
個人的
お祝い・お悔やみ

お祝い・お悔やみ - 結婚
日本語 タイ語
おめでとうございます。末永くお幸せに。 ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั

้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
最近結婚した夫婦を祝う時

おめでとうございます。どうぞお幸せに。 ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่ค
ุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ

最近結婚した夫婦を祝う時

結婚おめでとう！彼と一緒になれてよかった
ね。

ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

最近結婚した仲の良い友達を祝う時（インフォーマル）

結婚おめでとう！願いがかなってよかったね
。

ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคน
ด้วย!

 最近結婚した仲の良い友達を祝う時（インフォーマル） 

結婚おめでとう。末永くお幸せに。 ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเ
จ้าสาวในวันแต่งงาน

最近結婚した夫婦を祝う時

お祝い・お悔やみ - 婚約
日本語 タイ語
婚約おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค

ุณ!
婚約をお祝いする時

婚約おめでとうございます。お二人の幸せを
お祈りしています。

ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในง
านหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง

最近婚約したカップルを祝う時

婚約おめでとうざいます。お二人もさぞかし
幸せそうなことでしょう。

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันท
ั้งสองคน

最近婚約したカップルを祝う時 
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婚約おめでとうございます。お二人の幸せを
お祈りしています。

ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ 
ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งส
องคน

最近婚約したカップルを祝う時

婚約おめでとう。結婚式はいつにするかもう
決めた？

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของค
ุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงา
นหรือยัง?

最近婚約した仲の良いう友達を祝福し、結婚式はいつか聞く時

お祝い・お悔やみ - 誕生日・記念日
日本語 タイ語
誕生日おめでとう！ สุขสันต์วันเกิด!

誕生日カードなどに載っている、一般的な誕生日のお祝い

誕生日おめでとう！ สุขสันต์วันเกิด!
誕生日カードなどに載っている、一般的な誕生日のお祝い

誕生日おめでとう！ ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
誕生日カードなどに載っている、一般的な誕生日のお祝い

あなたの誕生日が幸せな日になりますように
。

ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของ
คุณ

誕生日カードなどに載っている、一般的な誕生日のお祝い

たくさんの幸せが訪れますように。誕生日お
めでとう！

ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ
สุขสันต์วันเกิด!

誕生日カードなどに載っている、一般的な誕生日のお祝い

あなたの誕生日が素敵な日になりますように
！

ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขใน
เทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดป
ีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!

誕生日カードなどに載っている、一般的な誕生日のお祝い

記念日おめでとう！ สุขสันต์วันครบรอบ!
カードに書かれているような記念日の一般的なお祝い
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・・・・周年おめでとう！ สุขสันต์วันครอบรอบ!
ある特定の記念日を祝う時（例・２５周年記念、４０周年記念）

結婚・・・・周年記念日おめでとう！ ...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม
สุขสันต์วันครบรอบ!

結婚している年月の長さを強調し、記念日をお祝いする時

結婚２０周年おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานคร
บรอบของคุณ!

結婚２０周年を祝う時

銀婚記念日おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

結婚２５周年を祝う時

ルビー婚記念日おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

結婚４０周年を祝う時

真珠婚記念日おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่
งงานของคุณ

結婚３０周年を祝う時

珊瑚婚記念日おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ

結婚３５周年記念を祝う時

金婚記念日おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

結婚５０周年記念を祝う時

ダイヤモンド婚記念日おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงาน
แต่งงานของคุณ!

