
 

 

お悔やみ

[B0206]

●●様のご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。安らかにご永 
眠されますようお祈りいたします。お悲しみの中にもお疲れがでま 
せんよう、喪主様をはじめ、ご家族の皆様方におかれましてはどう 
ぞご自愛くださいませ。

:99文字

[P0282]

●●様のご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。安らかにご永 
眠されますようお祈りいたします。お悲しみの中にもお疲れがでま 
せんよう、喪主様をはじめ、ご家族の皆様方におかれましてはどう 
ぞご自愛くださいませ。

:99文字

[B0207]

●●様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますとともに 
、心からご冥福をお祈りいたします。喪主様をはじめ、ご遺族の皆 
様におかれましては、ご落胆もいかばかりかと存じますが、どうぞ 
ご自愛くださいませ。

:98文字

[P0283]

●●様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますとともに 
、心からご冥福をお祈りいたします。喪主様をはじめ、ご遺族の皆 
様におかれましては、ご落胆もいかばかりかと存じますが、どうぞ 
ご自愛くださいませ。

:98文字

[B0208]
ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心からご冥 
福をお祈りいたします。喪主様をはじめ、ご家族の皆様、お力落と 
しのことと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。

:84文字

[P0284]
ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心からご冥 
福をお祈りいたします。喪主様をはじめ、ご家族の皆様、お力落と 
しのことと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。

:84文字

[B0209]
ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申しあげます。喪主様をはじめ 
、ご遺族の皆様方におかれましては、お力落としのことと存じます 
が、どうぞご自愛くださいませ。

:75文字

[P0285]
ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申しあげます。喪主様をはじめ 
、ご遺族の皆様方におかれましては、お力落としのことと存じます 
が、どうぞご自愛くださいませ。

:75文字



 

 

お悔やみ

[B0210]
●●様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。皆様のご落 
胆もいかばかりかと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。

:56文字

[P0286]
●●様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。皆様のご落 
胆もいかばかりかと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。

:56文字

[7455]

●●●様の突然の訃報に接し、言葉を失っています。優しく明るい 
お人柄であっただけに、ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかとお 
察し申しあげます。お力落としのことと存じますが、どうか、お気 
持ちを強く持たれますよう心よりお祈り申しあげます。

:112文字

[7453]

この度は●●●様のご永眠の報に接し、悲しみにたえません。ご家 
族の皆様には、一日も早く悲しみを乗り越え、心穏やかに暮らすこ 
とができますようお祈り申しあげます。ご生前のご厚情に深く感謝 
いたしますとともに、謹んで哀悼の意を表します。

:110文字

[7452]

●●●様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。かね 
てからご入院中とのお話は伺ってはおりましたものの、回復を信じ 
ておりました。ご家族のお悲しみはいかばかりかとお察し申しあげ 
ますとともに、どうかお疲れのでませんように。

:109文字

[7451]

●●●様のご逝去の報を承り、心よりお悔やみ申しあげます。あん 
なにお元気そうでいらしたのにと悔やまれてなりません。ご家族の 
皆様さぞやお力落としのこととお察し申しあげますが、どうぞご自 
愛くださいませ。ご冥福をお祈り申しあげます。

:109文字

[7575]

ご主人様のご逝去を知り、驚愕いたしております。いたってご壮健 
と伺っておりましただけに、申しあげる言葉もございません。   
皆様のご落胆もいかばかりかと存じますが、どうぞご自愛ください 
ませ。ご冥福をお祈りいたします。

:104文字

[7517]

●●様のご逝去を知り、驚愕いたしております。いたってご壮健と 
伺っておりましただけに、申しあげる言葉もございません。皆様の 
ご落胆もいかばかりかと存じますが、どうぞご自愛くださいませ。 
ご冥福をお祈りいたします。

:101文字



 

 

お悔やみ

[7485]

突然の悲報に胸がはりさけそうな思いでいっぱいです。      
優しく接していただいた数々の思い出が走馬燈のように浮かんで  
参ります。お別れは辛く、とても淋しい気持ちですが、      
感謝とお礼の心でお見送りさせていただきます。

:101文字

[7591]

●●様のご逝去の報に接し、悲しい思いでいっぱいです。優しい笑 
顔、共に過ごした楽しかった思い出など在りし日の思い出は尽きま 
せん。安らかにご永眠されますよう、遠くから手を合わせて、ご冥 
福をお祈りしております。

:100文字

[B0196]

ご逝去の報に接し、悲しい思いでいっぱいです。優しい笑顔、共に 
過ごした楽しかった思い出など在りし日の思い出は尽きません。安 
らかにご永眠されますよう、遠くから手を合わせて、ご冥福をお祈 
りしております。

:98文字

[P0272]

ご逝去の報に接し、悲しい思いでいっぱいです。優しい笑顔、共に 
過ごした楽しかった思い出など在りし日の思い出は尽きません。安 
らかにご永眠されますよう、遠くから手を合わせて、ご冥福をお祈 
りしております。

:98文字

[P0196]

