
No 中国語 ピンイン 日本語

1 祝 zhù こころから願う。祈る。喜び祝う。
2 祝您健康 zhù nín jiànkāng ご健康をお祈りします。
3 祝您⻓寿 zhù nín chángshòu どうぞ⻑⽣きされますようお祈りいたします。
4 祝你早日康复 zhù nǐ zǎorì kāngfù あなたが早く健康を回復しますように。
5 祝你全家幸福 zhù nǐ quánjiā xìngfú あなたのご家族が幸せでありますように。
6 祝你旅途愉快 zhù nǐ lǚtú yúkuài あなたの旅が楽しくありますように。
7 祝你一路平安 zhù nǐ yīlù píng'ān 道中ご無事でありますように。
8 祝你好运 zhù nǐ hǎoyùn あなたの幸運を祈ります。
9 祝你们幸福 zhù nǐmen xìngfú あなたがたがお幸せでありますように。
10 祝您永远幸福 zhù nín yǒngyuǎn xìngfú いつまでもお幸せであられますように。
11 祝你成功 zhù nǐ chénggōng あなたの成功を祈ります。
12 祝你努力奋斗 zhù nǐ nǔlì fèndòu 健闘を祈ります。
13 祝您万事如意 zhù nín wànshì rúyì 万事があなたの思い通りでありますように。
14 祝你⽣日快乐 zhù nǐ shēngrì kuàilè お誕⽣日おめでとう。
15 祷祝 dǎozhù 祈る。祈願する。
16 馨香祷祝你安泰 xīnxiāng dǎozhù nǐ āntài 香をたいてあなたの安泰を祈願する。
17 祈祷 qídǎo 神仏に祈る。
18 向神佛祈祷 xiàng shénfó qídǎo 神仏に祈る。
19 向星星祈祷 xiàng xīngxing qídǎo 星にお願いごとをする。
20 祈祷上帝 qídǎo shàngdì 神に祈る。
21 祈祷神灵 qídǎo shénlíng 神に祈る。
22 祈祷世界和平 qídǎo shìjiè hépíng 世界平和を祈る。
23 祈祷平安吉祥 qídǎo píng'ān jíxiáng 平穏無事を祈る。
24 祈祷家庭安全 qídǎo jiātíng ānquán 家内安全を願う。
25 祈祷成就大愿 qídǎo chéngjiù dà yuàn 大願成就を願う。
26 祈祷能够考上 qídǎo nénggòu kǎoshàng 合格を祈願する。
27 祈祷及格 qídǎo jígé 合格を祈願する。
28 祈祷必定获胜 qídǎo bìdìng huòshèng 必勝を祈願する。
29 祈祷丰收 qídǎo fēngshōu 豊作を祈る。
30 祈祷冥福 qídǎo míngfú 冥福を祈る。
31 祷告 dǎogào 神仏に祈りをささげる。
32 向神祷告 xiàng shén dǎogào 神に祈る。
33 祷告苍天 dǎogào cāngtiān 天に祈る。
34 祷告祈求疫情赶快过去 dǎogào qíqiú yìqíng gǎnkuài guòqù 疫病が早く過ぎ去るようお祈りする。
35 敬祝 jìngzhù 慎んでお祈りする。
36 敬祝身体健康 jìngzhù shēntǐ jiànkāng 慎んでご健康をお祈りします。
37 敬祝春节快乐 jìngzhù chūnjié kuàilè 慎んで春節を喜び申し上げます。
38 祝愿 zhùyuàn 祈る。よい方向に行くよう願う。祝福する。
39 祝愿早日康复 zhùyuàn zǎorì kāngfù 早く健康が回復されるようお祈りいたします。
40 衷心祝愿您健康 zhōngxīn zhùyuàn nín jiànkāng 心よりあなた様のご健康をお祈りいたします。
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41 祝福 zhùfú 平和や幸運を祈る。祝福する。
42 祝福你一路平安 zhùfú nǐ yīlù píng'ān 道中ご無事を祈りします。
43 我衷心地祝福你 wǒ zhōngxīn de zhùfú nǐ 私は心からお祝いします。
44 祝福你们 zhùfú nǐmen あなたがたを祝福します。
45 预祝 yùzhù 〜となるよう祈る。
46 预祝成功 yùzhù chénggōng 成功しますように。