結婚６０周年を祝う時

お祝い・お悔やみ - 励ましの言葉
日本語 タイ語
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早くよくなってね。 ขอให้หายเร็วๆนะ
一般的な励ましの言葉（カードなどに書かれているもの）

一刻も早く良くなることを願っています。 ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
 一般的な励ましの言葉 

私たちはあなたが早くよくなって戻ってきて
くれることを願っています。

เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นใ
นเวลารวดเร็ว

複数の人から送る一般的な励ましの言葉

はやく元気になってください。 นึกถึงคุณ
ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

一般的な励ましの言葉

早く元気になってください。・・・・のみん
なより。

จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ

職場の複数の人から励ましの言葉をかける時

早く元気になってください。・・・・のみん
なより。

ขอให้หายเร็วๆนะ
ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ

職場の複数の人から励ましの言葉をかける時

お祝い・お悔やみ - お祝い
日本語 タイ語
・・・・おめでとう。 ขอแสดงความยินดีกับ...

一般的なお祝いの言葉

・・・・がうまくいくように祈っています。 ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำ
เร็จใน...

将来の成功を祈る時

・・・・が成功するように祈っています。 ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็
จใน...

将来の成功を祈る時

・・・・おめでとう。 ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
ある特定のことをお祝いする時
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・・・・お疲れ様。 เยี่ยมมากกับ...
特定のことをお祝いする時（「おめでとう」より控え目）

卒業検定合格おめでとう！ ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่า
นด้วย!

自動車教習所の卒業検定に合格した時

お疲れ様。頑張ったね。 เยี่ยมมาก
พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได
้

仲のよい友達や家族を祝う時

おめでとう！ ขอแสดงความยินดีด้วย!
お祝いを縮めたもの（まれに使われる）

お祝い・お悔やみ - 学校に関連したもの
日本語 タイ語
卒業おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษ

าของคุณ!
大学を卒業したことをお祝いする時

試験合格おめでとう！ ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบ
ผ่าน!

試験に合格したことをお祝いする時

試験おつかれさま。すごく頭いいね！ ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงค
วามยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!

仲のよい友達が試験ですごくよい点を取った時（インフォーマル）

大学院卒業おめでとう！将来の活躍を期待し
ています。

ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบค
วามสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและ
ขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ

大学院の卒業を祝い、将来の成功を祝う時

合格おめでとう！これからも頑張ってね。 เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและข
อให้คุณโชคดีในอนาคต

試験に合格したことを祝うが、合格した人物が大学に行くか仕事に就くかまだはっきりしていない時
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試験おつかれさま。これからも頑張ってね。 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด
้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงา
นของคุณในอนาคต

試験に合格したことを祝い、自分がよく知っている人が仕事に就こうとしている時

大学合格おめでとう。大学生活楽しんでね。 ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยได้
คุณให้คุณมีความสุข!

大学に合格したことを祝う時

お祝い・お悔やみ - お悔やみ
日本語 タイ語
・・・・様の突然の訃報に接し、言葉を失っ
ています。謹んでご冥福をお祈り申し上げま
す。

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่
าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงควา
มเสียใจอย่างสุดซึ้ง

身近な人を亡くした人にかける言葉

謹んでお悔やみを申し上げます。 เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยิน
ข่าวร้ายครั้งนี้

身近な人を亡くした人にかける言葉

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่าง
สุดซึ้ง

身近な人を亡くした人にかける言葉

・・・・様のご逝去を悼み、ご冥福を心より
お祈り申し上げます。

เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างม
ากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ล
ูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ

息子／娘／夫／妻を亡くした人にかける言葉（亡くなった人の名前も含んだ表現）

在りし日のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈
り申し上げます。

กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็
นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้ว
ย

身近な人を亡くした人にかける言葉

ご遺族の皆様に謹んでおくやみを申し上げま
すと共に、心より御冥福をお祈り申し上げま
す。

เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของค
ุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้
วย

身近な人を亡くした人にかける言葉

お祝い・お悔やみ - 仕事の成功を祝う
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日本語
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タイ語
新しい仕事での成功を祈っています。 เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่ค

ุณได้รับที่...
新しい仕事の成功を祝う時

新しい職場でも頑張ってください。・・・・
一同より。

จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโช
คดีในงานใหม่ของคุณ

以前の同僚に、新しい職場での成功を祈る時

・・・・としての成功を祈っています。 เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่ง
ใหม่ของ...

