
マイ家計簿

株式会社ヤラマイカ

　円、元、＄、€、￡、.....複数の通貨で家計簿をつけてみませんか?
マイ家計簿は複数の通貨の複数の口座の収支管理が簡単に行えます。
ネットで外貨でお買いものをされる方、仕事、旅行での現金外貨を持っている方、
外貨口座を持っている方、これから外貨口座を開設する方、これらの口座管理が
マイ家計簿では簡単に行えます。
　家計分析は円グラフと折れ線グラフで簡単に行えます。

詳細機能 :
• 家計の全ての銀行口座と現金が管理できます。(複数口座、複数通貨に対応)
• マイ家計簿に登録したそれぞれの口座の残高はいつでも簡単に見られます。
• それぞれの口座の履歴は簡単に確認できます。
• 取引の履歴には１つずつチェックマークを付けられます。
• 自動振替が登録できます。(毎月1回の予定と年に1回の予定)
• それぞれの口座間の振替が簡単に行えます。(A預金⇔B現金、C預金⇔A預金..)
• 12か月間の、支出全体についての各カテゴリーの割合(%)が円グラフで見られます。
• 過去3年間の、各カテゴリーの推移が折れ線グラフで見られます。
• データはCSVフォーマットで簡単に読込・出力でき、E-mailで送ることにより

iphone ⇔ ipad  で共有できます。

修正履歴：
– バージョン 1.1

– バージョン 1.2 : 金額入力用のキーパッド、支出変更機能、データ出力／読込のファイルを iTunes で共有.
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1. 現金・預金一覧

登録した全ての現金・預金口座の一覧が表示されます。 (Figure 1) 

それぞれの残高が表示されます。

Figure 1 Figure 2

左上の« 編集 » ボタンをタップすると、口座の順番を替えられます。削除もできます。
 (Figure 2)

右上のボタンをタップすると現金・預金口座を登録できます。 (part 2)

１つの口座をタップすると、収支一覧が表示されます。 (part 3)

一番下のツールバーでは１つのボタンがあります。そのボタンをタップすると、追加機能のメ
ニューが表示されます。これらの機能について、part 8 で説明します。



2. 現金・預金登録

新しい口座を登録するには口座の情報を入力してください (Figure 3)

Figure 3

Figure 4

口座名は必ず入力してください。
銀行名と口座名義も入力できます。

この口座の通貨記号を入力してください。
通貨記号が金額の前に表示するか後に表示す
るか設定できます。
なお、選択できるデフォールトの通貨記号を
用意しております、そちらから選択できます。
 (Figure 4)

最後に備考を入力できます。備考は口座番号
などのメモとしてお使いください。この備考
の内容は口座変更画面（Figure 14）で表示さ
れます。



3. 収支一覧

Figure 1 で選択してタップした口座の収支履歴が表示されます。

Figure 5

上から最新の収支が表示されます、古い収支を
見るには下へスクロールしてください。

支出を修正する場合は、項目を選択してタップ
します。 すると Figure 5a の画面になり金額と
日付の修正ができます。

支出修正については支出登録 (part 4) を参照く
ださい。

Figure 5 の収支金額の右のアイコンをタップす
るとその収支がチェックされます。

チェックされた収支のチェックアイコンをタッ
プすると、チェックが外れます。

Figure 5 の左上のボタンをタップすると、現金・預金一覧画面へ戻ります。

右上のボタンをタップすると、新しい収支を登録できます。 (part 4)

下のタブボタンで、自動振替一覧と現金・預金変更画面へ移動できます：

• 左のタブボタンはこの画面（Figure 5 収支一覧）に移動します。

• 真ん中のタブボタンは自動振替一覧に移動します。 (part 5)

• 右のタブボタンは現金・預金変更に移動します。 (part 7)



Figure 5a

収支一覧の画面で該当の項目をタップすると 
Figure 5a の画面になります。

ここで金額、日付の修正ができます。



4. 収支登録

Figure 6

収支を登録するには、収入か支出を選択して
タップします。するとそれぞれのカテゴリー
が表示されます。 (Figure 7)

“振替”をする場合は下の一覧表の中から選択
します。同じ通貨の間でお金を自由に移動で
きます。

Figure 7

Figure 7 の画面で項目の一つをを選択してタッ
プします。それぞれのカテゴリーに、 “その
他(手入力)”があり、新しい項目名を登録でき
ます。

よく使われる項目が上に表示されます。

項目を選択した後、金額や日付を入力します。
 (Figure 8)



Figure 8

収入、支出で 30 の項目名を用意してあります。
新しい項目名は”その他(手入力)”でご自由に
登録して下さい。(例:レストラン...)

