メッセージ文例集
下記文例はあくまでも参考です。彫刻文字の中に入れるメッセージ文を用途に合わせてお選びください。
お客様のオリジナルメッセ−ジを入れることも可能ですのでその際はご連絡ください。
(ただし、英訳・和訳作業は行っておりませんのでご了承ください。)
下記の他にも各種メッセージサンプルがございますので適切な文例が見当たらない場合はお問い合わせください。
商品によってはメッセージの全文をお入れできない場合がございます。

イベント

新郎・
新婦

結婚式

列席者

結婚記念日

出産

入学・卒業

就職・退職

応援メッセージ

№

日本語

英語

Ｍ-11
Ｍ-12
Ｍ-13
Ｍ-14
Ｍ-15
Ｍ-16
Ｍ-17
Ｍ-18

ようこそ、私たちの結婚式へ
ようこそ、私たちの結婚式へ
祝福していただいた事は決して忘れません
私たちの結婚式に参加してくれてありがとう
これからも私たちを見守ってください。
たくさんの愛をありがとう
ありがとう
私たち、幸せになります

Wellcome to our Wedding Reception.
Wellcome to our Wedding Celebration.
We'll never forget your kindness.
Thank you for coming to our Wedding Celemony.
Please watch us hereafter.
Thank you for lot of love.
With Thankes.
We become happy.

Ｍ-21
Ｍ-22
Ｍ-23
Ｍ-24
Ｍ-25

二人のご結婚が幸多いことをお祈りします
ご結婚の日に温かな気持ちを込めて
あなたといる時はいつも幸せです
お二人の輝く未来を願って
ご結婚おめでとう

Wish you a Happy Marriage.
With best wishes for your Wedding day.
You always make me happy.
All the best for your future.
On your Wedding with best wishes.

Ｍ-31
Ｍ-32
Ｍ-33
Ｍ-34
Ｍ-35
Ｍ-36

これからも宜しく
今もそしてこれからも
結婚記念日おめでとう
心の底からあなたに感謝します
♡回目の結婚記念日に寄せて
お母さんとお父さんになったお二人へ

Hereafter,it is good.
Now and forever.
Happy Wedding Anniversary.
I'm thanks to you from the bottom of my heart.
On your ♡th Wedding Anniversary.
To the New Mom and Dad.

Ｍ-41
Ｍ-42
Ｍ-43
Ｍ-44
Ｍ-45

可愛い赤ちゃん
健康に育ちますように心よりお祝い申し上げます
こんにちは、可愛い赤ちゃん
君の誕生に感謝
お誕生日を祝して

A little Angel.
Best wishes for your Baby.
Hello! Sweet Baby.
Thanks for your birth.
Special birthday wishes.

Ｍ-51
Ｍ-52
Ｍ-53
Ｍ-54
Ｍ-55
Ｍ-56
Ｍ-57

輝ける未来を
いつでも自分を信じて
ご入学おめでとうございます
ご卒業お慶び申し上げます
合格おめでとう
卒業おめでとう、一生勉強だよ頑張ってね
成人式おめでとう

All the best for your future.
Believe yourself all the time.
Conglaturations on your entrance into a school.
Best wishes on your graduation.
Conglaturations on passing.
Conglaturations on your graduation,keep on learning.
Happy New Coming of Age Start.

Ｍ-61
Ｍ-62
Ｍ-63
Ｍ-64
Ｍ-65
Ｍ-66
Ｍ-67

就職おめでとう
新たなスタートをするあなたにエールを送ります
昇進おめでとうございます
いっそうのご活躍をお祈り申し上げます
ご退職おめでとうございます
ありがとうございました
長年一緒に仕事することが出来幸せでした

Conglaturations on finding emplyment.
Wish you a best on your new start.
Congratulations on your promotions!
Best wishes for your continued success.
Congratulations on your retirement.
Thank you for all Your Hard Work !
It's been a pleasure working with you.

Ｍ-71
Ｍ-72
Ｍ-73
Ｍ-74
Ｍ-75
Ｍ-76

最善をつくして
いつでも素直な心で
元気をだして
目標に向かって進んで
今日という日は残りの人生の第一歩である
あなたなら出来る

Do your best.
Gentle heart all the time.
Keep on going.
Reach your Goal.
Today is a first day of the rest of your life.
You can do it !

