
◆◆◆　ユーザー辞書　◆◆◆　(UserDic)

「ユーザー辞書」は、電卓画面の左上にある「設定」ボタンを押すと開く、設定画面の

最後のタブ「追加」ページの下側にあります。

（画像は Windows Vista で撮影しており、ご利用のＯＳによっては印象等が異なる場合があります。）

変更した設定内容を電卓に反映させるには、設定画面の最下部にある「ＯＫ」ボタンを押します。

（ＯＫボタンが押されない限り、電卓には反映されないようになっています。）
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ユーザー辞書は、追加文字列の格納庫です。（横１２列）

この上にある追加文字列用シートへ、簡単に登録できるように

よく使う追加文字列をあらかじめユーザー辞書として登録して、置いておくことができます。

ユーザー辞書のシート上の、各セルに格納してある文字列は

　 　ユーザー辞書のセルから上の追加用シートのセル位置へ • [ドラッグ＆ドロップ]

　 　上の追加用シートのセル位置へ、ユーザー辞書のセルを • [ダブルクリック]

　 　上の追加用シートのセル位置へ、ユーザー辞書のセルで • [Enterキー]

　 　右クリック、またはキーボード操作による • [コピー]と[貼り付け]

の中から好みの操作で、上の追加文字列用シートへ簡単に登録できるようになっています。
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初期値として、よく使うと思われる文字列をあらかじめ選んであります。

タイトル部分には、各種機能のボタンを設置しています。

いくつかの文字種は、フォントによっては正しく表示できないものもありますので

必要に応じて右上のコンボボックスで、フォントを切り替えて確認してください。

（コンボボックスはマウスポインタを重ねて青くなったらそのままでもスクロールできます。）

（パソコンの仕組みでは、ひとつのフォントでカバーできる文字数は限られています。

　Unicodeの文字数はそれを上回っているため、すべての文字を表示できるフォントは存在しません。）

すべて書き換えてもかまいません。左上にある「全消去」ボタンですべて消すこともできますし

「全初期化」ボタンで、インストール直後の初期値に戻すこともできます。

「今回変更分のリセット」は、設定画面が今回の利用ではじめて表示された時点に戻すものです。

（大きく間違えてしまったときに元に戻すのに使える場合もありますが

　今回その前までに正しく変更した部分も帳消しになります。変更数が少ないときにお使いください。）

初期値では１文字～数文字ごとで登録していますが、長めの文字列でも登録できます。

登録や変更は、キーボードからの直接入力（あるいは、貼り付け操作）でおこないます。

（列の幅の調節は、各項目の最上部にある列番号(1～12)のあいだの縦線の箇所で

　マウスによる横方向のドラッグ操作、あるいはダブルクリックにより変更できます。

　それでも幅が足りないときは、設定画面のワクを拡げるようにしてください。）

（文字の表示は十分な大きさがあるため、ここでは「拡大表示」はありません。）

ユーザー辞書のシート内では、カーソル位置を方向(矢印)キーで動かすか、マウスで指定して

目標のセル位置で、キーボードから直接入力できます。

セルの個数が足りなければ、右上の「行追加」ボタンで、末尾に空白行を１行ずつ増やせます。

不要な行があれば、その行に位置付けてから、１行ずつ「行削除」ボタンで削除できます。

[切り取り][コピー][貼り付け]の機能も利用でき、マウスによる [ドラッグ＆ドロップ] 操作も可能です。

　　[切り取り][コピー][貼り付け] は、対象のセルを右クリックすれば呼び出せます。

　　[control]キーとの併用でよく利用される [ctrl]+[X], [ctrl]+[C], [ctrl]+[V] でも操作できます。

　　マウスによる [ドラッグ＆ドロップ] では、そのままでは「移動」となりますが

　　[control]または[shift]キーを押しながら [ドラッグ＆ドロップ] すると「コピー」になります。

以下に初期値での内容を示します。
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●　通貨記号について

各国（または地域）の通貨の表現には「通貨記号」が使われることが多くあります。（別途一覧表あり）

これらにはいくつかの種類がありますが、まず、１文字の特別な記号が用意されている場合があります。

円・圓・元 [ \ ]　ドル・ペソ [ $ ]　ユーロ [  ](1999€ ～)　ポンド・リラ [ ￡ ][ ₤ ]
ウォン [ ₩ ]　リヤル [ لایر ]　ルピー [ ₨ ]　フラン [ ₣ ][ ₣ ][ ₣ ]　シリング [ / ]

ギルダー(グルデン) [  ]ƒ 　イスラエル・新シェケル [ ₪ ]　フィリピン・ペソ [ ₱ ]

ウクライナ・フリヴニャ [ ₴ ]　アルメニア・ドラム [ ֏ ]　カザフスタン・テンゲ [ ₸ ]
パラグアイ・グアラニー [ ₲ ]　コスタリカ・コロン [  ]₡ 　ナイジェリア・ナイラ [ ₦ ]

