
No 中国語 ピンイン 日本語

1 恭喜 gōngxǐ おめでとう。
2 恭喜, 恭喜! gōngxǐ, gōngxǐ おめでとう。
3 真的恭喜了 zhēn de gōngxǐ le 本当におめでとう。
4 恭贺 gōnghè 祝う。
5 祝贺 zhùhè 祝う。
6 祝贺, 祝贺! zhùhè, zhùhè おめでとう。
7 祝贺你 zhùhè nǐ おめでとう。
8 快乐 kuàilè 幸福でうれしい。幸福で楽しい。
9 可喜 kěxǐ よろこぶべき。うれしい。
10 贺喜 hèxǐ 祝賀する。祝う。
11 可喜可贺 kěxǐ kě hè おめでとう。
12 可喜的事 kěxǐ de shì よろこばしい事。
13 可喜可贺的事 kěxǐ kě hè de shì おめでたい事。
14 谨表祝贺 jǐn biǎo zhùhè 謹んでお慶び申し上げます。
15 热烈祝贺 rèliè zhùhè 心からお祝い申し上げます。
16 谨表热烈祝贺 jǐn biǎo rèliè zhùhè 慎んで心からお祝い申し上げます。
17 您大喜啦! nín dàxǐ la おめでとうございます。
18 我给您贺贺喜 wǒ gěi nín hè hèxǐ お祝い申し上げます。
19 向你贺喜 xiàng nǐ hèxǐ おめでとう。
20 元旦快乐 yuándàn kuàilè 新暦の年明けおめでとう。元旦おめでとう。
21 春节快乐 chūnjié kuàilè 春節おめでとう。旧暦正月おめでとう。
22 新年好 xīnnián hǎo 新年おめでとう。
23 恭贺新年 gōnghè xīnnián 新年おめでとう。
24 恭贺新禧 gōnghè xìnxǐ 新年おめでとうございます。
25 新禧, 新禧 xīnxǐ, xīnxǐ 新年おめでとうございます。
26 过年好 guònián hǎo あけましておめでとう。旧暦の年明けおめでとう。
27 情人节快乐 qíngrénjié kuàilè バレンタインデーおめでとう。
28 端午节快乐 duānwǔjié kuàilè 端午節おめでとう。端午の節句おめでとう。
29 七夕节快乐 qīxìjié kuàilè 七夕(たなばた)おめでとう。
30 国庆节快乐 guóqìngjié kuàilè 国慶節おめでとう。中国の建国記念日おめでとう。
31 祝圣诞节快乐 zhù shèngdànjié kuàilè メリー・クリスマス。
32 生日快乐 shēngrì kuàilè 誕生日おめでとう。
33 祝你生日快乐 zhù nǐ shēngrì kuàilè 誕生日おめでとう。
34 给您拜寿了 gěi nín bàishòu le (年⻑者に対し)お誕生日おめでとうございます。
35 恭喜入学 gōngxǐ rùxué 入学おめでとう。
36 恭喜你成为小学生 gōngxǐ nǐ chéngwéi xiǎoxuéshēng 小学生になって、おめでとう。
37 祝贺你合格 zhùhè nǐ hégé 合格おめでとう。
38 祝贺你考上了 zhùhè nǐ kǎoshàng le テストに受かっておめでとう。
39 祝贺你考上大学 zhùhè nǐ kǎoshàng dàxué 大学合格おめでとう。
40 恭喜你考上大学 gōngxǐ nǐ kǎoshàng dàxué 大学合格おめでとう。
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41 祝贺毕业 zhùhè bìyè 卒業おめでとう。
42 祝贺你大学毕业 zhùhè nǐ dàxué bìyè 大学卒業おめでとう。
43 祝贺你找到了新工作 zhùhè nǐ zhǎodào le xīn gōngzuò 新しい仕事を見つけておめでとうございます。
44 恭喜你找到了新工作 gōngxǐ nǐ zhǎodào le xīn gōngzuò 新しい仕事を見つけておめでとうございます。
45 恭喜您高升 gōngxǐ nín gāoshēng ご栄転おめでとうございます。
46 祝贺你高升了 zhùhè nǐ gāoshēng le 昇進おめでとう。
47 恭喜订婚 gōngxǐ dìnghūn 婚約おめでとう。
48 祝贺订婚 zhùhè dìnghūn 婚約おめでとう。
49 恭喜结婚 gōngxǐ jiéhūn 結婚おめでとう。
50 恭喜你结婚 gōngxǐ nǐ jiéhūn 結婚おめでとう。
51 恭喜你们结婚 gōngxǐ nǐmen jiéhūn あなたたち、結婚おめでとう。
52 祝你结婚快乐 zhù nǐ jiéhūn kuàilè 結婚おめでとう。
53 祝你新婚快乐 zhù nǐ xīnhūn kuàilè 新婚おめでとう。
54 祝你们新婚快乐 zhù nǐmen xīnhūn kuàilè あなたたち、新婚おめでとう。
55 这次真是恭喜你结婚了 zhè cì zhēnshi gōngxǐ nǐ jiéhūn le この度はご結婚おめでとうございます。
56 祝贺你喜添贵子 zhùhè nǐ xǐ tiān guìzǐ 息子さんの誕生、おめでとう。
57 恭喜你喜得贵子 gōngxǐ nǐ xǐ dé guìzǐ 息子さんの誕生、おめでとう。
58 恭喜喜得千金 gōngxǐ xǐ dé qiānjīn 娘さんの誕生、おめでとう。
59 祝贺你生小孩儿 zhùhè nǐ shēng xiǎoháir 子供が生まれておめでとう。
60 恭喜你出院 gōngxǐ nǐ chūyuàn 退院おめでとう。 
61 恭喜十周年 gōngxǐ shí zhōunián １０周年おめでとうございます。
62 恭喜结婚十周年 gōngxǐ jiéhūn shí zhōunián 結婚１０周年おめでとうございます。
63 祝贺你成功 zhùhè nǐ chénggōng 成功おめでとう。
64 恭喜你们完成任务 gōngxǐ nǐmen wánchéng rènwù あなたたちの任務完了おめでとう。
65 祝贺你们完成任务 zhùhè nǐmen wánchéng rènwù あなたたちの任務完了おめでとう。
66 祝贺项目顺利完成 zhùhè xiàngmù shùnlì wánchéng プロジェクトが無事に終わりおめでとう。
67 恭喜获奖 gōngxǐ huòjiǎng 受賞おめでとう。入賞おめでとう。
68 恭喜获胜 gōngxǐ huòshèng 勝利を手にしておめでとう。
69 祝贺胜利 zhùhè shènglì 勝利をおめでとう。
70 恭喜你赢了 gōngxǐ nǐ yíng le 勝ちをおめでとう。
71 祝贺你取得胜利 zhùhè nǐ qǔdé shènglì 勝利の獲得おめでとう。
72 祝贺你们获得胜利 zhùhè nǐmen huòdé shènglì あなたたちの勝利の獲得おめでとう。
73 祝贺你获得第一名 zhùhè nǐ huòdé dì yī míng １位獲得おめでとう。優勝おめでとう。
74 祝贺赢得冠军 zhùhè yíngdé guànjūn 優勝を勝ちとりおめでとう。
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