突然の悲報に胸がはりさけそうな思いでいっぱいです。      
優しく接して頂いた数々の思い出が走馬燈のように浮かんで    
参ります。お別れは辛く、とても淋しい気持ちですが、      
感謝とお礼の心でお見送りさせて頂きます。

:97文字

[7592]

●●様のご訃報に接し、誠に残念な思いです。ご生前の笑顔ばかり 
が思い出され、胸が痛みます。まだまだ教えていただきたい事がた 
くさんありましたのに、悔やまれてなりません。心よりご冥福をお 
祈りいたします。

:96文字

[7615]

ご逝去の報に茫然といたしました。働き盛りのお元気だった故人の 
面影が目に浮かびます。教えていただきたいことが、まだまだたく 
さんありましたのにと悔やまれます。心からご冥福をお祈りいたし 
ます。

:93文字



 

 

お悔やみ

[7454]

この度は●●●様の訃報に接し、何と申しあげてよいのかお慰めの 
言葉も見つかりません。ご家族様のご悲観はいかばかりかと存じま 
すが、一日も早くお心の痛みが癒えますよう、心よりお祈りいたし 
ます。

:90文字

[7594]
●●様のご逝去の報に接し、心からお悔やみ申しあげます。故人と 
の語りつくせぬ思い出で胸がいっぱいです。ご生前のご厚情に深く 
感謝いたしますとともに、安らかなご永眠をお祈りいたします。

:87文字

[7617]

最愛の友の訃報を聞き、深い悲しみに襲われています。      
仕事を愛し、家族や友を愛し、何事にもひたむきだった彼。    
ご遺族皆様のご心中をお察し申しあげ、心からご冥福をお祈りいた 
します。

:86文字

[7608]
まさかとは思いましたが、ニュースで知り驚いています。さぞかし 
皆様お心落としのことと存じますが、一日も早くお悲しみから立ち 
直られますように。謹んでお悔やみを申しあげます。

:84文字

[7595]
ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげます。ご遺族の皆様の 
お気持ちを思いますと心が痛みます。その旅立ちがどうぞ安らかな 
ものでありますよう、心よりお祈りいたします。

:82文字

[7590]
突然の悲報に接し、誠に痛惜の念でいっぱいです。ご家族皆様のご 
心痛いかばかりかとお察し申しあげますとともに、在りし日のお姿 
を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。

:80文字

[7524]

ご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。         
尊父様には、幾多のご厚情をうけながら、ご恩返しをすることもで 
きず、痛惜の念もひとしおです。                
ご冥福をお祈りいたします。

:80文字

[7597]
●●様のご逝去の報に接し、ご家族の皆様のお悲しみ、ご落胆はい 
かばかりかと拝察いたします。謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:76文字



 

 

お悔やみ

[7598]
●●様のご逝去の報に接し、ご遺族様のお悲しみいかばかりかとお 
察しいたします。ここに謹んでお悔やみ申しあげ、故人の安らかな 
るご冥福を心よりお祈りいたします。

:75文字

[7596]
●●様のご逝去を悼み、心からお悔やみ申しあげます。お元気だっ 
た頃のお姿が走馬灯のように思い出され、深い悲しみでいっぱいで 
す。どうぞ安らかにお眠りください。

:75文字

[B0197]
ご逝去の報に接し、ご家族の皆様のお悲しみ、ご落胆はいかばかり 
かと拝察いたします。謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心か 
らご冥福をお祈りいたします。

:74文字

[P0273]
ご逝去の報に接し、ご家族の皆様のお悲しみ、ご落胆はいかばかり 
かと拝察いたします。謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心か 
らご冥福をお祈りいたします。

:74文字

[7588]
●●●様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみを申しあげます。  
ご遺族の皆様のお悲しみをお察し申しあげますとともに、安らかな 
るご冥福を心からお祈りいたします。

:73文字

[7589]
●●●様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。     
お別れにも伺えず残念でなりません。心から哀悼の意を表しますと 
ともに、故人のご冥福をお祈りいたします。

:73文字

[7612]
突然の悲報に接し、茫然自失のありさまです。お元気だったころの 
お姿ばかりが目に浮かび、訃報がいまだに信じられません。    
今はただ、ご冥福を祈るのみです。

:73文字

[B0198]
ご逝去の報に接し、ご遺族様のお悲しみいかばかりかとお察しいた 
します。ここに謹んでお悔やみ申しあげ、故人の安らかなるご冥福 
を心よりお祈りいたします。

:73文字

[P0274]
ご逝去の報に接し、ご遺族様のお悲しみいかばかりかとお察しいた 
します。ここに謹んでお悔やみ申しあげ、故人の安らかなるご冥福 
を心よりお祈りいたします。

:73文字



 

 

お悔やみ

[7599]
●●様のご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。ご遺族の皆様 
のお悲しみは、いかばかりかとお察し申しあげますとともに、謹ん 
でご冥福をお祈りいたします。

:72文字

[7459]
●●●様のご訃報に接し、お悲しみをお察し申しあげますとともに 
衷心より哀悼の意を表します。どうぞ安らかな旅立ちでありますよ 
う、心からお祈りいたします。