モンゴル・トゥグルグ [ ₮ ]　バングラデシュ・タカ [ ৳ ]　カンボジア・リエル [ ៛ ]

ベトナム・ドン [  ]₫ 　ラオス・キップ [ ₭ ]　アフガニスタン・アフガニ [  ]

タイ・バーツ [ ฿ ]　インド・ルピー [ ₹ ](2010～)　トルコ・リラ [ ₺ ](2012～)　など

特別な記号は、補助通貨にも用意されていることがあります。

　 　セント • [ ¢ ][ ￠ ]（ドル,ユーロ,シリング,ルピー,ギルダー(フロリン),ランド,等の1/100）

　 　ミル • [ ₥ ]（USドル,カナダドル,香港ドル等の1/1000。→セントの1/10）

　 　カペイカ（コペイカ• ,コピーイカ） [ к ]（ルーブル等の1/100）

Unicodeに登録済みで現在では使われなくなっている通貨記号には、次のものがあります。(2013年現在)

旧ドイツマルク [ ℳ ]（正確には、ユーロ統合前のドイツマルク(1948-1998)の記号は [ DM ]。

[ ℳ ]は、金マルク(1873-1914)、パピエルマルク(1914-1923)の通貨記号）　

ペニヒ [  ]₰ （ドイツの通貨マルクの1/100補助通貨単位）

欧州通貨単位・ECU [ ₠ ](1979～1998・ユーロへ移行)

ギリシア・ドラクマ [ ₯ ][ ₯ ][ ₯ ][ ₯ ](～2001・ユーロ統合)

スペイン・ペセタ [ ₧ ](～2002・ユーロ統合)

フランス・LIVRE TOURNOIS [ ₶ ](13～18世紀)　

エスペラント系国際通貨・SPESMILO [ ₷ ](1907～第一次大戦)

アルゼンチン・アウストラル [ ₳ ](～1991)　ブラジル・クルゼイロ [  ](₢ ～1994)

ペルー・インティ [ I/. ](～1991)

一部の記号は、Unicodeの登録状況などにより、パソコンでは扱いにくい場合があります。

　 　ドル・ペソ記号　（• [ $ ](半角:U+0024)/[ ＄ ](全角:U+FF04)/[ �� ](太字:U+1F4B2)）

縦線が２本の記号(Cifrão)は Garamondの半角や Code2000の全角など一部のフォントのみ。

　 　フィリピン・ペソ記号　（• [  ](U+20B1)₱ ）

横線が１本の記号は登録されていない。(取消線での代用[P][Ｐ]は不適切なことが多い。)

　 　旧マルク記号　（• [ ₻ ](U+20BB)、デンマークおよびノルウェーでの17-18世紀の通貨）

コードポイントは Unicode      に登録予定。Symbolaなど一部のフォントのみで利用可。

　 　アゼルバイジャン・マナト　（• [ ₼ ](U+20BC)、アゼルバイジャンの現行通貨）

コードポイントは Unicode      に登録予定。Symbolaなど一部のフォントのみで利用可。

特別な記号は使わず、通貨名の先頭の１文字～数文字で、略称とすることもあります。

この場合の文字には、通貨の発行元の国や地域の文字が使われることが多くなります。

略称には、省略を示すピリオド（フルストップ）などの点が併用されることがあります。

デンマーク・クローネ krone → [ kr ] (デンマーク語＝ラテン文字)

ポーランド・ズウォティ (ズロチ) złoty → [ zł ] (ポーランド語＝ラテン文字)

ロシア・ルーブル рубль → [ руб ][ р. ] (ロシア語＝キリル文字)

（省略の点[ . ]は言語により呼び方が異なりますが、パソコンでは多くの場合で共用します）
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他国との流通などのために、他の文字に転写したものなどが用意されていることもあります。

グルジア・ラリ ლარი → [ ლ ] (グルジア語＝グルジア文字)

Lari → [ Lari ] (ラテン文字)

アゼルバイジャン・マナト manatı → [ man. ][ m ] (アゼルバイジャン語＝ラテン文字)

манат → [ ман. ] (ロシア語＝キリル文字)

【左←右】の順で書く言語の「省略を示す点」は、文字の左側になります。

モルディブ・ルフィヤ Maldivian Rufiyaa  → [ Rf. ][ MRf ][ MVR ] (英語)

ހ ] →            .ރ [ ވހ ާޔރފ ދ  ފ   (ディベヒ語)

系統的に同じ種類の通貨と区別する必要などから、通貨名が２つ以上の単語で成り立っている場合は

単語の頭文字を１文字ずつ使い、さらにピリオドなどの「省略を示す点」を併用することもあります。

アルジェリア・ディナール Algerian dinar → [ AD ] (英語)

