¥14,030,000 ¥81,610,000


