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■表彰状文例集 

 

永年勤続者表彰 

例文 1 あなたは入社以来○年の永きにわたり当社業績の進展に寄与されました よってその功績をたたえ

ここに表彰いたします 

例文 2 あなたは○年の永きにわたって伝統ある我国の民芸家具製造に専念され後継者の指導育成に当ら

れました よってここにその大いなる功績をたたえて表彰いたします 

例文 3 あなたは株式会社○○に入社以来１０年の永きに亘って職務に忠実に精励され会社業績発展に寄

与するところ大でありました よってその功績に感謝し金一封を呈しここに之を表彰致します 

例文 4 あなたは入社以来１０年を誠実に勤続され社業の発展に大きく貢献されました 依ってここに金一封

を贈呈しその功績を表彰します 

例文 5 あなたは入社以来３０年の永きにわたり○○部門に深く携わり精励されることにより○○の発展に大

きく貢献されました よってその功績に感謝しここに表彰いたします 

 

 

勤務成績優秀者表彰 

例文 1 あなたは入社以来○年の間一日も欠勤することなくその勤務態度は全社員中もっとも優秀でありま

した これも平素からのあなたのたゆまぬ努力の賜物であります よって当社創立記念日にあたり全

社員の模範としてこれを表彰いたします 

例文 2 あなたは当組合設立以来村民の生活改善に関して献身的な努力をされたことは組合員の模範とす

るところであります 本日当組合創立○年にあたりここに表彰いたします 

例文 3 貴殿は頭書の出版社に永年勤続して出版の業務に精勤し業界の発展向上に尽されましたその功績

はまことに大なるものがあります ここに平成○年度全出版人大会を開催するにあたり記念品を贈

呈してこれを表彰します 

例文 4 あなたは十日町組合○○推進活動において従業員の模範となる優秀な成績を修められました よっ

てここにその大いなる功績をたたえて表彰いたします 
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功労者表彰 

例文 1 あなたは当社入社以来○地域における貿易業務に精励されその発展に大きく寄与されました  

よってここに優良社員としてこれを賞します 

例文 2 君は勤勉にして担務のクレーン車運転の技術は誠に優秀で且つ作業合理化に創意工夫をかさねて

会社の業務運営向上に寄与すること大であります 依って従業員の模範として勤務賞を贈りここにこ

れを表彰致します 

例文 3 あなたは○○ホテルにおいて平成○年における婚礼収入向上並びに業務改善と大きく当社ホテル

事業へ貢献されました よってここに社長賞を贈り表彰いたします 

例文 4 貴グループは平成○年度における業務の改善に実績をあげ会社の業務運営上顕著な功績をあげ

られました よってここに金一封と記念品を贈り之を表彰します 

例文 5 貴方は平成○年度上期において業務に誠心誠意尽力し当社の業績の進展に寄与されました これ

はひとえに貴方のたゆまぬ努力の賜物であり他の模範とするところであります ここにその栄誉を称

え表彰するとともに今後ますますの活躍を期待します 

例文 6 あなたは「○○化システム」を作成し業務の効率化に著しい効果をもたらしました これは当社の業

績に寄与するものであり依ってここに金一封を贈りこれを表彰いたします 

 

 

企画、立案、開発優秀者表彰 

例文 1 あなたは平成○年度上半期において○工場製品検査の部門に画期的な改善を試み当社に大いな

る貢献をされました よってここに金一封を添えてこれを表彰いたします 

例文 2 あなたは在職中製糸技術研究員として技術開発の向上に献身をされました ここに当協会功労者と

してこれをたたえ賞します 

例文 3 君は勤勉実直にして研究心強く平素より担当業務に精励して特に新潟工場の作業合理化改善に税

意努力しその能率を上げ会社の業績向上に寄与するところ大なり よって従業員の模範として金一

封を添えてこれを表彰する 

例文 4 貴殿は○○プロジェクトを成功に導き社業の発展に大きく貢献されました これはひとえに貴殿のた

ゆまぬ努力の賜であり他の模範とするところであります ここにその栄誉を称え表彰すると共に今後

の活躍を期待します 

例文 5 あなたは日頃から改善活動の主旨を良く理解し活動されこのたび平成○年度○○推進事例発表会

において頭書の成績を収められました よってここにその成果をたたえ表彰いたします 
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販売成績優秀者表彰 

