
ROMANIZATION CHART

A. Standard Chartあ ア a い イ i う ウ u え エ e お オ oか カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ koさ サ sa し シ shi す ス su せ セ se そ ソ soた タ ta ち チ chi つ ツ tsu て テ te と ト toな ナ na に ニ ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ noは ハ ha ひ ヒ hi ふ フ fu へ ヘ he ほ ホ hoま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ moや ヤ ya いぃ イィ yi ゆ ユ yu いぇ イェ ye よ ヨ yoら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ roわ ワ wa ゐ ヰ wi ゑ ヱ we を ヲ oん ン n を ヲ woが ガ ga ぎ ギ gi ぐ グ gu げ ゲ ge ご ゴ goざ ザ za じ ジ ji ず ズ zu ぜ ゼ ze ぞ ゾ zoだ ダ da ぢ ヂ ji づ ヅ zu で デ de ど ド doば バ ba び ビ bi ぶ ブ bu べ ベ be ぼ ポ boぱ パ pa ぴ ピ pi ぷ プ pu ぺ ペ pe ぽ ポ poきゃ キャ kya きぃ キィ kyi きゅ キュ kyu きぇ キェ kye きょ キョ kyo
(きぁ) (キァ)    しゃ シャ sha しゅ シュ shu しぇ シェ she しょ ショ shoちゃ チャ cha ちゅ チュ chu ちぇ チェ che ちょ チョ choにゃ ニャ nya にぃ ニィ nyi にゅ ニュ nyu にぇ ニェ nye にょ ニョ nyoひゃ ヒャ hya ひぃ ヒィ hyi ひゅ ヒュ hyu ひぇ ヒェ hye ひょ ヒョ hyoひぉ ヒォみゃ ミャ mya みぃ ミィ myi みゅ ミュ myu みぇ ミェ mye みょ ミョ myoりゃ リャ rya りぃ リィ ryi りゅ リュ ryu りぇ リェ rye りょ リョ ryoぎゃ ギャ gya ぎぃ ギィ gyi ぎゅ ギュ gyu ぎぇ ギェ gye ぎょ ギョ gyoじゃ ジャ ja じゅ ジュ ju じぇ ジェ je じょ ジョ joぢゃ ヂャ ja ぢゅ ヂュ ju ぢぇ ヂェ je ぢょ ヂョ joびゃ ビャ bya びぃ ビィ byi びゅ ビュ byu びぇ ビェ bye びょ ビョ byoびぉ ビォぴゃ ピャ pya ぴぃ ピィ pyi ぴゅ ピュ pyu ぴぇ ピェ pye ぴょ ピョ pyoぴぉ ピォ

B. Non-traditional Japanese Chart (Foreign Words, etc.)いぃ イィ yi いぇ イェ yeゆぃ ユィ yi ゆぇ ユェ yeうぁ ウァ wa うぃ ウィ wi うゅ ウュ wyu うぇ ウェ we うぉ ウォ woくぁ クァ kwa くぃ クィ kwi くぅ クゥ kwu くぇ クェ kwe くぉ クォ kwoきぁ キァ kwa きぃ キィ kyi きぇ キェ kyeくゎ クヮ kwaきゎ キヮ kwaすぁ スァ swa すぃ スィ swi/si すぅ スゥ swu すぇ スェ swe すぉ スォ swoほぁ ホァ hwa ほぃ ホィ hwi ほぅ ホゥ hwu ほぇ ホェ hwe ほぉ ホォ hwoぐぁ グァ gwa ぐぃ グィ gwi ぐぅ グゥ gwu ぐぇ グェ gwe ぐぉ グォ gwoぎぁ ギァ gwa ぎぃ ギィ gyi ぎぇ ギェ gyeぎゎ ギヮ gwaずぁ ズァ zwa ずぃ ズィ zwi ずぅ ズゥ zwu ずぇ ズェ szwe ずぉ ズォ zwoすぅぃ スゥィ swi すぅぇ スゥェ sweずぅぃ ズゥィ zwi ずぅぇ ズゥェ zweぶぁ ブァ bwa ぶぃ ブィ bwi ぶぅ ブゥ bwu ぶぇ ブェ bwe ぶぉ ブォ bwoぷぁ プァ pwa ぷぃ プィ pwi ぷぅ プゥ pwu ぷぇ プェ pwe ぷぉ プォ pwoつぁ ツァ tsa つぃ ツィ tsi つゅ ツュ tsyu つぇ ツェ tse つぉ ツォ tsoてぃ ティ ti とぅ トゥ tuてゃ テャ tya てゅ テュ tyu てょ テョ tyoてぁ テァ tya てぃ ティ tyi てぅ テゥ tyu てぇ テェ tye てぉ テォ tyoふぁ ファ fa ふぃ フィ fi ふぇ フェ fe ふぉ フォ foふゃ フャ fya ふゅ フュ fyu ふぃぇ フィェ fye ふょ フョ fyoう゛ぁ ヴァ va う゛ぃ ヴィ vi う゛ ヴ vu う゛ぇ ヴェ ve う゛ぉ ヴォ voわ゛ ワ゛ va ゐ゛ ヰ゛ vi ゑ゛ ヱ゛ ve を゛ ヲ゛ voう゛を ヴヲ voう゛ゃ ヴャ vya う゛ゐ ヴヰ vi う゛ゅ ヴュ vyu う゛ぃぇ ヴィェ vye う゛ょ ヴョ vyoげぉ ゲォ geoげょ ゲョ geyoげよ ゲヨ geyo