:71文字

[B0199]
ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみを申しあげます。ご遺族の皆様 
のお悲しみをお察し申しあげますとともに、安らかなるご冥福を心 
からお祈りいたします。

:71文字

[P0275]
ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみを申しあげます。ご遺族の皆様 
のお悲しみをお察し申しあげますとともに、安らかなるご冥福を心 
からお祈りいたします。

:71文字

[0513]
突然の悲報に接し、誠に痛惜の念でいっぱいです。        
ご家族皆様のご心痛をお察し申しあげますとともに、在りし日を偲 
び心からご冥福をお祈りいたします。

:70文字

[7518]
最愛の●●●様がお亡くなりになられたお悲しみは、計り知れない 
ものとお察しいたします。どうぞお気を強くなさってください。心 
からお悔やみ申しあげます。

:70文字

[7586]
●●●様のご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。    
ご遺族の皆様のお悲しみをお察し申しあげますとともに、     
故人のご冥福を心よりお祈りいたします。

:69文字

[7587]
●●●様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。   
ご生前のお姿をお偲びし、悲しみにたえません。         
安らかにご永眠されますようお祈りいたします。

:69文字

[7604]
突然の悲報に接し、動揺のあまり声も出ませんでした。      
ご遺族の方々のお悲しみはいかばかりかとお察しいたします。   
心からご冥福をお祈りいたします。

:69文字



 

 

お悔やみ

[7611]
ご生前のご厚情を思えば、お見送りをしなければなりませんのに、 
健康を害し伺えず申し訳ございません。故人のご冥福を祈って手を 
合わせております。

:69文字

[7460]
●●●様のご訃報に接し、心より哀悼の意を表します。ご家族皆様 
方のお悲しみをお察し申しあげますとともに、謹んで故人のご冥福 
をお祈りいたします。

:67文字

[7461]
●●●様の悲報に接し、痛惜の念にたえません。ご生前のご厚情に 
深く感謝を申しあげますとともに、故人のご功績を偲び、謹んで哀 
悼の意を表します。

:66文字

[7606]
突然の悲報に接し、ご遺族様のお悲しみいかばかりかと拝察いたし 
ます。お別れもできなくて、残念です。故人のご冥福をお祈りいた 
します。

:64文字

[7618]
会いたい、会いたいと思っておりましたのに、こんな突然のお別れ 
になってしまいました。悔しくてなりません。ご冥福をお祈りいた 
します。

:64文字

[7462]
●●●様のご訃報に接し、お悲しみをお察し申しあげますとともに 
衷心より哀悼の意を表します。安らかにご永眠されますようお祈り 
いたします。

:63文字

[7510]
いつまでも、いつまでもお元気で長生きしてくださるものと思って 
おりました。在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈りいたし 
ます。

:63文字

[7514]
●●●様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。ご生 
前をお偲びし、悲しみにたえません。遥かにご冥福をお祈りいたし 
ます。

:60文字

[7605]
悲報に接し、心からお悔やみ申しあげます。お力落としをお慰めす 
るすべもなく、ただ故人のご冥福を祈りあげるばかりです。

:57文字

[P0129]
心からお悔やみ申しあげます。                 
いまは辛いでしょうが、涙が心を強くすることを信じましょう。  
明日は笑顔になってください。

:57文字



 

 

お悔やみ

[7508]
ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。ご家族の皆様が心を 
合わせて、強く生きられますようお祈りいたします。

:54文字

[7509]
ご逝去の知らせを受け、ただただ、驚いております。ご生前のお姿 
を偲び、心よりご冥福をお祈りいたします。

:50文字

[0515]
ご逝去の報に接し、幾多のご厚情を思い、誠に痛惜の念でいっぱい 
です。心からご冥福をお祈りいたします。

:49文字

[7602]
突然の悲しいお知らせに接し、悲しみにたえません。在りし日を偲 
び、心よりご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7613]
ご生前の笑顔ばかりが目に浮かびます。どうぞ安らかな旅立ちであ 
りますよう、心からお祈りいたします。

:48文字

[7513]
●●●様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげますとともに、 
心からご冥福をお祈りいたします。

:43文字

[7516]
●●●様の突然のご逝去の報に接し、お慰めするすべもございませ 
ん。衷心より哀悼の意を表します。

:43文字

[7603]
あまりに突然のご逝去、お慰めの言葉もございません。ただ、ご冥 
福をお祈りするばかりです。

:43文字

[7507]
ご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。安らかにご永眠されま 
すようお祈りいたします。

:42文字

[7506]
ご生前のご厚情に深く感謝するとともに、故人のご功績を偲び、謹 
んで哀悼の意を表します。

:42文字

[0512]
ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心から   
ご冥福をお祈りいたします。

:41文字

[7515]
●●●様のご訃報に接し、お悲しみをお察し申しあげますとともに 
衷心より哀悼の意を表します。

:41文字

[7601]
突然の悲報に接し、驚愕しております。謹んでご冥福をお祈りいた 
します。

:34文字

[7503]
悲報に接し、悲しみにたえません。心よりご冥福をお祈りいたしま 
す。

:32文字

[0507] 在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈り申しあげます。 :28文字



 

 