زائريجينار د زائريجينار د )  (アラビア語) [ د.ج ] → ( 

バーレーン・ディナール Bahraini dinar → [ BD ] (英語)

حرينيبينار د حرينيبينار د )  (アラビア語) [ د.ب ] →( 

（アラビア語の【左←右】に連結する単語の頭文字を、独立形にして明示。

　省略を示す点は、連結の防止も兼ねて、文字のあいだに入るようです。）

すでに特別な記号を持っている通貨の場合は、国名等の頭文字を記号に組み合わせることがあります。

オーストラリア・ドル → [ A$ ] 　ニュージーランド・ドル → [ NZ$ ]

シンガポール・ドル → [ S$ ] 　香港ドル → [ HK$ ] 　ニュー台湾ドル → [ NT$ ]

エジプト・ポンド → [ E£ ][ £E ][ LE ][ L.E. ][ ج.م ]　シリア・ポンド → [ £S ][ LS ]

フォークランド諸島ポンド → [ FK£ ]　レバノン・ポンド → [ £L ][ LL ][ ل.ل ]

アラビア語とペルシア語には違いがあり、通貨に固有の特別な記号があっても、使わない場合もあります。

リヤル記号 [ لایر ](１文字)

サウジアラビア・リヤル [ سعوديريال  ] （リヤルは [  ا لير  ] の４文字・アラビア語）

イラン・リヤル [ ایرانریال  ] （リヤルは [  ا لیر  ] の４文字・ペルシア語）

通貨に固有の特別な記号であっても、国名の略称が併記されるものもあります。

ガーナ・セディ Ghana cedi → [ GH₵ ][ GH¢ ]
（[ ₵ ]は固有記号だがセント[ ¢ ][ ￠ ]との混同を避けるため単独使用しない）

ドル・ペソ記号[ $ ]は、「ドル」だけでなく、スペイン語圏やポルトガル語圏の通貨にも使われます。

メキシコ・ペソ → [ Mex$ ] 　ブラジル・レアル → [ R$ ] 　マカオ・パタカ → [ MOP$ ]

ユーロ等へ移行した通貨で使われていた記号も、国や地域によっては現役で使われているものがあります。

フランスの旧通貨「フラン」[ ₣ ]　→ ギニア・フラン [ G₣ ] スイス・フラン [ S₣ ]
オランダの旧通貨「ギルダー」(グルデン)[ ƒ ]　→ アルバ・フロリン [ ƒ ][ Afl. ]

アンティル・ギルダー [ ƒ ][ Naƒ ]

使われている言語によっては、その文法から、単語の語順が異なる場合などがあります。

ソマリランド・シリング Somaliland shilling→ [ Sl. Sh. ] (英語、旧イギリス領)

ソマリア・シリング Somali Shilling → [ So.Sh. ] (英語)

Shilin soomaali → [ Sh.So. ] (ソマリ語＝ラテン文字)
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◆　備考

英国などのポンド記号（[ £ ](半角)/[ ￡ ](全角)＝通貨、[ lb ][ ℔ ]＝質量、pound:パウンド）は

古代ローマの天秤「リブラ(libra)」が起源となっています。

（イタリアの旧通貨「リラ」[ ₤ ](横線２本)も同じ起源です。）

オランダの旧通貨「ギルダー」(グルデン)の記号[ ƒ ]は
「フローリン」(florijn)という旧名が由来となっています。

一部の通貨記号は、表示環境やフォントの選択により、字形が大きく異なる場合があります。

フランスの旧通貨「フラン」 (U+20A3)

Century フォント [ ₣ ]
Garamond フォント [ ₣ ]

FreeSerif フォント [ ₣ ]
ギリシアの旧通貨「ドラクマ」 (U+20AF)

DejaVu Sans フォント [ ₯ ]

Garamond フォント [ ₯ ]

Symbolaフォント [ ₯ ]
Aroania フォント [ ₯ ]

一部の言語地域の通貨では、単数形と複数形でスペルの頭文字が変わることにより

２種類の通貨記号を持つものがあります。

スワジランド・リランゲニ （(Lilangeni)、複数形(Emalangeni)） [ L ]と[ E ]。
レソト・ロチ （(Loti)、複数形(Maloti)） [ L ]と[ M ]。

間違えやすいと思われる記号に、次のようなものがあります。

[ Ｃ ]系統

セディ [ ₵ ](U+20B5) ガーナの現行通貨。

コロン [ ₡ ](U+20A1) コスタリカの現行通貨。エルサルバドルの旧通貨。

セント [ ¢ ](U+00A2)　[ ￠ ](U+FFE0) ドル等の補助通貨単位。

[ Ｔ ]系統

トゥグルグ [ ₮ ](U+20AE) モンゴルの現行通貨。

テンゲ [ ₸ ](U+20B8) カザフスタンの現行通貨。

（郵便記号） [ 〒 ](U+3012) 日本の郵便記号。（郵便の旧称「逓信」より）
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●　【左←右】の順の横書き（右横書き）で書く文字系統の言語