「+ / -」ボタンは自動的に設定されますが、
必要であれば、修正できます。例：振替口座
を選択した場合、「-」は現在の口座からお金
を送りますが、「+」を選択した場合、選択し
た振替口座から現在の口座へ送る形になりま
す。

金額を入力、日付を指定してください。
日付はデフォールトで自動的に本日の日付に
なります。日付の変更は自由にできます。

備考はメモとしてお使いください。この備考
の内容は収支一覧画面 (Figure 5)でみられます。
例：複数の携帯電話の料金を登録する場合、
項目は「携帯電話」にして、備考には携帯電
話を使っている人の名前をメモ。



5. 自動振替一覧

登録された自動振替の一覧が表示されます。
「自動振替」は、毎月または年に 1 回 に発生する収支のことです。
例：給与、家賃、電気料..(毎月) 会費、保険料..(毎年)

Figure 9

発生する月日の順で表示されます。

１年間に１回の収支の場合、収支の項目名の
下に発生する月が表示されます。

自動振替を修正する場合は、項目を選択して
タップします。 すると Figure 10 の画面にな
り金額と指定日の修正ができます。
自動振替修正については自動振替登録 (part 6) 

を参照ください。

Figure 10

左上のボタンをタップすると現金・預金一覧へ戻ります。

収支一覧画面と同様に右上のボタンをタップすると新しい自動振替を登録できます。
 (part 6 を参照)

下に収支一覧画面と同じタブボタンが表示されます。



6. 自動振替登録

Figure 11 Figure 12

自動振替登録をするには”現金・預金一覧”（Figure 1）の画面で該当する口座を選択してタッ
プします。すると”収支一覧”の画面になります。（Figure 5）画面下のタブボタンで”自動振替
一覧”を選択してタップします。すると Figure 11 の画面になります。

この画面で自動振替の収入（給与など）、支出（電気料など）を登録します。

収入、あるいは支出を選択すると項目が表示されます。 (Figure 12) 

その中から該当の項目を選択します。

項目を選択してタップすると (Figure 13)の画面になります。

”振替”をする場合は下の一覧表の中から選択します。同じ通貨の間でお金を自由に移動できま
す。



Figure 13

この画面は収支登録画面（Figure 8）と同様で
す。

項目名は Figure 12 で選択されています。
その他（手入力）を選択した場合、新しい項目
名を登録してください。

自動振替は指定日に自動的に”収支 一覧”
（Figure 5）に反映します。その時の項目名は
この画面での項目名になります。

金額欄には振替予定金額を入力してください。
金額は確定後に修正します。
金額の「+/-」サインを変更できます。

この自動振替が実行される日を指定してくださ
い。例：25 日とかあるいは 12 月 10 日とか

備考はメモとしてお使いください。この備考の
内容は自動登録一覧には表示されません。指定
期日になり実行(決済)されると、収支一覧
（Figure 5）で表示されます。



7. 現金・預金変更

Figure 14

登録した現金・預金口座の情報が表示されます。
その情報を修正できます。



8. 追加機能

現金・預金一覧（Figure 1）の下のツールバーのボタンをタップするとメニューが表示されま
す。 (Figure 15)

Figure 15

以下の機能を選択できます：

1. 過去３年以上前のデータを削除
データが多くなると、収支一覧を表示する時等
時間かかる場合があります。
過去のデータを削除すると改善します。 

2. データの読込
以前保存したデータを読み込んで、インポート
できます。
データフォーマットが CSV です。別紙 1 を参
照。
２つのインポート方法があります：
・既存データを残して、インポートデータを追
加します。
・既存データを削除してから、インポートデー
タを保存します。(part 9 を参照)

3. データの出力
現在のデータを CSV フォーマットで出力しま
す。そのデータを別のデバイスにインポートす
ることができます。大きいアップデートの場合、
この機能を使ってバックアップを保存できます。
(part 9 を参照)

4. 支出の分析
part 10 を参照



9. データ読込／出力

CSV フォーマットについては別紙 1 を参照ください。

Figure 16

2 方法があります：
・CSV ファイルを iTunes で共有する
マイ家計簿のデータ読み込み画面でインポートする
ファイルを選択してください。別紙 2 を参照ください。
・CSV データをメールで iphone へ転送する
インポートデータをコピーしてから、マイ家計簿の
データ読み込み画面にペーストしてください。 

データ読込の際、既存データを残留するか削除するか
選択してください。
残留を選択した場合、既存データを残したままで、イ
ンポートしたいデータを同じ順位の現金・預金口座に
追加します。（指定の順位の口座が存在しない場合は
新しく作成されます。）

インポートするには右上の「次へ」ボタンをタップし
てください。すると確認画面が表示されます。よろし
ければ、右上の「保存」ボタンをタップしてください。

Figure 17

データの出力画面では、CSV フォー
マットに保存された既存データが表示
されます。 (Figure 17)