新しい役職での成功を祈る時

私たちは新しい職場でのあなたの成功を祈っ
ています。

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน
้าที่การงานของคุณ

以前の同僚に、新しい職場での成功を祈る時

仕事が見つかってよかったね！ ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุ
ณด้วย

新しい仕事を見つけたことを祝う時

・・・・で良いスタートを切れますように。 ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่.
..

新しい仕事場での初日がいいものになるように祈る時

お祝い・お悔やみ - 誕生
日本語 タイ語
新しい男の子／女の子の誕生を聞いて私もと
てもうれしいです。

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ไ
ด้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็
กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย

子供が生まれた夫婦を祝福する時

赤ちゃんのご誕生おめでとうございます！ ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในส
มาชิก!

子供が生まれた夫婦を祝福する時

新米のママへ。赤ちゃんの健やかなご成長を
お祈りします。

สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและ
บุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี

子供が生まれた女性を祝う時
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元気な男の子／美しい女の子のご誕生おめで
とうございます。

ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของล
ูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา

子供が生まれた夫婦を祝う時

おめでとう、・・・・夫婦。いい両親になっ
てください。

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงคว
ามยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครั
ว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที
่ดีมากแน่ๆ

子供が生まれた夫婦を祝う時

お祝い・お悔やみ - 感謝
日本語 タイ語
・・・・をどうもありがとう。 ขอบคุณมากสำหรับ...

一般的な感謝の言葉

私と夫／妻はあなたに感謝しています。 ้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของ
ฉันและตัวฉันเอง

自分と自分のまわりの人から感謝の言葉を伝える時

・・・・をしてくれて本当にありがとう。 ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่
างไรสำหรับ...

誰かが自分にしてくれたことに対して感謝している時

ほんのお礼のしるしです。 เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่
อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ

感謝のプレゼントをする時

・・・・に・・・・のことでとても感謝して
います。

เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...ส
ำหรับ...

誰かが自分にしてくれたことに対して感謝する時

・・・・を本当にどうもありがとうございま
す。

เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ

誰かが自分にしてくれたことに対して感謝する時

それどころかあなたに感謝してます！ ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เรา
ต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!

自分がした事が自分と相手のためになり、相手がそれに感謝する時

お祝い・お悔やみ - 季節のあいさつ
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日本語

ページ 10 22.05.2023



個人的
お祝い・お悔やみ

タイ語
・・・・から季節のあいさつです。 การทักทายตามโอกาสจาก...

アメリカでクリスマスとお正月を祝う時

メリークリスマス！明けましておめでとう！ เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

イギリスでクリスマスとお正月を祝う時

イースターおめでとう！ สุขสันต์วันอีสเตอร์!
キリスト教の国でイースターの日曜日を祝う時

よい感謝祭をお過ごしください／感謝祭おめ
でとう

สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!

アメリカで感謝祭を祝う時

明けましておめでとう！ สุขสันต์วันปีใหม่!
新年を祝う時

楽しい休暇をお過ごしください。 สุขสันต์วันหยุด!
アメリカとカナダで祝日を祝う時（通常クリスマスとハヌカー（ユダヤ教の清めの祭り）のあたりの時
期に使われる。）

ハヌカーおめでとう！ สุขสันต์วันฮานูก้า!
ハヌカー（ユダヤ教の清めの祭り）を祝う時

ディーワーリーおめでとう！この日が良いも
のになりますように。

สุขสันต์เทศกาลดิวาลี
ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้

ディーワーリー（インドの宗教的祭日）を祝う時

メリークリスマス！ เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันค
ริสต์มาส!

クリスマスを祝う際にキリスト教徒の国々で使われます

メリークリスマス&amp;ハッピーニューイヤ
ー

เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วั
นปีใหม่!

クリスマスとお正月を祝う際にキリスト教徒の国々で使われます
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