調査した範囲では、次の文字系統の言語で【左←右】書きがおこなわれるようです。

　 　アラム文字系統•
　 　アラム語• （中東地域、現在ほぼ消滅） アラム文字ほか

　 　シリア語• （シリアほか中東地域） シリア文字（アラム系）

　 　マンダ語• （中東地域、マンダ教の典礼言語） マンダ文字（アラム系）

　 　ヘブライ文字系統（アラム文字より派生）•
　 　ヘブライ語• （イスラエル・パレスチナ） ヘブライ文字

　 　イディッシュ語• （アシュケナージ系ユダヤ人） ヘブライ文字

　 　サマリア語• （イスラエル） サマリア文字（古ヘブライ系）

　 　アラビア文字系統（アラム文字起源）•
　 　アラビア語• （西アジア・北アフリカなどアラブ世界） アラビア文字

　 　ウイグル語• （中国(新疆)など中央アジア） アラビア文字

　 　ウルドゥー語• （パキスタン・インド） ウルドゥー文字（アラビア系）

　 　クルド語• （トルコ・イラク・イランほか） クルド文字（ソーラーニー、アラビア系）

　 　シンド語• （パキスタン・インド） アラビア文字（シンディー）

　 　バローチー語• （イラン・パキスタン・アフガニスタン） アラビア文字（ペルシア文字）

　 　ブラーフーイー語（パキスタン・アフガニスタン）• アラビア文字

　 　ディベヒ語• （モルディブ） 　　　ターナ文字（アラビア文字の影響。元は左→右）

　 　ペルシア文字系統（アラビア文字より派生）•
　 　ペルシア語• （イランほか中東地域） ペルシア文字

　 　タジク語• （タジキスタンでのペルシア語） ペルシア文字

　 　ダリー語• （アフガニスタンでのペルシア語） ペルシア文字

　 　パシュトー語• （アフガニスタン） パシュトー文字（ペルシア系）

　 　その他（古代語など）•
　 　フェニキア語• （現在のシリア） フェニキア文字（原カナン系）

　 　パフラヴィー語• （現在のイラン） パフラヴィー文字（アラム系）

　 　パルティア語• （現在のイラン） パフラヴィー文字（アラム系）

　 　アヴェスター語• （同・ゾロアスター教の教典） 　アヴェスター文字（パフラヴィー系）

　 　アラム語• ナバテア方言 （現在のヨルダン西部） ナバテア文字（シリア系）

　 　リュディア語• （現在のトルコ） リュディア文字（ギリシア系）

※ シンド語は多くの場合デーヴァナーガリーで書かれます。その場合は【左→右】と思われます。

●　【左←右】の順の縦書き（右縦書き）で書く文字系統の言語

　 　中国語• 漢字（繁体字・簡体字）

　 　朝鮮語（韓国語）• ハングル、漢字

　 　日本語• 漢字、ひらがな、カタカナ

※ 伝統的には縦書きだが、横書きも多用される。過去の横書きは【左←右】、現在の横書きは【左→右】。

●　【左→右】の順の縦書き（左縦書き）で書く文字系統の言語

　 　モンゴル語• モンゴル文字
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多言語国家インドの「ルピー記号」は

2010年に新しい記号 [ ₹ ]が制定されるまでは、言語ごとに記号も異なっていました。

ルピー

記号

インド

ルピー

バングラデシュ

タカ

スリランカ

ルピー

ネパール

ルピー

Rs ラテン２文字 ○

₨ 合成済み記号（１文字） ○

₹ 統一記号・2010年制定 ◎

꠸ ルピー・マーク

（インド北部）
○

৲ ルピー・マーク

（ベンガル語）
○ ○

৳ （ベンガル語） ○ ○

টট （ベンガル語） ○

ਰੁ （パンジャブ語） ○

૱ （グジャラート語） ○

రర （テルグ語） ○

ರರ （カンナダ(カナラ)語） ○

ර. （シンハラ語） ○ ○

ர （タミル語） ○ ○

௹ （タミル語） ○

ക （マラヤーラム語） ○

र. （サンスクリット

　デーヴァナーガリー）
○ ○

新ルピー記号を含むインド系の文字のフォントには Siddhanta , FreeSerif などが適しているようです。

この他の通貨記号や点字なども、フォントを切り替えれば正しく表示されることが多くなります。

次の画像は、点字の部分を「Quivira」フォントで表示したものです。

前の画像では見れなかった、一部の通貨記号も、正しく表示されています。
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http://ftp.gnu.org/gnu/freefont/
http://svayambhava.org/index.php/en/fonts
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC%E8%A8%98%E5%8F%B7
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次の画像は、前頁と同じ部分を「Symbola」フォントで表示したものです。