自動的に CSV ファイルが作成されます。
iTunes に接続したら、そのファイルを保
存することができます。別紙 3 を参照
ください。

iTunes を使いたくない場合は、データ
出力画面で表示されるデータを全選択
してコピーしてから、メモ帳あるいは
メールにペーストしてください。
 



10. 分析機能

Figure 15 で”支出の分析”を選択しますと収支のカテゴリーの一覧が表示されます。 (Figure 18) 

ここでそれぞれのカテゴリーの累計を確認できます。

上のナビゲーションバーで１〜１２ヶ月の累計の期間を選択できます。
前／次のボタンで期間を可変できます。
複数の通貨記号を使っている場合は、別々の累計が表示されます。

右上のボタンをタップすると円グラフが表示されます。 (Figure 19)

選択した期間の支出のカテゴリー別比率を確認できます。
ナビゲーションの操作は同じです。

円グラフの上に選択期間の収入と支出の合計が表示されます。
円グラフでは１つの通貨記号のデータを表示します。他の通貨記号のデータを表示するには、
収入と支出の合計をタップしてください。

Figure 18 Figure 19



支出の分析画面 (Figure 18)で１つのカテゴリーを選択してタップすると、折れ線グラフが表示
され、過去３年間までのカテゴリー別の推移が表示されます。 (Figure 20)

通貨記号別で表示しますので、複数の通貨記号のデータがある場合、複数の折れ線が表示され
ます。(カラーで各通貨を区別しています。)

Figure 20



別紙 1：データの読込／出力用の CSV フォーマット

CSV フォーマットが以下の通りになっています：

1．

現金・預金口座の順位。
既存データを残したい場合、この項目が重要です：
ここで指定されている順位の現金・預金口座にインポートするデータを追加します。
（下の 2．3．4．の口座名等は確認されません）

2． 現金・預金口座の口座名

3． 現金・預金口座の銀行名

4． 現金・預金口座の名義

5．

現金・預金口座の通貨記号（金額を通貨記号の後に表示する場合は指定する通貨記
号の後に半角の「+」を入れてください。金額を通貨記号の前に表示する場合は指定
する通貨記号の前に半角「+」を入れてください。）
例：「$+」を指定した場合、金額が「$1000」のように表示されます。

6． 現金・預金口座の備考

7． 収支(又は自動振替)の項目 

8． 収支(又は自動振替)のカテゴリー

9． 収支(又は自動振替)の金額

10． 収支の日付 （自動振替の場合は空欄）

11． 自動振替の実行日（収支の場合は空欄）

12． 自動振替の実行月（収支の場合は空欄）
毎月の自動振替の場合は「０」です。

13． 収支(又は自動振替)の備考

14．

収支の場合は作成日です。
自動振替の場合は、最新の実行日付です。
(インポートする時に、この日付と本日の日付の間に実行されなかった分は全て自動
的に実行されます）

15．
収支のチェック区分です。「１」はチェック付きで、「０」はチェックなし
（自動振替の場合は「０」）

16． 「０」で固定

17． 「０」で固定

18． 「０」で固定



別紙 2：データ出力（バックアップ）の仕方　（iTunes）

①　左下のボタンをタップしてください。

②　メニューから「データの出力」をタップしてください。



③　データの出力が完了します。

④　iPhone（又は iPad）をパソコンに接続してください。

⑤　iTunes の中にデバイスを選んでください（１）。上のタブで「Apps」を選択してくださ
い（２）。



⑥　下へスクロールしてください。

⑦　「ファイル共有」セクションの中から「mykakeibo」を選択してください（１）。
右に表示されるファイルの中から「exportData.csv」を選択してください（２）。



⑧　右下の「保存先...」ボタンをクリックして、保存先(マイドキュメント、デスクトッ
プ、...)を選択して、ファイルを保存してください。
これでバックアップ作業が完了です。



別紙 3：データの読込（レストアー）の仕方　（iTunes）

①　iPhone（又は iPad）をパソコンに接続してください。

②　iTunes の中にデバイスを選んでください（１）。上のタブで「Apps」を選択してくださ
い（２）。



③　下へスクロールしてください。

④　「ファイル共有」セクションの中から「mykakeibo」を選択してください（１）。
右のファイル一覧の下にある「追加...」ボタンをクリックしてください（２）。



フィアルを選択して、追加したら、右下の「同期」ボタンをクリックしてください（３）。

⑤　ここでご自分の iphone のマイ家計簿に戻って下くださ
い。左下のボタンをタップしてください。

⑥　メニューから「データの読込」を選択してください。



⑦　「データの読込」画面では、「exportData.csv」ファイ
ルを選択しタップしてください。
既存データを削除したくない場合は下のボタンで「残留」
を選択してください。

⑧　右上の「次へ」ボタンをタップしてください。
※データを読み込みますが、保存する前に確認画面が表示
されますので、安心して進んでください。



⑨　読み込むデータの件数が表示されます。問題ないよう
であれば、右上の「保存」ボタンをタップしてください。

これでデータの読み込みが完了です。