お悔やみ

[0508] ご生前のご功績を偲び、心からご冥福をお祈り申しあげます。 :28文字

[7504] 在りし日のお姿を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。 :27文字

[7505] ご生前のご功績を偲び、心からご冥福をお祈りいたします。 :27文字

[7571] ご主人様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 :26文字

[7501] ご逝去の報に接し、心からお悔やみ申しあげます。 :23文字

[7511] ●●●様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 :23文字

[7502] ご逝去の報に接し、心から哀悼の意を捧げます。 :22文字

[7512] ●●●様のご逝去を悼み、ご冥福をお祈りいたします。 :22文字

[0501] ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 :21文字

[0502] ご逝去を悼み、ご冥福をお祈り申しあげます。 :21文字

[0500] 謹んで哀悼の意を表します。 :13文字

[7523]
ご尊父様のご逝去を、心よりお悔やみ申しあげます。在りし日のお 
姿を偲びつつ、ご冥福をお祈りいたします。

:50文字

[7522]
ご尊父様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7521] ご尊父様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 :26文字

[7525]
いつもお元気そうに談笑されていたお父上様を思い出します。   
父もすっかり肩を落として、在りし日の思い出に声を詰まらせてい 
ます。故人のご冥福をお祈りいたします。

:77文字

[7614]
ご訃報に接し、ただただ悲しいばかりです。故人は慈父のような  
お方でした。安らかにお眠りになられることをお祈りいたします。

:59文字

[7535]

ご母堂様のご急逝を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。     
いつも、お優しかったお顔を思い出し、まだ信じられない気持ちで 
す。                             
心よりご冥福をお祈りいたします。

:74文字

[7533]
ご母堂様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。     
お慰めの言葉もございません。                 
今はただ、心から、ご冥福をお祈りいたします。

:62文字



 

 

お悔やみ

[7534]
悲報に驚いています。あなたのお気持ちを思うと胸が痛みます。  
心から哀悼の意を表し、お母様のご冥福をお祈りいたします。

:57文字

[7536]
お母様のご逝去に深く哀悼の意を表します。家族ぐるみでお世話に 
なりました。ご冥福をお祈りいたします。

:49文字

[7532]
ご母堂様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7531] ご母堂様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 :26文字

[P0195]

訃報に接し、悲しみでいっぱいです。いつもうれしそうな笑顔で  
迎えてくれたおばあちゃん。私達をどんなに大切に思って     
くれていたか、いつも胸の中にあります。おばあちゃんのように  
優しく、力強く生きていきます。天国から見守っていてください。 
ありがとう、おばあちゃん。

:127文字

[7486]

訃報に接し、悲しみでいっぱいです。いつもうれしそうな笑顔で  
迎えてくれたおばあちゃん。私達をどんなに大切に思って     
くれていたか、いつも胸の中にあります。おばあちゃんのように  
優しく、力強く生きていきます。天国から見守っていてください。

:114文字

[7456]

●●歳という天寿を全うし、皆様に見守られながらご永眠されたと 
のこと、心よりご冥福をお祈りいたします。ご家族皆様の献身的な 
介護には頭がさがる思いです。お疲れの出ませんようご自愛くださ 
い。

:90文字

[7574]
ご主人様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申しあげます。   
ご生前をお偲びし、悲しみにたえません。遥かにご冥福をお祈りい 
たします。

:63文字

[7572]
ご主人様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7573]
ご主人様のご逝去の報に接し、深く哀悼の意を表します。     
謹んでご冥福をお祈りいたします。

:42文字



 

 

お悔やみ

[7585]
最愛の奥様がお亡くなりになられたお悲しみは、計り知れないもの 
とお察しいたします。どうぞお気を強くなさってください。心から 
お悔やみ申しあげます。

:71文字

[7582]
ご令室様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7583]
ご令室様の突然のご逝去の報に接し、お慰めするすべもございませ 
ん。衷心より哀悼の意を表します。

:46文字

[7584]
奥様のご訃報に接し、お悲しみをお察し申しあげますとともに、衷 
心より哀悼の意を表します。

:43文字

[7581] ご令室様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 :26文字

[7544]
ご子息様の急逝の報に接し、悲しみにたえません。前途洋々たる時 
に突然他界され、ご両親様のお悲しみ、ご無念のお気持ちは、いか 
ばかりかとお察し申しあげます。

:75文字

[7543]
ご令息様の突然の悲報に愕然といたしております。ご家族の皆様の 
お悲しみはいかばかりかとお察しいたします。謹んでお悔やみ申し 
あげます。

:65文字

[7542]
ご子息様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7541] ご子息様のご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈りいたします。 :28文字

[7554]
お嬢様の突然のお旅立ち、ご両親様のお嘆きいかばかりかと、拝察 
申しあげます。在りし日の美しいお姿を偲び、衷心より哀悼の意を 
表します。

:65文字

[7553]
お嬢様のご逝去を悼み、ご両親様のお嘆きをお察し申しあげますと 
ともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

:50文字

[7552]
ご令嬢様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申しあげますととも 
に、心からご冥福をお祈りいたします。