前の画像では見れなかった、一部の通貨記号が、正しく表示されています。
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通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

¤
Generic currency 
sign

؋ Afghan afghani アフガニ AFN Afghanistan アフガニスタン

Ar Malagasy ariary アリアリ MGA Madagascar マダガスカル

฿ Thai baht バーツ THB Thailand タイ

B/.
Panamanian 
balboa バルボア PAB Panama パナマ

Br
Ethiopian birr ブル ETB Ethiopia エチオピア

Belarusian ruble ベラルーシ・ルーブル BYR Belarus ベラルーシ

Bs. Bolivian boliviano ボリビアーノ BOB Bolivia ボリビア

Bs.F. Bs. Venezuelan 
bolívar ボリバル VEB Venezuela ベネズエラ

GH¢
GH₵
₵

Ghana cedi セディ GHC Ghana ガーナ

₡ Costa Rican colón コスタリカ・コロン CRC Costa Rica コスタリカ

D Gambian dalasi ダラシ GMD Gambia ガンビア

ден DEN Macedonian denar マケドニア・ディナール MKD Macedonia マケドニア共和国

ج.د DA Algerian dinar アルジェリア・ディナール DZD Algeria アルジェリア

د.ب BD Bahraini dinar バーレーン・ディナール BHD Bahrain バーレーン

د.ع ع.د Iraqi dinar イラク・ディナール IQD Iraq イラク

د.ا JD Jordanian dinar ヨルダン・ディナール JOD Jordan ヨルダン

د.ك K.D. Kuwaiti dinar クウェート・ディナール KWD Kuwait クウェート

ل.د LD

.د.ل
Libyan dinar リビア・ディナール LYD Libya リビア

РСД
RSD
din.
дин.

Serbian dinar セルビア・ディナール CSD Serbia セルビア

د.ت DT Tunisian dinar チュニジア・ディナール TND Tunisia チュニジア

د.م DH
Dhs

Moroccan dirham モロッコ・ディルハム MAD Morocco モロッコ

Western Sahara 西サハラ

د.إ DH
Dhs

United Arab 
Emirates dirham UAE      ディルハム AED

United Arab 
Emirates アラブ首長国連邦
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http://ja.wikipedia.org/wiki/UAE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B1%E3%83%89%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%A9%E3%82%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%87%E3%82%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%80%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

Db
São Tomé and 
Príncipe dobra ドブラ STD

São Tomé and 
Príncipe サントメ・プリンシペ

$

A$ Australian dollars オーストラリア・ドル AUD

Australia オーストラリア

Christmas Island クリスマス島

Keeling) Islands ココス諸島

Nauru ナウル

Norfolk Island ノーフォーク島

B$ Bahamian dollars バハマ・ドル BSD Bahamas バハマ

Bds$ Barbadian dollars バルバドス・ドル BBD Barbados バルバドス

BZ$ Belizean dollars ベリーズ・ドル BZD Belize ベリーズ

BD$ Bermudian dollars バミューダ・ドル BMD Bermuda バミューダ諸島

B$ Brunei dollars ブルネイ・ドル BND Brunei ブルネイ

CA$ Canadian dollars カナダ・ドル CAD Canada カナダ

CI$ Cayman Islands 
dollars ケイマン諸島・ドル KYD Cayman Islands ケイマン諸島

EC$ East Caribbean 
dollars 東カリブ・ドル XCD

Anguilla アンギラ

Antigua and 
Barbuda

アンティグア・バー

ブーダ

Grenada グレナダ

Saint Kitts and 
Nevis

セントクリスト

ファー・ネイビス

Saint Vincent and 
the Grenadines

セントビンセント・グ

レナディーン

Saint Lucia セントルシア

Dominica ドミニカ国

Montserrat モントセラト

FJ$ Fiji dollars フィジー・ドル FJD Fiji フィジー

G$ Guyanese dollars ガイアナ・ドル GYD Guyana ガイアナ

HK$
元 , 圓

Hong Kong 
dollars 香港ドル HKD Hong Kong 香港

J$ Jamaican dollars ジャマイカ・ドル JMD Jamaica ジャマイカ

Kiribati dollars キリバス・ドル

オーストラリア・ドル
AUD Kiribati キリバス

L$
LD$

Liberian dollars リベリア・ドル LRD Liberia リベリア

N$ Namibian dollars ナミビア・ドル NAD Namibia ナミビア

NZ$ New Zealand 
dollars ニュージーランド・ドル NZD

New Zealand ニュージーランド

Cook Islands クック諸島

Tokelau トケラウ

Niue ニウエ

Pitcairn Islands ピトケアン諸島

S$ Singaporean 
dollars シンガポール・ドル SGD Singapore シンガポール

SI$ Soloman Islands 
dollars ソロモン諸島ドル SBD Solomon Islands ソロモン諸島
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%B3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%B3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%80%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%8F%E3%83%9E%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

