
No 日本語 中国語 発音表記：ピンイン こんな風に聞こえる。
(日本語文字で表現できない音が多く含まれる）

1 ありがとう。 谢谢 xièxie シェーシェ

2
ありがと。かたじけない。
（軽い感じ）

不好意思 bù hǎoyìsi ブゥ ハァオイース

3 ありがと。（軽い感じ） 谢了 xiè le シェ ラ

4 ありがとうございました。 谢谢了 xièxiè le シェーシェ ラ

5 あなた、ありがとう！ 谢谢你! xièxie nǐ シェーシェ ニィ

6 あなた、ありがとね！ 谢谢你啊! xièxie nǐ a シェーシェ ニィ ア

7 ありがとうございます。 谢谢您 xièxie nín シェーシェ ニン

8 みなさんありがとう。 谢谢大家 xièxie dàjiā シェーシェ ダージャー

9 ありがとう。 多谢 duōxiè ドゥオーシェ

10 感謝いたします。 感谢您 gǎnxiè nín ガンシエ ニン

11 本当にありがとう。 太谢谢你了 tài xièxie nǐ le タイ シェーシェ ニィ ラ

12 本当にありがとうございます。 真的谢谢您 zhēn de xièxie nín ジェン ダ シェーシェ ニン

13 本当にありがとうございます。 真是谢谢您 zhēnshi xièxie nín ジェンシ シェーシェ ニン

14 とても感謝します。 很感谢您 hěn gǎnxiè nín ヘン ガンシエ ニン

15 大変感謝します。 太感谢您 tài gǎnxiè nín タイ ガンシエ ニン

16 ほんとうに感謝します。 太感谢了 tài gǎnxiè le タイ ガンシエ ラ

17 ほんとうに感謝します。 太感谢您了 tài gǎnxiè nín le タイ ガンシエ ニン ラ

18 非常に感謝します。 非常感谢 fēicháng gǎnxiè フェイチャァン ガンシエ

19 非常に感謝しています。 非常感谢你 fēicháng gǎnxiè nǐ フェイチャァン ガンシエ ニン

20 特別感謝いたします。 特别感谢您 tèbié gǎnxiè nín トェービエ ガンシエ ニン

21 心から感謝いたします。 真心感谢 zhēnxīn gǎnxiè ジェンシン ガンシエ

22 本当に感謝いたします。 真心感谢您 zhēn xīn gǎnxiè nín ジェンシン ガンシエ ニン

23 心の底から感謝します。 从心底感谢您 cóng xīndǐ gǎnxiè nín ツォン シンディー ガンシエ ニン

24 心から感謝の意を表します。 表示衷心的感谢
biǎoshì zhōngxīn de
gǎnxiè

ビャオシュィ ジョーンシン ダ ガンシエ

25 深く感謝の気持ちを表します。 我深表谢意 wǒ shēn biǎo xièyì ウォォ シェン ビャオ シエイィ

26 感謝にたえません。 感谢不尽 gǎnxiè bù jìn ガンシエ ブゥ ジン

27 感謝にたえません。 万分感谢 wànfēn gǎnxiè ワンフェーン ガンシエ

28 どう感謝すればいいかわかりません。 真不知怎么感谢才好
zhēn bù zhī zěnme
gǎnxiè cái hǎo

ジェン ブ ジー ゼンマ ガンシエ ツァイ ハオ

29 心から感謝します。 衷心感谢 zhōngxīn gǎnxiè ジョンシン ガンシエ

30 ご厚意に感激しております。 挺感激的 tǐng gǎnjī de ティイン ガンジー ダ

31 お気遣いありがとう。 谢谢你的关心 xièxiè nǐ de guānxīn シェーシェ ニィ ダ グアンシン
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32 お気遣いありがとうございます。 劳您担心 láo nín dānxīn ラオ ニン ダンシン

