
個人的
お祝い・お悔やみ

お祝い・お悔やみ - 結婚
日本語 ヒンディー語
おめでとうございます。末永くお幸せに。 तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी

रहो.
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。 सुमंगली भव
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。

शादी मुबारक

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
。

शादी मुबारक

 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。 हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.
最近結婚した夫婦を祝う時

お祝い・お悔やみ - 婚約
日本語 ヒンディー語
婚約おめでとう！ सगाई मुबारक

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。

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

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。

सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.

最近婚約したカップルを祝う時 

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。

मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.

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。結婚式はいつにするかもう
決めた？

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

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 ヒンディー語
誕生日おめでとう！ जन्मदिन मुबारक हो

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！ जन्मदिन मुबारक हो
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！ जन्मदिन मुबारक हो
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
。

तुम जियो हज़ारों साल

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！

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

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
！

जन्मदिन मुबारक हो

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！ सालगिरह मुबारक हो.
カードに書かれているような記念日の一般的なお祝い

・・・・周年おめでとう！ सालगिरह मुबारक हो
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！ आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.
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！ २० वी सालगिरह मुबारक हो
結婚２０周年を祝う時
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銀婚記念日おめでとう！ शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
結婚２５周年を祝う時

ルビー婚記念日おめでとう！ शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
結婚４０周年を祝う時

真珠婚記念日おめでとう！ शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
結婚３０周年を祝う時

珊瑚婚記念日おめでとう！ शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
結婚３５周年記念を祝う時

金婚記念日おめでとう！ शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
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！ शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
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 ヒンディー語
早くよくなってね。 आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

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。 आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
 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。

हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी

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。 तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे
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。

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

職場の複数の人から励ましの言葉をかける時
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早く元気になってください。・・・・のみん
なより。

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

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 ヒンディー語
・・・・おめでとう。 ... के लिए बधाईयाँ

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。 मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
将来の成功を祈る時

・・・・が成功するように祈っています。 मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
将来の成功を祈る時

・・・・おめでとう。 ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
ある特定のことをお祝いする時

・・・・お疲れ様。 ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
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！ परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
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。 बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
仲のよい友達や家族を祝う時

おめでとう！ बढिया है!
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 ヒンディー語
卒業おめでとう！ परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

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！ परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.
試験に合格したことをお祝いする時
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試験おつかれさま。すごく頭いいね！ तुम तो बडे बुद्धिमान निकले
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。

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

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。 परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

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

試験おつかれさま。これからも頑張ってね。 परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

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。 विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना
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 ヒンディー語
・・・・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。

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.

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。 ... की बात सुनकर जी थम गया.
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。 ... के बारे में सुनकर बडा दुख है.
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。

हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद
हमारे दिल में सदा रहेगी.

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。

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

身近な人を亡くした人にかける言葉
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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。

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

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
日本語 ヒンディー語
新しい仕事での成功を祈っています。 तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

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。

... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं

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。 आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो
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。

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

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！ जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
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。 जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
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 ヒンディー語
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。

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

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！ आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो
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。

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

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。

बधाई हो!

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。

हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.

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 ヒンディー語
・・・・をどうもありがとう。 ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

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。 ... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!
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。 ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
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。 हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.
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。

हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.

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。

हम आपके आभारी है... के लिए.

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！ धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.
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
日本語 ヒンディー語
・・・・から季節のあいさつです。 सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

アメリカでクリスマスとお正月を祝う時
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メリークリスマス！明けましておめでとう！ क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
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！ ईस्टर मुबारक!
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

थैंक्सगिविंग मुबारक!

アメリカで感謝祭を祝う時

明けましておめでとう！ नया साल मुबारक हो!
新年を祝う時

楽しい休暇をお過ごしください。 हैपी हॉलिडेस!
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！ हनूका की शुभकामनाएं!
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。

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

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！  
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

 

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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