$

SRD Surinamese 
dollars スリナム・ドル SRD Suriname スリナム

NT$
元 , 圓

Taiwanese dollars ニュー台湾ドル TWD Taiwan 台湾

TT$ Trinidad and 
Tobago dollars

トリニダード・トバゴ・ド

ル
TTD

Trinidad and 
Tobago トリニダード・トバゴ

Tuvaluan dollars ツバル・ドル なし Tuvalu ツバル

US$ United States 
dollars US      ドル USD

United States of 
America アメリカ合衆国

British Virgin 
Islands

イギリス領ヴァージン

諸島

Ecuador エクアドル

El Salvador エルサルバドル

Saba サバ島

Sint Eustatius シント・ユースタティ

ウス島

Turks and Caicos 
Islands

タークス・カイコス諸

島

Palau パラオ

East Timor 東ティモール

Bonaire ボネール島

Marshall Islands マーシャル諸島

Micronesia ミクロネシア連邦

Z$ Zimbabwean 
dollars ジンバブエ・ドル ZWD Zimbabwe ジンバブエ

Argentine pesos ペソ ARS Argentina アルゼンチン

CLP$ Chilean pesos チリ・ペソ CLP Chile チリ

COL$ Colombian pesos コロンビア・ペソ COP Colombia コロンビア

$MN Cuban pesos キューバ・ペソ CUP
Cuba キューバ

CUC$ Cuban convertible
pesos 兌換ペソ CUC

RD$ Dominican pesos ドミニカ・ペソ DOP
Dominican 
Republic ドミニカ共和国

Mex$ Mexican pesos メキシコ・ペソ MXN Mexico メキシコ

$U Uruguayan pesos ウルグアイ・ペソ UYU Uruguay ウルグアイ

C$ Nicaraguan 
córdoba コルドバ NIO Nicaragua ニカラグア

R$ Brazilian real レアル BRL Brazil ブラジル

T$ Tongan paʻanga パアンガ TOP Tonga トンガ

₫ Vietnamese đồng ドン VND Vietnam ベトナム

֏ Armenian dram ドラム AMD
Armenia アルメニア

Nagorno-
Karabakh ナゴルノ・カラバフ

Esc $ Cape Verdean 
escudo カーボベルデ・エスクード CVE Cape Verde カーボベルデ
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%A0_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%B3_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8C%E6%8F%9B%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%B4%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%B4%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

€ European euro ユーロ EUR

Ireland アイルランド

Andorra アンドラ

Italy イタリア

The Sovereign 
Base Areas of 
Akrotiri and 
Dhekelia

イギリス主権基地領域

アクロティリおよびデ

ケリア

Estonia エストニア

Austria オーストリア

Netherlands オランダ

Cyprus キプロス

Greece ギリシャ

Guadeloupe グアドループ

Kosovo コソボ

St Barthélémy サン・バルテルミー島

Saint Pierre and 
Miquelon

サンピエール島・ミク

ロン島

Saint Martin サン・マルタン島

San Marino サンマリノ

Spain スペイン

Slovakia スロバキア

Slovenia スロベニア

Germany ドイツ

Vatican City バチカン

Finland フィンランド

France フランス

French Guiana フランス領ギアナ

Belgium ベルギー

Portugal ポルトガル

Malta マルタ

Martinique.svg マルティニーク

Mayotte マヨット

Monaco モナコ

Montenegro モンテネグロ

Luxembourg ルクセンブルク

Réunion レユニオン

F 　 CFP franc CFP      フラン XPF

French Polynesia フランス領ポリネシア

New Caledonia ニューカレドニア

Wallis and Futuna ウォリス・フツナ

ƒ

Afl. Aruban florin アルバ・フロリン AWG Aruba アルバ

Naƒ Netherlands 
Antillean guilder アンティル・ギルダー ANG

Curaçao キュラソー島

Sint Maarten シント・マールテン

島

Ft Hungarian forint フォリント HUF Hungary ハンガリー

FBu Burundian franc ブルンジ・フラン BIF Burundi ブルンジ
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFP%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