:48文字

[7551] ご令嬢様のご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈りいたします。 :28文字

[7561]
お孫さまのご急逝の報に接し、驚きを禁じ得ません。お二人のご傷 
心を思うと、涙がこぼれます。心から哀悼の意を表します。

:57文字



 

 

お悔やみ

[7483]

ご逝去の知らせを受け、驚いています。●●ちゃんのことを考える 
と、涙が止まりません。どうか安らかにご永眠されますように、そ 
して、ご家族の皆様が一日も早く心癒されますよう心よりお祈り申 
しあげます。

:94文字

[7480]
●●くんが虹の橋を渡ったとのお知らせを聞きました。●●くんの 
ことを思うと、悲しみがとまりません。でもきっと、ずっと天国で 
ママのことを見守ってくれていると思います。どうか安らかに…。

:86文字

[7482]
●●にとって最高の友達だった●●ちゃんの訃報を聞き、胸が締め 
つけられる想いです。みんなに愛されて、いつも元気いっぱいだっ 
たね。ずっと忘れません。沢山の思い出を、どうもありがとう。

:85文字

[7481]
あなたとの沢山の思い出を胸に、旅立った●●ちゃん。きっと天国 
からあなたのことを見守っていてくれるはずです。お別れに伺えな 
くて残念ですが、心からご冥福をお祈りいたします。

:82文字

[7484]
●●ちゃんの訃報に涙が止まりません…。たくさんの愛情を受けて 
●●ちゃんは幸せだったと思います。悲しいときはたくさん泣いて 
ね。●●ちゃんのご冥福を心よりお祈り申しあげます。

:79文字

[7619]
先生のご訃報に接し、人生の師を失った悲しみでいっぱいです。  
先生の尊いお教えは、私の心の中に生き続けます。どうか安らかに 
お眠りください。

:67文字

[7616]
幼なじみの友との別れの報に接し、悲しみでいっぱいです。    
たくさんの思い出をありがとう。どうぞ安らかにお眠りください。

:57文字

[7623]
社長様のご訃報に、当社社員一同、謹んで哀悼の意を表します。  
ご遺族の皆様ならびに社員ご一同様に、心からお悔やみ申しあげま 
す。

:61文字

[7622]
会長様のご逝去に際し、惜別の念を禁じ得ません。ご功労に敬意を 
表しますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

:55文字

[7620]
御社社長様のご訃報に接し、ご生前のご功績を偲び、心からご冥福 
をお祈りいたします。

:40文字



 

 

お悔やみ

[7621]
御社社長様の不慮のご逝去の報に接し、御社ご一同様に衷心より哀 
悼の意を表します。

:39文字

[B0195]

悲報に接し、謹んでお悔やみ申しあげます。ご家族皆様方のお悲し 
みはいかばかりかとお察しいたします。ご生前のご厚情に深く感謝 
いたしますとともに故人のご功績を偲び、心から哀悼の意を表しま 
す。心ばかりのお線香ではございますが、どうぞご霊前にお供えい 
ただければと存じます。

:131文字

[P0271]

悲報に接し、謹んでお悔やみ申しあげます。ご家族皆様方のお悲し 
みはいかばかりかとお察しいたします。ご生前のご厚情に深く感謝 
いたしますとともに故人のご功績を偲び、心から哀悼の意を表しま 
す。心ばかりのお線香ではございますが、どうぞご霊前にお供えい 
ただければと存じます。

:131文字

[7450]

●●●様の突然の不幸を伺い、申しあげる言葉もございません。ご 
遺族のお嘆きはいかばかりかとお察し申しあげます。お心を強くお 
持ちいただくことが●●●様に対しての何よりのご供養かと存じま 
す。一日も早く立ち直られますことをお祈りいたします。

:110文字

[7593]

突然の悲報に、驚きと悲しみでいっぱいです。幾多のご厚情を思え 
ば、すぐにでも駆けつけ、最後のお別れに伺わなければならないの 
ですが、参列できず残念です。衷心よりご冥福をお祈り申しあげま 
す。

:92文字

[7607]
突然の悲報に接し、驚いております。残されたご家族の皆様のご心 
情をお察しし、すぐにもお慰めに飛んでまいりたい気持ちですが、 
遥かな地よりご冥福をお祈りいたします。

:79文字

[7904]
●●様のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。      
ご会葬参列はかないませんでしたが、在りし日のお姿をお偲びし  
●●様の安らかなお眠りをお祈りいたします。

:71文字

[7609]
悲しいお知らせに茫然としております。お別れにも伺えず、残念で 
なりません。心からご冥福をお祈りいたします。

:52文字



 

 

お悔やみ

[7610]
お悲しみに対し弔問かなわぬ非礼をおわびし、謹んで哀悼の意を表 
します。

:34文字

[7457]

この度、神様の御心のうちに、主にあって召天されました●●●様 
のことをお聞きしました。ご遺族の方には深い悲しみではございま 
すが、神様の御愛に満ちたお慰めとお支えがありますように、心よ 
りお祈りいたします。