47 预祝你幸福 yùzhù nǐ xìngfú あなたの幸せを願う。
48 希望 xīwàng 願う。希望する。希望。
49 希望多加保重 xīwàng duōjiā bǎozhòng いっそうのご自愛をお願いします。
50 希望你早日康复 xīwàng nǐ zǎorì kāngfù あなたの健康の回復を願う。
51 希望从宽处理 xīwàng cóngkuān chǔlǐ 寛大な処置を願う。
52 希望你们更加努力 xīwàng nǐmen gèngjiā nǔlì あなたがたのより一層の努力を願う。
53 希求 xīqiú 願い求める。希望と要求。
54 希求大家的帮助 xīqiú dàjiā de bāngzhù 皆さんの助けをお願いします。
55 情愿 qíngyuàn 心から願う。むしろ〜する。
56 甘心情愿 gānxīn qíngyuàn 心から望む。
57 我情愿一梦不醒 wǒ qíngyuàn yī mèng bù xǐng 夢から覚めぬようにと願う。
58 许愿 xǔyuàn 神仏に願をかける。〜すると約束する。
59 到神社求神许愿 dào shénshè qiú shén xǔyuàn 神社をお参りして願をかける。
60 务求 wùqiú 〜を切に願う。ぜひとも〜してほしい。
61 务求早日完成 wùqiú zǎorì wánchéng ぜひとも一日も早い完成を願う。
62 期望 qíwàng 望む。
63 期望成功 qīwàng chénggōng 成功を期する。
64 期望再会 qīwàng zàihuì 再会を期する。
65 企望 qǐwàng 待ち望む。
66 企望工作顺利完成 qǐwàng gōngzuò shùnlì wánchéng 仕事の順調な仕上がりを待ち望む。
67 指望 zhǐwang 待ち望む。期待する。見込み。
68 指望别人的帮助 zhǐwàng biérén de bāngzhù 人の助けを当てにする。
69 盼望 pànwàng 心待ちにする。
70 盼望早日相会 pànwàng zǎorì xiānghuì 近いうちにお目にかかれますように。
71 盼望早日⻅面 pànwàng zǎorì jiànmiàn 近いうちにお目にかかれますように。
72 盼望着跟你⻅面 pànwàng zhe gēn nǐ jiànmiàn あなたとの会えるのを心待ちしています。
73 盼望着和你再⻅面 pànwàng zhe hé nǐ zài jiànmiàn あなたとの再会を心待ちしています。
74 盼望着春天 pànwàng zhe chūntiān 春が待ち遠しい。
75 期待 qīdài 期待する。待ち望む。
76 期待下次見面 qídài xià cì jiànmiàn  次回お会いすることを楽しみにしています。
77 期待能更加努力 qídài néng gèngjiā nǔlì 一層の努力を期待する。
78 祈求 qíqiú 心から願う。
79 祈求幸运 qíqiú xìngyùn 幸運を願う。
80 祈求理解 qíqiú lǐjiě 理解を請う。
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81 期求 qīqiú 手に入れたいと願う。
82 祈求幸福 qíqiú xìngfú 幸せを願う。
83 企求 qǐqiú 手に入れたいと願う。
84 我企求着光明 wǒ qǐqiú zhe guāngmíng 希望を得たいと願っている。
85 冀望 jìwàng 希望する。
86 冀望市场恢复理智 jìwàng shìchǎng huīfù lǐzhì 市場が健全に戻ることを願う。
87 希冀 xījì 希望する。願う。
88 希冀圆满结果 xījì yuánmǎn jiéguǒ 首尾よく終わるように願う。
89 心愿 xīnyuàn 願い。願望。
90 实现心愿 shíxiàn xīnyuàn 願いをかなえる。
91 心愿终于实现了 xīnyuàn zhōngyú shíxiàn le 念願がついにかなった。
92 愿望 yuànwàng 願い。願望。
93 实现愿望 shíxiàn yuànwàng 願いをかなえる。
94 达到愿望 dádào yuànwàng 願いをかなえる。
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