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略語 内容 意味 使い方 意味

AFAIK as far as I know 私の知る限り

AFTK away from the keyboard
（チャット中などにちょっと席をはず
す場合に）退席中です

AKA Also known as ～としても知られる、またの名を

AOTA all of the above
（文章などで前述されていることを
指して）上記すべて

ASAP as soon as possible できる限りはやく GTFO ASAP!

いいから早くここから出て
け！
GTFO=get the fuck out

Aww

かわいそう、きゃーと驚く様子などを
表す。Awwwwwwwと長く表現する
ことも。

Awwwww he is 
so cute.

きゃ〜〜なんて可愛いのかし
ら。

B/C because なぜなら

B4 before ～の前に
Just learn 2 think 
b4 u speak! 考えてからものを言え！

BAK back at keyboard
（チャット中などに席をはずしていた
場合）席に戻りました

BBL be back later
（チャット中などにちょっと席をはず
す場合に）後で戻ります

BF boyfriend ボーイフレンド

BFN bye for now またね

BRB be right back
（チャット中などにちょっと席をはず
す場合に）すぐ戻ります

BTW by the way ところで

COB close of business 営業時間や就業時間の終了

CU see you またね

CUZ because なぜなら

He succeeded 
cuz he did his 
very best in 
everything.

彼は何事にもベストを尽くし
たから成功したんだ。

CYA see ya またね

CYL see you later またね

DAE Dose Anyone Else
～な人っている？こう思うのはわた
しだけ？

DAE have any 
opinion? 他に誰か意見ある？

dafuq What The Fuck
Dafuq you talking 
about? お前いったい何言ってんだ？

dat That それ
Something like 
dat. まあ大体そんな感じだよ。

DIY do it yourself 自分でやってよ

DUNNO I don't know わからない I totally dunno. 全然わからない。

EM Email Eメール

F2F face to face 面とむかって

FYI For Your Infomation ご参考までに
Just FYI I'm a 17 
year old girl!!

ちなみに私は17歳の女の子
です。

GA go ahead お先にどうぞ

GF girlfriend ガールフレンド

GJ good job
（相手が何かしたことに対して称賛
を称える意味で）よくやったね

GLHF good luck have fun 頑張ってね、楽しんでね

GN8 good night おやすみなさい

GR8 great （goodよりも良い意味で）すごくいい

GTFO get the fuck out 出ていけ

GTG go to go もう行かなきゃ
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GZ Congratulations おめでとう

A: hey i just grew 
a level!
B: gz

A: おい、（ゲームの）レベル
上がったぜ！
B: おめ！

HAGD have a good day よい一日を

Headdesk
おもにイライラした様子やがっかり
した様子をあらわす headdesk （例）あーやっちゃったな....

HTH hope this helps
（相手に教えたこと、アドバイスなど
が）役にたつといいんだけど

Hype 興奮している That car is hype! あの車かっこいい！

IAC in any case とにかく、いずれにせよ

IC I see
（相手に同意を示す場合に）なるほ
ど

ICYMI in case you missed it

忘れてしまっているといけないので
（特にTwitter上などですでに発信さ
れたりそれほど新しくない記事を引
用する場合に使われる）

IDK I don’t know 知らない、わからない

IMHO
in my humble/honest 
opinion

（謙遜して）私の意見を言わせても
らうと

IMO In My Opinion 私の意見では

I think they 
should make a 
sequel to this TV 
drama, imo

私が思うに、このドラマは続
編が作られるべきね。

IOW in other words
（他の言葉に言いかえる意味で）つ
まり

IRL In Real Life 現実の世界では
Do you think we'll 
ever meet IRL?

これから先、私たちリアルで
会うことがあると思う？

IYO in your opinion 君の意見では

JK or j/k just kidding 冗談だよ Haha, j/k あはは、ただのジョークだよ。

JTC just to confirm （確認する意味で）念のため

JTLYK just to let you know 知らせておきたかったんだ

K ok OK

K THX 
BYE okay,  thanks, bye

（相手にあまり興味がなく、その場
を離れたいときに）OK,ありがとう、
バイバイ

KIT keep in touch 連絡するね（してね）

L8R later あとで

LMAO laughting my ass off
（やや汚い表現で、おしりが体から
離れるくらい大笑いする意で）（爆）

LMLT look my last tweet 私の最新のツイートを見て

lol Laughing Out Loud
大笑いしていることを表現する。日
本のwwのような感じ

LOL! You are 
such an 
entertainer!