:97文字

[7458]
私達の主、永遠のいのちの望みなるイエス・キリストから、ご遺族 
の皆様方の上に豊かなお慰めがありますようにお祈り申しあげま  
す。

:61文字

[7463]
ご遺族の皆様方の上に、神様からの豊かなお慰めがありますように 
お祈り申しあげます。

:40文字

[B0200]

喪中お見舞い申しあげます。ご丁重なご挨拶状をいただきましてあ 
りがとうございます。●●様の訃報に接し、大変驚いております。 
遅ればせながら心よりお悔やみを申しあげます。ご家族の皆様、お 
力落としのことと存じますが、寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださ 
いませ。

:122文字

[P0276]

喪中お見舞い申しあげます。ご丁重なご挨拶状をいただきましてあ 
りがとうございます。●●様の訃報に接し、大変驚いております。 
遅ればせながら心よりお悔やみを申しあげます。ご家族の皆様、お 
力落としのことと存じますが、寒さ厳しき折、どうぞご自愛くださ 
いませ。

:122文字

[B0201]

喪中とは存じあげず、お年始状を差しあげ大変失礼いたしました。 
皆様お寂しい年末年始をお過ごしであったことと存じます。遅れば 
せながら、謹んでお悔やみ申しあげます。お悲しみの中にもお疲れ 
がでませんよう、どうぞご自愛くださいませ。

:111文字

[P0277]

喪中とは存じあげず、お年始状を差しあげ大変失礼いたしました。 
皆様お寂しい年末年始をお過ごしであったことと存じます。遅れば 
せながら、謹んでお悔やみ申しあげます。お悲しみの中にもお疲れ 
がでませんよう、どうぞご自愛くださいませ。

:111文字



 

 

お悔やみ

[B0202]

このたびはご丁重なご挨拶をいただきまして恐れ入ります。服喪中 
と伺い、年頭のご挨拶を控えさせていただきます。謹んで●●様の 
ご冥福をお祈り申しあげます。心ばかりのものでございますが、お 
線香をお供えいただければと存じます。

:106文字

[P0278]

このたびはご丁重なご挨拶をいただきまして恐れ入ります。服喪中 
と伺い、年頭のご挨拶を控えさせていただきます。謹んで●●様の 
ご冥福をお祈り申しあげます。心ばかりのものでございますが、お 
線香をお供えいただければと存じます。

:106文字

[B0203]

ご丁重な挨拶状をいただきまして恐れ入ります。●●様のご逝去を 
知り驚いております。遅ればせながら謹んでご冥福をお祈り申しあ 
げます。ご家族の皆様、お力落としのことと存じますが、どうぞご 
自愛くださいませ。

:97文字

[P0279]

ご丁重な挨拶状をいただきまして恐れ入ります。●●様のご逝去を 
知り驚いております。遅ればせながら謹んでご冥福をお祈り申しあ 
げます。ご家族の皆様、お力落としのことと存じますが、どうぞご 
自愛くださいませ。

:97文字

[B0204]

喪中のお知らせをいただきまして、大変驚いております。遅ればせ 
ながら、謹んでご冥福をお祈り申しあげます。心ばかりのお線香を 
送らせていただきますので、どうぞご仏前にお供えいただければと 
存じます。

:95文字

[P0280]

喪中のお知らせをいただきまして、大変驚いております。遅ればせ 
ながら、謹んでご冥福をお祈り申しあげます。心ばかりのお線香を 
送らせていただきますので、どうぞご仏前にお供えいただければと 
存じます。

:95文字

[B0205]
故人の面影を偲びつつ、遠方から合掌させていただきます。心ばか 
りではございますが、お線香をお送りいたしますので、どうぞご仏 
前にお供えいただければと存じます。

:77文字



 

 

お悔やみ

[P0281]
故人の面影を偲びつつ、遠方から合掌させていただきます。心ばか 
りではございますが、お線香をお送りいたしますので、どうぞご仏 
前にお供えいただければと存じます。

:77文字

[7905]

このたびはご丁重なご挨拶をいただきまして恐れ入ります。    
書面におきまして御社●●様のご訃報に接し、弊社社員一同    
謹んで哀悼の意を表します。ご遺族の皆様並びに社員ご一同様に  
心よりお悔やみを申しあげます。

:96文字

[7903]

服喪中とは存じあげず、年始のご挨拶を申しあげてしまったご無礼 
をお許しください。皆様お寂しい年末年始をお過ごしであったこと 
と推察いたしますが、どうかおだやかな新春を迎えられますよう、 
お祈りいたしますとともに、心よりお悔やみ申しあげます。

:117文字

[7902]

このたびはご丁重なご挨拶状をいただきありがとうございます。  
お手紙を拝見して、はじめて●●様のご逝去を知りました。    
今まで存じませず、お悔やみも申しあげず失礼いたしました。   
遅ればせながら、謹んでご冥福をお祈り申しあげます。

:107文字

[7906]

●●様のご逝去に際し、お悔やみも申しあげず失礼いたしました。 
遅ればせながら、謹んでご冥福をお祈り申しあげますとともに、  
心ばかりのお線香をお送りし、故人を偲びたく存じます。     
どうぞご仏前にお供えいただければ幸いです。

