
No 中国語 ピンイン 日本語

1 不好意思 bù hǎoyìsi 恥ずかしい。きまりが悪い。かたじけない。
2 真的不好意思 zhēn de bù hǎoyìsi ほんと、かたじけない。
3 实在不好意思 shízài bù hǎoyìsi 誠にかたじけない。
4 麻烦你了 máfan nǐ le 面倒かけました。面倒かけます。
5 麻烦您了 máfan nín le 面倒おかけしました。面倒おかけします。
6 对不起 duìbuqǐ ごめん。
7 对不起啊 duìbuqǐ a ごめんね。
8 真对不起 zhēn duìbuqǐ ほんと、ごめん。
9 对不住 duìbuzhù ごめん。
10 很抱歉 hěn bàoqiàn すみません。申し訳ない。
11 我觉得很抱歉 wǒ juéde hěn bàoqiàn 申し訳なく思う。
12 感到很抱歉 gǎndào hěn bàoqiàn 申し訳なく思う。
13 真抱歉 zhēn bàoqiàn 本当にすみません。
14 非常抱歉 fēicháng bàoqiàn 非常に申し訳ない。
15 实在抱歉 shízài bàoqiàn 誠に申し訳ありません。
16 十分抱歉 shífēn bàoqiàn 大変、申し訳ありません。
17 我感到十分抱歉 wǒ gǎndào shífēn bàoqiàn 大変、申し訳なく思っております。
18 深感抱歉 shēn gǎn bàoqiàn 深くお詫び申し上げます。
19 万分抱歉 wànfēn bàoqiàn 重ね重ね、お詫び申し上げます。
20 我道歉 wǒ dàoqiàn 謝罪します。
21 希望能让我道歉 xīwàng néng ràng wǒ dàoqiàn 謝罪させて欲しい。
22 我向你道歉 wǒ xiàng nǐ dàoqiàn あなたに謝ります。
23 诚心道歉 chéngxīn dàoqiàn 心より、謝罪します。
24 衷心道歉 zhōngxīn dàoqiàn 心より、謝罪します。
25 表示衷心的歉意 biǎoshì zhōngxīn de qiànyì 心からお詫び申し上げます。
26 致以深深的歉意 zhìyǐ shēn shēn de qiànyì 深くお詫び申し上げます。
27 我们向您致歉 wǒmen xiàng nín zhìqiàn 私たちからお詫び申し上げます。
28 我们衷心向您致歉 wǒmen zhōngxīn xiàng nín zhìqiàn 私たちは心からお詫び申し上げます。
29 我们表示深深的歉意 wǒmen biǎoshì shēnshēn de qiànyì 私たちは深くお詫びの気持ちを表します。
30 向你谢罪 xiàng nǐ xièzuì あなたに謝罪します。
31 原谅我 yuánliàng wǒ 許して。
32 原谅我吧 yuánliàng wǒ ba 許してよ。
33 请原谅 qǐng yuánliàng お許しください。
34 请你原谅 qǐng nǐ yuánliàng お許しください。
35 请大家原谅 qǐng dàjiā yuánliàng 皆さん、お許しください。
36 可以原谅我吗？ kěyǐ yuánliàng wǒ ma 許してくれますか。
37 请务必原谅 qǐng wùbì yuánliàng なにとぞお許し下さい。ぜひお許しください。
38 过意不去 guòyìbuqù すみません。恐縮です。
39 很过意不去 hěn guòyìbuqù すみません。恐縮です。
40 真过意不去 zhēn guòyìbuqù 本当に恐縮します。
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41 实在过意不去 shízài guòyìbuqù 誠に恐縮いたします。
42 是我不好 shì wǒ bù hǎo 私が悪いです。
43 都是我不好 dōu shì wǒ bùhǎo 全て、私が悪いです。
44 都怪我 dōu guài wǒ みんな私のせいです。
45 我错了 wǒ cuò le 私は間違えた。私の間違いです。
46 都是我的错 dōu shì wǒ de cuò 全て私の誤りです。
47 我不是故意的 wǒ bùshì gùyì de 故意ではありません。わざとではありません。
48 让您担心了 ràng nín dānxīn le ご心配おかけしました。
49 请您宽恕我 qǐng nín kuānshù wǒ ご容赦ください。
50 敬请谅解 jìng qǐng liàngjiě ご了承ください。
51 再也不做了 zài yě bù zuò le もうしません。
52 我以后再也不敢了 wǒ yǐhòu zài yě bù gǎn le 以後、もういたしません。
53 失礼失礼 shīlǐ shīlǐ 失礼しました。
54 失礼了 shīlǐ le 失礼しました。
55 太失礼了 tài shīlǐ le たいへん失礼しました。たいへん失礼だ。
56 那个太失礼了 nàge tài shīlǐ le それはたいへん失礼いたしました。
57 实在失礼了 shízài shīlǐ le 誠に失礼いたしました。
58 没关系 méi guānxi 関係ないですよ。たいしたことないです。
59 没什么 méi shénme なんでもないことです。
60 没事 méishì なんでもないことです。
61 我没事啊 wǒ méishì a 私は大丈夫です。
62 没事了 méishì le 大丈夫です。
63 别介意 bié jièyì 気にしないで。
64 请不要介意 qǐng bùyào jièyì 気にしないでください。
65 不必介意 bùbì jièyì 気にするな。ドンマイ。
66 请不必介意 qǐng bùbì jièyì 気にしないでください。
67 不要紧 bù yàojǐn 気にすることではない。どうということはない。
68 没问题 méi wèntí 問題ない。
69 请不要在意 qǐng bùyào zàiyì 気にしないでください。
70 别在意 bié zàiyì 気にしないで。
71 请不要这么介意 qǐng bùyào zhème jièyì 気にしないでください。
72 算了吧 suàn le ba もういいよ。
73 算了, 事情都过去了 suàn le, shìqíng dōu guòqù le いいよ、済んだことだ。
74 算了, 下次注意就行了 suàn le, xià cì zhùyì jiù xíng le いいよ、次は注意すればいい。
75 别放在心上 bié fàng zài xīnshàng 気に留めないで。
76 用不着道歉 yòngbuzháo dàoqiàn お詫びを必要としない。お詫びには及びません。
77 哪里哪里 nǎli nǎli いえいえ。
78 请你不必担心 qǐng nǐ bùbì dānxīn 心配しないでください。
79 不谢 bùxiè どういたしまして。
80 不用谢 bùyòng xiè どういたしまして。
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81 别提那件事 bié tí nà jiàn shì そんなこと言わない。そのことを言うな。
82 我不会原谅你 wǒ bù huì yuánliàng nǐ 私はあなたを許さない。
83 绝对不原谅 juéduì bù yuánliàng 絶対に許さん。
84 这次就饶了你 zhè cì jiù ráo le nǐ 今回は大目に見てやる。
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