FCFA
Central African 
CFA franc

CFA      フラン 

(BEAC:  中央アフリカ  )
XAF

Cameroon カメルーン

Central African 
Republic 中央アフリカ

Chad チャド

Republic of the 
Congo コンゴ共和国

Equatorial Guinea 赤道ギニア

Gabon ガボン

₣

F
Fr.
CF

Comorian francs コモロ・フラン KMF Comoros コモロ

Congolese francs コンゴ・フラン CDF
Democratic 
Republic of the 
Congo

コンゴ民主共和国

F
Fr.
Fdj
DF

Djiboutian francs ジブチ・フラン DJF Djibouti ジブチ

F
Fr.
FG
G₣

Guinean francs ギニア・フラン GNF Guinea ギニア

F
Fr.
S₣

Swiss francs スイス・フラン CHF

Switzerland スイス

Liechtenstein リヒテンシュタイン

FRw
RF
R₣

Rwandan franc ルワンダ・フラン RWF Rwanda ルワンダ

CFA
West African 
CFA franc

CFA      フラン 

(BCEAO:  西アフリカ  )
XOF

Benin ベナン

Burkina Faso ブルキナファソ

Côte d'Ivoire コートジボワール

Guinea-Bissau ギニアビサウ

Mali マリ共和国

Niger ニジェール

Senegal セネガル

Togo トーゴ

G Haitian gourde グールド HTG Haiti ハイチ

₲
Paraguayan 
guaraní グアラニー PYG Paraguay パラグアイ

₴ Ukrainian hryvnia フリヴニャ UAH Ukraine ウクライナ

₭ ₭N Lao kip キップ LAK Laos ラオス

Kč Czech koruna チェコ・コルナ CZK Czech Republic チェコ
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%97_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%83%8B%E3%83%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%83%BC_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%81%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/CFA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

kr

Dkr Danish krones デンマーク・クローネ DKK
Denmark デンマーク

Greenland グリーンランド

Norwegian krones ノルウェー・クローネ NOK
Norway ノルウェー

Svalbard スヴァールバル諸島

:- Swedish krona スウェーデン・クロー  ナ SEK Sweden スウェーデン

Faroese króna フェロー・クローネ なし Faroe Islands フェロー諸島

Íkr Icelandic króna アイスランド・クローナ ISK Iceland アイスランド

kn Croatian kuna クーナ HRK Croatia クロアチア

MK Malawian kwacha マラウイ・クワチャ MWK Malawi マラウイ

ZK Zambian kwacha ザンビア・クワチャ ZMK Zambia ザンビア

Kz Angolan kwanza クワンザ AOA Angola アンゴラ

K
Myanma kyat チャット MMK Myanmar ミャンマー

Papua New 
Guinean kina キナ PGK

Papua New 
Guinea パプア・ニューギニア

₾ Lari Georgian lari ラリ GEL Georgia グルジア

Ls Latvian lats ラッツ LVL Latvia ラトビア

L £

Albanian lek レク ALL Albania アルバニア

Romanian leu ルーマニア・レウ RON Romania ルーマニア

Moldovan leu モルドバ・レウ MDL Moldova モルドバ

Honduran lempira レンピラ HNL Honduras ホンジュラス

Le
Sierra Leonean 
leone レオン SLL Sierra Leone シエラレオネ

L E Swazi lilangeni リランゲニ SZL Swaziland スワジランド

₺ Turkish lira トルコリラ TRL
Turkey トルコ

北キプロス

Lt Lithuanian litas リタス LTL Lithuania リトアニア

M L Lesotho loti ロチ LSL Lesotho レソト

₼ man.
ман.

Azerbaijani manat アゼルバイジャン・マナト AZN Azerbaijan アゼルバイジャン

m
Turkmenistan 
manat トルクメニスタン・マナト TMM Turkmenistan トルクメニスタン

КМ KM
Bosnia and 
Herzegovina 
convertible mark

兌換マルク BAM
Bosnia and 
Herzegovina

ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ

MT MTn Mozambican 
metical メティカル MZN Mozambique モザンビーク

Nfk Nfa Eritrean nakfa ナクファ ERN Eritrea エリトリア

₦ Nigerian naira ナイラ NGN Nigeria ナイジェリア
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8C%E6%8F%9B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8A%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8A%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A9_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AF_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8A_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%82%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%83%81%E3%83%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%83%81%E3%83%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

Nu.
Bhutanese 
ngultrum ニュルタム BTN Bhutan ブータン

UM
Mauritanian 
ouguiya ウギア MRO Mauritania モーリタニア

MOP$ 圓 , 元 Macanese pataca マカオ・パタカ MOP Macau マカオ

₱
PhP

P
Philippine peso フィリピン・ペソ PHP Philippines フィリピン

£

L British pounds UK      ポンド GBP

United Kingdom イギリス

British Indian 
Ocean Territory

イギリス領インド洋地

域

South Georgia and
the South 
Sandwich Islands

サウスジョージア・サ

ウスサンドウィッチ諸

島

FK£ Falkland Islands 
pounds フォークランド諸島ポ  ンド FKP Falkland Islands フォークランド諸島

Gibraltar pounds ジブラルタル・ポンド GIP Gibraltar ジブラルタル

£L
LL

ل.ل
Lebanese pounds レバノン・ポンド LBP Lebanon レバノン

Manx pounds マン島・ポンド なし Isle of Man マン島

St. Helena pounds セントヘレナ・ポンド SHP

Saint Helena セントヘレナ

Ascension アセンション島

Tristan da Cunha トリスタン・ダ・クー

ニャ

Sudanese pounds スーダン・ポンド SDG Sudan スーダン

£S
LS

Syrian pounds シリア・ポンド SYP Syria シリア

Guernsey pound ガーンジー・ポンド なし

Guernsey ガーンジー

Alderney オルダニー島

Sark サーク島

Herm ハーム島

South Sudanese 
pound 南スーダン・ポンド SSP Southern Sudan 南スーダン

Jersey pound ジャージー・ポンド なし Jersey ジャージー

ج.م
E£
£E
LE
L.E.