（笑）！君って本当面白い人
だね。

LOL lost of love 愛をこめて

lulz 他人の不幸を笑う様子

Lulz! You are 
such an 
entertainer! (笑）！お前らおもしろいな。

MB maybe たぶん

MYOB mind your own business 大きなお世話だ

N1 nice one

（人やものが良い場合に）いいね、
いいやつだね、（相手の言うことに
賛同する場合に）言えてるね

NIM not in the mood そんな気分じゃないんだ

NP no problem （問題がないという意味で）大丈夫
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NVM never mind 気にするなよ

NW no way
やだよ、そりゃないよ、まさか、まじ
で？

OMDB over my dead body 絶対にダメだ

OMG Oh My God
良い意味でも悪い意味でも驚きな
どの気持ちを表す

OMG! I can't 
believe it! 

なんてこと！信じられない
わ！

PIC picture 写真

PLZ please お願い

pls Like, Share, 
Comment, Sub if 
you like this 
video! 

このビデオが気に入ったら、
いいね、シェア、コメント、登
録をお願い！

POV point of view 観点、見地

PPL people 人々
I don't want to 
talk to you ppl.

あんたたちとは話したくない
な。

Proly Probably たぶん

Thats proly the 
funniest thing ive 
seen this year.

それは多分今年見た中でい
ちばん笑えると思う。

Q4U question for you 君に質問があるんだ

ROFL
Rollong On the Floor 
Laughing

床に転げまわるほど大笑いしてい
る様子

That is hilarious! 
ROFL!!!

それすごくおかしい！本当に
笑えるんだけど！

ROTF rolling on the floor
（床に笑い転げるほど）爆笑する
（爆）（笑）

RSN real soon now もうすぐにでも、早急に

RT retweet
リツイート（他の人のツイートを再投
稿すること）

SPST same place same time 同じ場所で同じ時間に

SRY sorry ごめん、すみません

STFU Shut The Fuck Up 黙れ
STFU and stop 
complaining. うるさい！文句を言うな！

SUP what's up? 元気？

sux sucks
とても悪い、気にくわない物事に対
して使う The movie sux. その映画最悪だな。

TBA to be announced 後日発表

TBC to be confirmed 確認中

TBD to be defined
（今のところ未確定だが）近いうちに
確定する

TBH To Be Honest 正直に言うと
That's pretty sad 
tbh.

それはすごく悲しいね、マジ
で。

THX thanks ありがとう

TIA thanks in advance
（これから相手がしてくれることに対
して前もって）ありがとう

TMI too much information

（直訳すると多すぎる情報ということ
から）もういいよ、もう十分、それ以
上言わなくていいよ

TTYL talk to you later またね

TY Thank You ありがとう Ty for telling me. 教えてくれてありがとう。

U you あなた、君、おまえ U  mad?
怒ってんの？ムキになってる
の？

U2 you too 君もね

UR you are/your 君、君の

VIP very important person ビップ

w/ with ～と一緒に、～付きなど Are you w/ me? 私の言ってることがわかる？

W/O without ～なしに
Can't imagine life 
w/o u.

あなたなしの人生なんて想像
できない。
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W8 wait 待つ

WAD without a doubt 間違いなく

WB welcome back
（チャットなどで退席していた人に対
して）おかえり

WDYT what do you think? 君はどう思う？

WFM words for me
（相手に賛同する感じで）いいと思う
よ

WTF What The Fuck

ふざけるな！どういうことだ！など
強い感情をあらわす
（驚きを表して）なんてこった！信じ
られない！何を言ってるの！ WTF!!

（変な動画やコメントの反応と
して）何じゃこりゃ！

XD 顔文字　＞＜
Haha, that was 
really funny... XD あはは、それ超おもしろい。

XOXO hugs and kisses
（恋人や友人、家族など親愛を込め
て）ハグとキス

Y why? なぜ？

YMMV Your Mileage May Vary
ただし個人差がある、人によって違
う

Their first album 
is better, but of 
course YMMV.

最初のアルバムの方がよ
かったな、まあ人それぞれだ
ろうけど。

YOLO You Only Live Once 人生一度きり

Come on man,, 
Don’t be scared. 
Yolo!!

おい、怖がるなよ、人生一度
きりなんだぜ！

YOYO you're on your own

意味はケースバイケースで例えば
（相手の成功を称えて）がんばった
ね、もう一人前だね、（怒りをこて）
自分で勝手にしろ、など。

YT YouTube YouTube
YW you're welcome どういたしまして