:104文字

[7901]

本日、年賀欠礼のお知らせを頂戴し、大変驚いている次第です。  
皆様どうか、お気持ちを強く持たれますよう心よりお祈り申し   
あげます。●●様の在りし日のお姿を偲びつつ、遠方から     
合掌させていただきます。

:93文字

[B0158]

先般は弊社●●故●●の葬儀に際し、ご丁重なるご弔慰を賜り誠に 
有難うございました。生前のご芳情に心より感謝申しあげると同時 
に、今後とも弊社との末永いお付き合いを頂けましたら幸いです。 
ご縁を賜りました故人に代わり、厚く御礼申しあげます。

:112文字



 

 

お悔やみ

[B0154]

この度は亡き●●の葬儀に際し、お忙しい中ご参列いただき、   
ご丁重なるご芳志を賜りまして誠に有難うございました。     
●●様の温かいお見送りを受け、故人もさぞ喜んでいることと   
存じます。ご縁を賜りました故人に代わり、略儀ながら書中にて  
厚く御礼申しあげます。

:118文字

[P0209]

この度は亡き●●の葬儀に際し、お忙しい中ご参列いただき、   
ご丁重なるご芳志を賜りまして誠に有難うございました。     
●●様の温かいお見送りを受け、故人もさぞ喜んでいることと   
存じます。ご縁を賜りました故人に代わり、略儀ながら書中にて  
厚く御礼申しあげます。

:118文字

[B0156]

この度は亡き●●の葬儀に際し、ご丁重なるお言葉を賜り誠に有難 
うございました。突然のことに心の準備もなく、●●様へのご連絡 
が遅くなりましたことお詫び申しあげます。生前のご厚誼に心より 
感謝し、略儀ながら書中にて御礼に代えさせていただきます。

:114文字

[B0157]

亡き●●永眠の際は、温かい励ましのお言葉を賜り誠に有難うござ 
いました。皆様のお心遣いに悲しみも癒され、前を向いて歩こうと 
決意した次第です。故人への生前からのご厚誼に心より感謝申し  
あげます。今後とも末ながいご縁を頂けましたら幸いです。

:114文字

[P0211]

この度は亡き●●の葬儀に際し、ご丁重なるお言葉を賜り誠に有難 
うございました。突然のことに心の準備もなく、●●様へのご連絡 
が遅くなりましたことお詫び申しあげます。生前のご厚誼に心より 
感謝し、略儀ながら書中にて御礼に代えさせていただきます。

:114文字

[P0212]

亡き●●永眠の際は、温かい励ましのお言葉を賜り誠に有難うござ 
いました。皆様のお心遣いに悲しみも癒され、前を向いて歩こうと 
決意した次第です。故人への生前からのご厚誼に心より感謝申し  
あげます。今後とも末ながいご縁を頂けましたら幸いです。 

:114文字

[B0155]
先日はご多用のところ亡き●●の葬儀にお心のこもったご厚志を  
賜り誠に有難うございました。故人への生前のご芳情に心より   
感謝し、略儀ながら書中にて御礼申しあげます。

:77文字



 

 

お悔やみ

[P0210]
先日はご多用のところ亡き●●の葬儀にお心のこもったご厚志を  
賜り誠に有難うございました。故人への生前のご芳情に心より   
感謝し、略儀ながら書中にて御礼申しあげます。

:77文字

法要

[7720]

●●様の一周忌と伺い、悲しみを新たにしております。生前、一方 
ならぬご厚情を賜り、法要には何をおきましても参列すべきところ 
どうしても都合がつかず、参列できない失礼をお許しください。  
遠方より故人のご冥福と、皆々様のご健康をお祈りいたします。

:116文字

[7705]

故人の一周忌と伺い、悲しみを新たにしております。お身内の方の 
悲しさ、寂しさはいかばかりかとお察し申しあげます。      
ご法事に出席できませんが、当日は心ばかりの香花をたむけ、故人 
を偲びたいと思っております。

:99文字

[7716]
初盆を迎えられるにあたり、あらためましてお悔やみ申しあげます 
とともに、心よりご冥福をお祈り申しあげます。この度は     
お伺いすることがかなわず、遠方より合掌させていただきます。

:85文字

[7714]
新盆を迎えられるにあたり、ご家族の皆様の寂しさはいかばかりか 
とお察し申しあげます。この度は伺うことがかなわず       
誠に残念でなりませんが、遠方より合掌させていただきます。

:82文字

[7713]
●●様の一周忌のご法要にあたり、衷心より哀悼の意を表します。 
故人のご遺徳を偲び、ご生前のご厚情に深く感謝申しあげますと  
ともに、あらためてご冥福をお祈りいたします。

:79文字

[7704]
●●様の初盆を迎えられて、悲しみを新たにされていることと思い 
ます。心よりお悔やみを申しあげますとともに、お子様のためにも 
元気を出されますよう願っております。

:76文字

[7712]
●●様の初盆を迎えられて、悲しみを新たにされていることと思い 
ます。心よりお悔やみを申しあげますとともに、ご家族皆様の   
ご健勝をお祈り申しあげます。