da でぃ ディ di どぅ ドゥ du de 　 　 doでぁ・でゃ デァ･デャ dya でぃ？ ディ？ dyi でゅ デュ dyu でぇ デェ dye でぉ・でょ デォ･デョ dyo

Note: When は, へ, and を are used as gramatical particles (postpositions), romanize them as they are pronounced (i.e., wa, e, o).



C. Long Vowels and Diphthong Charts

アー ā イー ī うう ウー ū エー ē おう オー ō  カー kā キー kī くう クー kū ケー kē こう コー kō キャー kyā キュー kyū キェー kyē キョー kyōサー sā シー shī すう スー sū セー sē そう ソー sō シャー shā キィー kyī シュー shū シェー shē ショー shōター tā チー chī つう ツー tsū テー tē とう トー tō チャー chā チュー chū チェー chē チョー chōナー nā ニー nī ぬう ヌー nū ネー nē のう ノー nō ニャー nyā ニィー nyī ニュー nyū ニェー nyē ニョー nyōハー hā ヒー hī ふう フー fū ヘー hē ほう ホー hō ヒャー hyā ヒィー hyī ヒュー hyū ヒェー hyē ヒョー hyōマー mā ミー mī むう ムー mū メー mē もう モー mō ミャー myā ミィー myī ミュー myū ミェー myē ミョー myōヤー yā イィー yī ゆう ユー yū イェー yē よう ヨー yō   ラー rā リー rī るう ルー rū レー rē ろう ロー rō リャー ryā リィー ryī リュー ryū リェー ryē リョー ryōガー gā ギー gī ぐう グー gū ゲー gē ごう ゴー gō ギャー gyā ギィー gyī ギュー gyū ギェー gyē ギョー gyōザー zā ジー jī ずう ズー zū ゼー zē ぞう ゾー zō ジャー jā ジュー jū ジョー jōダー dā ヂー jī づう ヅー zū デー dē どう ドー dō ヂャー jā ヂュー jū ヂョー jōバー bā ビー bī ぶう ブー bū ベー bē ぼう ボー bō ビャー bā ビィー bī ビュー byū ビェー byē ビョー byōパー pā ピー pī ぷう プー pū ペー pē ぽう ポー pō ピャー pā ピィー pī ピュー pyū ピェー pyē ピョー pyōああ aa いい ii ええ ee おお ooかあ kaa きい kii けえ kee こお kooさあ saa しい shii せえ see そお sooたあ taa ちい chii てえ tee とお tooなあ naa にい nii ねえ nee のお nooはあ haa ひい hii へえ hee ほお hooまあ maa みい mii めえ mee もお mooやあ yaa よお yooらあ raa りい rii れえ ree ろお rooがあ gaa ぎい gii げえ gee ごお gooざあ zaa じい jii せえ zee ぞお zooだあ daa ぢい jii でえ dee どお dooばあ baa びい bii べえ bee ぼお booぱあ paa ぴい pii ぺえ pee ぽお poo

NOTE: Complex cases where one romanized string represents two or more kana strings are highlighted in the roman string with gray shading

Apply a macron using the following chart and examples. For syllables that are not provided either in the chart or examples, carefully consider the 

presence of "morpheme boundaries" to determine a long vowel. “Morpheme boundary” refers to the point in a string of romanized text that separates 

one morpheme from another. According to the Oxford English Dictionary, a morpheme is “the lowest unit of language that can convey meaning.” 

Romanize long vowels expressed by kana う and katakana lengthening bar ー by applying a macron. Romanize other long vowels (those expressed by 

kana あいえお / アイエオ) letter by letter according to the romanization chart.


