
はてな記法一覧　　

入力支援記法

記法名 書式 機能

見出し記法 *～～ 日記に見出し（h3）を付ける

時刻付き見出し記法 *t*～～、 *t+1*～～ 見出しに編集時刻を保存し表示

name 属性付き見出し記法 *name*～～ 見出しに好きな name 属性をつける

カテゴリー記法 *[～～]～～ 日記にカテゴリーを設定

小見出し記法 **～～ 日記に小見出し（h4）をつける

小々見出し記法 ***～～ 日記に小々見出し記法（h5）をつける

リスト記法 -～～、--～～、+～～、++～～ リスト（li）を簡単に記述

定義リスト記法 :～～:～～ 定義リスト（dt）を簡単に記述

表組み記法 | ～～ | ～～ |、 |*～～ | ～～ | 表組み（table）を簡単に記述

引用記法 >> ～～ << 引用ブロック（blockquote）を簡単に記述

pre 記法 >| ～～ |< 整形したテキストをそのまま表示（pre）

スーパー pre 記法 >|| ～～ ||< 整形した HTML 等のソースをそのまま表示（pre）

スーパー pre 記法

(シンタックス・ハイライト)

>|ファイルタイプ| ～～ ||<、

>|??| ～～ ||<

整形したプログラムのソースコードを色付けして

表示（pre）

aa 記法 >|aa| ～～ ||< アスキーアートを簡単にきれいに表示

脚注記法 (( ～～ )) 日記に脚注を設定

続きを読む記法 ==== 次の見出しまでその後の日記を「続きを読む」に

スーパー続きを読む記法 ===== 見出しも含めてその後の内容を「続きを読む」に

改行記法 (連続した空白の行 2 つ) 改行（br）を挿入

p タグ停止記法 >< ～～ >< 自動挿入される p タグを停止

tex 記法 [tex:～～] mimeTeX を使って数式を表示

ウクレレ記法 [uke:～～] ウクレレのコード譜を表示

自動リンク

記法名 書式 機能

http 記法 http://～～、[http://～～:title]、

[http://～～:barcode]、

[http://～～:image] 

URL への始まるリンクを簡単に記述

mailto 記法 mailto:～～ メールアドレスへのリンクを簡単に記述 

google 記法 [google:～～]、 [google:image:～～]、

[google:news:～～] 

Google の検索結果にリンク

amazon 記法 [amazon:～～] Amazon の検索結果にリンク

rakuten 記法 [rakuten:～～] 楽天市場の検索結果にリンク

自動リンク停止記法 [] はてな記法 [] はてな記法による自動リンクを停止

http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%88%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%82%8B%EF%BC%88%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%81%9C%E6%AD%A2%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88rakuten%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/Amazon%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88amazon%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/Google%E3%81%AE%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88google%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88http%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%80%81mailto%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88http%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%80%81mailto%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%AC%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E8%AD%9C%E3%82%92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%AC%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://d.hatena.ne.jp/keyword/mimeTeX
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%95%B0%E5%BC%8F%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88tex%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/p%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%8C%BF%E5%85%A5%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%82%8B%EF%BC%88p%E3%82%BF%E3%82%B0%E5%81%9C%E6%AD%A2%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%94%B9%E8%A1%8C%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%82%92%E6%8C%BF%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E6%94%B9%E8%A1%8C%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%97%A5%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%AB%E3%80%8C%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E3%80%8D%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E6%AF%8E%E3%81%AB%E3%80%8C%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E3%80%8D%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E8%84%9A%E6%B3%A8%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%88%E8%84%9A%E6%B3%A8%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88AA%EF%BC%89%E3%82%92%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E3%81%8D%E3%82%8C%E3%81%84%E3%81%AB%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88aa%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%84%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BCpre%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%84%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BCpre%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%84%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BCpre%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B%EF%BC%88pre%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%BC%95%E7%94%A8%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%BC%95%E7%94%A8%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E8%A1%A8%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%EF%BC%88%E8%A1%A8%E7%B5%84%E3%81%BF%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%B0%8F%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%B0%8F%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%80%81%E5%B0%8F%E3%80%85%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%B0%8F%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%88%E5%B0%8F%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%E3%80%81%E5%B0%8F%E3%80%85%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%97%A5%E8%A8%98%E3%82%92%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%97%E3%81%A6%E6%95%B4%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AAname%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%88name%E5%B1%9E%E6%80%A7%E4%BB%98%E3%81%8D%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%99%82%E5%88%BB%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%81%AE%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%88%E6%99%82%E5%88%BB%E4%BB%98%E3%81%8D%E8%A6%8B%E5%87%BA%E3%81%97%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89