:70文字



 

 

法要

[7711]
新盆を迎えられるにあたり、あらためてお悔やみを        
申しあげますとともに、ご家族の皆様のご健康を心より      
お祈りいたします。

:57文字

[7703] 一周忌のご法要にあたり心より故人のご冥福をお祈りいたします。 :30文字

[7707]
故人の三回忌にあたり、遠方から合掌させていただきます。    
ご生前のご厚情、今も胸の内に脈々と生き続けております。    
謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。

:73文字

[7706]
三回忌のご法要にあたり、故人の面影を偲びつつ、あらためてご冥 
福をお祈りいたします。

:41文字

[7708]
早いもので、●●様の七回忌がめぐって参りました。ご立派な方だ 
ったと今もなお思い出されます。ご冥福と皆様のご健康をお祈りい 
たします。

:63文字

[7721]

●回忌にあたり、遠方から合掌させていただきます。この度はお伺 
いすることがかなわず誠に申し訳ございません。心ばかりではござ 
いますが、お線香をお送りしますので、ご仏前にお供えいただけれ 
ば幸いと存じます。故人のご生前を偲びご冥福をお祈りします。

:118文字

[7719]

この度は亡き●●様の●回忌のご法要にお招きいただいたにも   
関わらず、所用にて伺うことがかなわないことを心よりお詫び申し 
あげます。ぜひともご仏前にお参りしたいと存じましたのに大変  
残念です。遠方より手を合わせて、ご冥福をお祈りいたします。

:113文字

[7722]

この度は亡き●●様の●回忌の法要にあたり、あらためてお悔やみ 
申しあげます。●●様が亡くなられてもう●年になるのですね。  
今も鮮やかにお優しい笑顔が思い出されます。ぜひご仏前にお参り 
したいと存じましたのに残念です。ご冥福をお祈りいたします。

:112文字

[7718]

●●様の●●●を迎えるにあたりまして、ご家族皆様がお悲しみを 
あらたにされていることとお察し申しあげます。月日が過ぎても  
●●様のお優しさや笑顔を忘れることはございません。      
在りし日のお姿を偲びつつ、心からご冥福をお祈りいたします。

:106文字



 

 

法要

[7709]
ご法要のご通知いただきました。あいにく、所用にて参列できず、 
誠に申し訳ありません。ご冥福を心よりお祈りいたします。

:57文字

[7702]
●回忌のご法要に際し、あらためて悲しみがつのります。ご生前の 
面影を偲び、遥かにご冥福をお祈りいたします。

:51文字

[7701]
●回忌にあたり、故人の数々のご遺徳を偲び、衷心より哀悼の意を 
表します。

:34文字

[7488]

御社●●様のご訃報に接し衷心より哀悼の意を表します。ご生前の 
ご厚情に深く感謝いたしますとともに、心ばかりのお線香でござい 
ますが、どうぞご仏前にお供えいただければと存じます。     
在りし日のお姿を偲びつつ、心よりご冥福をお祈り申しあげます。

:114文字

[7717]

新盆を迎えられるにあたり、あらためましてご遺族の皆様ならびに 
社員ご一同様に心からのお悔やみを申しあげます。        
御社●●様に生前賜りましたご厚情に深く感謝申しあげます    
とともに、故人のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。

:106文字

[7710]
御社●●様の●回忌のご法要に際し、              
あらためて哀悼の意を表しますとともに、            
在りし日のお姿を偲び、ご冥福をお祈りいたします。

:57文字

[7487]

ご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。           
安らかにご永眠されますようお祈りいたします。         
心ばかりのお線香ですがどうぞご仏前にお供えいただければと   
存じます。

:75文字

[7715]
●回忌のご法要と伺い心ばかりのお線香を送らせていただきます。 
●●様のご仏前にお供えくだされば幸いです。ご生前のお人柄や  
お姿を偲び、あらためてご冥福をお祈り申しあげます。

:81文字

[7907]

お盆に帰れなくてごめんなさい。                
お供え用のお菓子をと思ったのですが、今年は電報に       
お線香を添えて送ります。ご仏前に供えてください。       
遠い空の下で、亡き●●さんに話しかけますね。

:83文字



 

 

慰霊祭

[7802]
この度の慰霊祭開催にあたり、関係者各位のご尽力に敬意を表しま 
すとともに、ここに眠る御霊の安らかなることをお祈りいたします 
。

:61文字

[7804]
合同慰霊祭にあたり、哀悼の意を表します。           
ご遺族の皆様のご心中いかばかりかとお察し申しあげ、      
心よりご冥福をお祈りいたします。

:61文字

[7803]
慰霊祭のご連絡をいただき、哀惜の念にたえません。在りし日のお 
姿を偲びつつ、故人の安らかなお眠りをお祈りいたします。

:57文字

[7801] この度の慰霊祭にあたり、心よりご冥福をお祈りいたします。 :28文字

[7805]
慰霊祭に際し、ご臨席を賜りましたうえ、お供物料まで賜り、ご芳 
情のほど、誠にかたじけなく、厚く御礼申しあげます。

:55文字
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