Egyptian pound エジプト・ポンド EGP Egypt エジプト

P Botswana pula プラ BWP Botswana ボツワナ

Q
Guatemalan 
quetzal ケツァル GTQ Guatemala グアテマラ

R
South African 
rand ランド ZAR South Africa 南アフリカ

R$ Brazilian real レアル BRL Brazil ブラジル
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%98%E3%83%AC%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%9E%E3%83%B3%E5%B3%B6%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%82%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%BF%E3%82%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%AE%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

ريال Iranian rial イラン・リアル IRR Iran イラン

لایر 　 Yemeni rial イエメン・リアル YER Yemen イエメン

ر.ع Omani rial オマーン・リアル OMR Oman オマーン

ر.ق QR Qatari riyal カタール・リヤル QAR Qatar カタール

ر.س SR.

ریال
Saudi riyal サウジアラビア・リヤル SAR Saudi Arabia サウジアラビア

៛ Cambodian riel リエル KHR Cambodia カンボジア

RM Malaysian ringgit リンギット MYR Malaysia マレーシア

₽ Руб
р.

Russian ruble ロシア・ルーブル RUB

Russia ロシア

Abkhazia アブハジア

南オセチア

Rf.

MRf.
MVR

/-

ރ.

Maldivian rufiyaa ルフィヤ MVR Maldives モルディブ

₹

₨
Rs

৳

৲

૱

రర
ರರ
௹
र

Indian rupee インド・ルピー INR India インド

₨

Rs Mauritian rupees モーリシャス・ルピー MUR Mauritius モーリシャス

Rs

र.
Nepalese rupees ネパール・ルピー NPR Nepal ネパール

Rs Pakistani rupees パキスタン・ルピー PKR Pakistan パキスタン

Rs
SLRs

රර
ர
/-

Sri Lankan rupees スリランカ・ルピー LKR Sri Lanka スリランカ
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


SRe SR Seychellois rupee セーシェル・ルピー SCR Seychelles セーシェル

通貨記号 他の表記 通貨単位
ISO
code 国または地域

Rp Indonesian rupiah ルピア IDR Indonesia インドネシア

₪ Israeli new shekel 新シェケル ILS
Israel イスラエル

Palestine パレスチナ

Ksh KSh Kenyan shilling ケニア・シリング KES Kenya ケニア

Sh.So. So. Sh. Somali shilling ソマリア・シリング SOS Somalia ソマリア

Sl. Sh. 　
Somaliland 
shilling ソマリランド・シリング なし Somaliland ソマリランド

/ 　 Tanzanian shilling タンザニア・シリング TZS Tanzania タンザニア

USh Ugandan shilling ウガンダ・シリング UGX Uganda ウガンダ

S/.
Peruvian nuevo 
sol ヌエボ・ソル PEN Peru ペルー

лв Bulgarian lev レフ BGN Bulgaria ブルガリア

сом Kyrgyzstani som キルギス・ソム KGS Kyrgyzstan キルギス

сўм
Us

so‘m
Uzbekistani som スム UZS Uzbekistan ウズベキスタン

ЅМ 　 Tajikistani somoni ソモニ TJS Tajikistan タジキスタン

৳
Tk

৲
Bangladeshi Taka タカ BDT Bangladesh バングラデシュ

WS$

WST
SAT
ST
T

Samoan tālā タラ WST Samoa サモア

₸ Kazakhstani tenge テンゲ KZT Kazakhstan カザフスタン

₮ Mongolian tögrög トゥグルグ MNT Mongolia モンゴル

VT Vanuatu vatu バツ VUV Vanuatu バヌアツ

₩ 원
North Korean won 北朝鮮ウォン KPW North Korea 朝鮮民主主義人民共和

国

South Korean won 大韓民国ウォン KRW South Korea 大韓民国

¥
円 , 圓 Japanese yen 円 JPY Japan 日本

元 , 圆
Chinese Renminbi
yuan 人民元 CNY China 中華人民共和国

zł Polish złoty ズウォティ（ズロチ） PLN Poland ポーランド
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%86%E3%82%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%83
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%84_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%A9_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%AB_(%E9%80%9A%E8%B2%A8)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%A2%E3%83%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8C%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%B1%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%94%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%94%E3%83%BC
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