はてな記法一覧　　

入力支援機能

記法名 書式 機能

そのまま行頭に表示機能 （行頭に半角の空白をつける）  行頭で「*」や「-」などをそのまま表示  

下書き機能 <!-- ～～ -->  HTML ソースにも表示されない下書き日記を記述 

修正時刻保存機能 <ins> ～～ </ins>、<del> ～～ </del> ins/del タグによる修正時刻を自動的に保存

cite、title 属性 <blockquote cite="～～" title="～～">

～～</blockquote>  

blockquote タグによる引用元を自動的に表示

自動リンクをタグ内で使う <a href="はてな記法"> ～～ </a> 自動リンク系のはてな記法を HTML タグ内で使用

はてな内自動リンク

記法名 書式 機能

id 記法 id:～～、id:～～:archive、id:～～:about、

id:～～:image、id:～～:detail 

はてなユーザーにリンクし、トラックバック送信 

question 記法 question:～～:title、question:～～:detail、

question:～～:image 

人力検索はてなにリンクし、トラックバック送信

search 記法 [search:～～]、[search:keyword:～～]、

[search:question:～～]、[search:asin:～～]、

[search:web:～～] 

はてな検索の検索結果にリンク 

antenna 記法 a:id:～～ はてなアンテナにリンク 

bookmark 記法 b:id:～～(:～～)、[b:id:～～:t:～～]、

[b:t:～～]、[b:keyword:～～] 

はてなブックマークにリンク 

diary 記法 d:id:～～、[d:keyword:～～] はてなダイアリーにリンクし、トラックバック送信 

fotolife 記法 f:id:～～:～～:image、f:id:～～(:favorite) はてなフォトライフの写真を表示し、トラックバッ

ク送信 

group 記法 g:～～、g:～～:id:～～、

[g:～～:keyword:～～]、他 

はてなグループにリンクし、トラックバック送信

idea 記法 idea:～～(:title)、i:id:～～、[i:t:～～] はてなアイデアにリンクし、トラックバック送信 

rss 記法 r:id:～～ はてな RSS にリンク

graph 記法 graph:id:～～、[graph:id:～～:～～(:image)]、

[graph:t:～～] 

はてなグラフを表示し、リンク

map 記法 map:x～～y～～(:map)、[map:～～]、

[map:t:～～] 

はてなマップ表示し、リンク

keyword 記法 [[～～]]、[keyword:～～]、

[keyword:～～:graph]、他 

キーワードにリンク

isbn/asin 記法 isbn:～～、asin:～～、isbn:～～:title、

isbn:～～:image、isbn:～～:detail、他 

書籍・音楽・映画などの紹介リンクを表示

jan/ean 記法 jan:～～、ean:～～、他 JAN/EAN コードを使った商品紹介リンクを表示

http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/JAN/EAN%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88jan/ean%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%83%BB%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%83%BB%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E6%8C%BF%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88isbn/asin%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88keyword%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88map%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88graph%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
http://hatenadiary.g.hatena.ne.jp/keyword/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%AARSS%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%88rss%E8%A8%98%E6%B3%95%EF%BC%89
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