33
面倒みてもらってありがとうございま
す。

谢谢你的照顾 xièxiè nǐ de zhàogù シェーシェ ニィ ダ ジャオグゥ

34 手伝ってくれてありがとうございます。 谢谢你的帮助 xièxiè nǐ de bāngzhù シェーシェ ニィ ダ バーンジュゥ

35 あなたが手伝ってくれたおかげです。 多亏你的帮忙 duōkuī nǐ de bāngmáng ドゥオクイ ニィ ダ バーンマーン

36 ご協力ありがとうございます。 谢谢你的合作 xièxiè nǐ de hézuò シェーシェ ニィ ダ ヘゥズオ

37 お招き、ありがとうございます。 谢谢你的招待 xièxie nǐ de zhāodài シェーシェ ニィ ダ ジャオーダイ

38 あなたのおかげです。 托您的福 tuō nín de fú トゥオ ニン ダ フゥ

39 あなたのおかげです。 多亏了你 duōkuī le nǐ ドゥオクイ ラ ニィ

40 いろいろありがとう。 谢谢你多方面的帮 �助
xièxiè nǐ duō fāngmiàn de
bāngzhù

シェーシェ ニィ ドゥオ ファーンミェン ダ
バーンジュゥ

41 お世話になりました。 给您添麻烦了 gěi nín tiān máfan le ゲイ ニン ティエン マァファン ラ

42
いろいろお世話になって本当に感謝して
います。

真感谢你的多方关照
zhēn gǎnxiè nǐ de
duōfāng guānzhào

ジェン ガンシエ ニィ ダ ドゥオファーン
グゥアーンジャオ

43 皆さまのおかげです。 都归功于各位的友好合作
dōu guīgōngyú gèwèi de
yǒuhǎo hézuò

ドウー グゥイゴーンュイィ グゥウェイ ダ ヨウハオ
ヘゥズオ

44 お手数をおかけします。 麻烦你 máfan nǐ マァファン ニィ

45 お手数をおかけしました。 麻烦你了 máfan nǐ le マァファン ニィ ラ

46 お手数をおかけしました。 给您添麻烦了 gěi nín tiān máfan le ゲイ ニン ティェン マァファン ラ

47
わざわざ迎えに来てくれて、ありがとう
ございます。

谢谢你特意来接我 xièxie nǐ tèyì lái jiē wǒ シェーシェ ニィ トェニィ ライ ジエ ウォォ

48
送り届けてくれてありがとうございまし
た。

谢谢你给我送回来
xièxie nǐ gěi wǒ sòng
huílái

シェーシェ ニィ ゲイ ウォォ ソォン フイライ

49 プレゼントをありがとうございます。 谢谢你的礼物 xièxie nǐ de lǐwù シェーシェ ニィ ダ リィウゥ

50 ご親切どうもありがとうございます。 多谢您的好意 duōxiè nín de hǎoyì ドゥオシエ ニィ ダ ハァオイィ

51 ご厚意ありがとうございます。 谢谢你的好意 xièxie nǐ de hǎoyì シェーシェ ニィ ダ ハァオイィ

52 わたしはうれしい。 我很高兴 wǒ hěn gāoxìng ウォォ ヘン ガオーシィン

53 とてもうれしいです。 我太高兴了 wǒ tài gāoxìng le ウォォ タイ ガオーシィン ラ

54 うれしくてたまらない 。 高兴死了 gāoxìng sǐ le ガオーシィン スー ラ

55 お会いできてうれしいです。 我⻅到你很高兴
wǒ jiàn dào nǐ hěn
gāoxìng

ウォォ ジェン ダオ ニィ ヘン ガオーシィン

56 知り合えてとてもうれしいです。 认识你,我很高兴
rèn shi nǐn, wǒ hěn
gāoxìng

レン シ ニン，ウォォ ヘン ガオーシィン

57 面白い。 有意思 yǒu yìsi ヨウ イース

58 私はとても楽しい。 我很开心 wǒ hěn kāixīn ウォォ ヘン カイシン

59 今日はとても楽しい。 今天很开心 jīntiān hěn kāixīn ジンティェン ヘン カイシン

60 とてもいい。いいね。 很好 hěn hǎo ヘン ハオ

61 やった! よかった! 太好了! tài hǎo le タイ ハオ ラ

62 すごい！すばらしい！ 太棒了！ tài bàng le タイ バァン ラ
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63 なんて素晴らしい! 真不错啊！ zhēn bùcuò a ジェン ブゥツオ ア

64 あなた、ほんとにいい感じ！ 你真好! nǐ zhēn hǎo ニィ ジェン ハオ

65 あなた、本当にいい人です。 你人真好 nǐ rén zhēn hǎo ニィ レン ジェン ハオ

66 あなたがいてくれて良かった。 有你在真好 yǒu nǐ zài zhēn hǎo ヨウ ニィ ザイ ジェン ハオ

67 とても感動。 好感动 hǎo gǎndòng ハオ ガンドォン

68 すごく楽しいです。 开心极了 kāixīnjí le カイシンジィ ラ

69 私は今とても楽しいです。 我现在非常愉快
wǒ xiànzài fēicháng
yúkuài

ウォォ シェンザイ フェイチャァン ュイィクゥアイ

70 ついてるなぁ！ 我真走运 wǒ zhēn zǒuyùn ウォォ ジェン ゾウュイン

71 本当に幸せだ。 我真幸福 wǒ zhēn xìngfú ウォォ ジェン シィンフゥ

72 この前はありがとうございます。 上次谢谢你 shàng cì xièxie nǐ シャァン ツー シェーシェ ニィ

73 いつもありがとうございます。 一直以来谢谢您 yīzhí yǐlái xièxie nín イーヂィ イィライ シェーシェ ニン

74 こちらこそありがとうございます。 我才要谢谢您 wǒ cái yào xièxie nín ウォォ ツァイ ヤオ シェーシェ ニン

75 こちらこそとても感謝します。 倒是我很感谢您 dǎoshi wǒ hěn gǎnxiè nín ダオシ ウォォ ヘン ガンシエ ニン

76 わたしのほうこそお礼を言うべきです。 应该是我说谢谢才对
yīnggāi shì wǒ shuō
xièxie cái duì

ィインガイ シュイ ウォォ シュオ シェーシェ
ツァイ ドゥイ

77 わたしもうれしいです。 我也很高兴 wǒ yě hěn gāoxìng ウォォ イェー ヘン ガオーシィン

78 勉強になりました。 ⻓⻅识了 zhǎng jiànshi le ヂャァン ジェンシィ ラ

79 またお越しください。 请下次再来 qǐng xià cì zài lái チィン シィア ツー ザイ ライ

80 またのお越しをお待ちしております。 欢迎再次光临 huānyíng zài cì guānglín ファンイィン ザイ ツー グゥァンリン

81 ご来訪ありがとうございました。 谢谢光临 xièxie guānglín シェーシェ グゥァンリン
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