例文 1 あなたの平成○年度上半期における販売成績は顕著にして他の模範とするに足るものです よって

ここに優良社員としてこれを表彰します 

例文 2 あなたはこのたびの新製品売上促進の期間中全社員中最も優秀な販売実績を示し当営業所の発

展に大きく貢献されました よってここに金一封を添えて表彰致します 

例文 3 あなたの平成○年度における営業第三課の営業成績は課内中最も優秀であり他の模範となるもの

であります よってここに記念品を送りその功績を表彰いたします 

例文 4 あなたは平成○年度の業績評価おける 成績が優秀であるとともに新しいことに積極的に挑戦し会

社の発展に大きく貢献されました その成果は特に顕著であり他の範とするにふさわしいものがあり

ます よって賞品を添えこれを表彰します 

例文 5 あなたは平成○年度における業務成績が優秀で他の模範となり会社の発展に寄与すること大であ

りましたのでここに賞品をそえて表彰します 

例文 6 あなたは平成２１年１２月度販売成績１５０台という優秀な販売実績を示されよく業務に精励されまし

た よってここにその偉業を讃え表彰いたします 

 

 

安全、災害防止者表彰 

例文 1 あなたは○年○月○日以降無事故であってよく業務に精励し まことに他の模範と認められます  

よって表彰要網の定めるところにより頭書の級位をもって表彰します 

例文 2 あなたは平成○年○月○日以来当工場の災害防止に務められ長期間無事故の記録を打ち立てら

れました よってここに金一封を添えて表彰致します 

例文 3 あなたは日ごろから模範運転を励行され交通事故防止のためによく尽されました  

ここに年春の交通安全運動にあたり記念品を添えて表彰します 

例文 4 あなたは安全衛生の○○活動を通し職場の環境改善に著しく貢献されました これは他の模範であ

りますのでここにその功績を讃え特別賞として金一封を贈りこれを表彰いたします 

例文 5 貴社は全社をあげて○○部門のゼロ災運動に取り組まれ安全管理体制の強化安全教育の充実等

を積極的に推進され頭書の成績を達成されました よってここにその栄誉をたたえ表彰致します 

例文 6 貴社は安全の重要性を深く認識し職場の安全管理に不断の努力を払い労使協力して労働災害防

止に優れた成果を収められました よってここに表彰します 

例文 7 貴社は日頃安全の重要性を深く認識し作業安全を心掛け幾多の困難を克服し労働災害の防止に努

力されその功績は他の模範にするに足ると認めます よってその功績を讃え副賞を添え表彰いたし

ます 

例文 8 貴社は平素より全員が産業安全の重要性を深く認識し一致協力して当社工事の労働災害防止に努

められました その功績は誠に顕著にして他の模範と認めます よってここに記念品を贈呈し表彰し

ます 
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例文 9 貴殿は日頃安全衛生の重要性を深く認識し常に安全衛生を心がけ災害防止に尽力されたことは他

の模範とするものです ここにその努力を称え記念品を贈り表彰します 

 

代理店、特約店表彰 

例文 1 貴店の平成○年度における当社製品の販売実績は関東地区において最も優秀であり当社の業績

に大いに貢献されました ここに貴店のたゆまぬ熱意と努力に感謝しここに記念品を添えて表彰い

たします 

例文 2 貴社は近畿地区販売総代理店として多年にわたり当社製品の普及と販路の拡充に熱心に努力され

当社の業績の進展に大きく寄与されました 本日創立記念日にあたりその功績をたたえここに表彰

いたします 

例文 3 貴支店は昭和○年開設以来一貫して北九州区域の中心的存在として活動し当社の発展に多大な

貢献を果たされてきました 本日当社創立記念日を迎えるにあたりその精力的協力に深甚の感謝の

意を表するとともに記念品を贈りここに表彰いたします 

例文 4 あなたは常に当社製品の普及に務められ特に新型ニ世帯住宅の拡販に関して全特約店中最も優

秀な実績を収められました ここに深い感謝の意を表すとともに記念品を贈り表彰いたします 

例文 5 貴社は第一回○○販売コンクールにおきまして極めて優秀なる成績を修められました よってその販

売の努力と熱意をたたえ ここに表彰いたします 

 

 

役員功労者表彰 

例文 1 あなたは多年にわたり当社監査役として社業の発展に大きく寄与されました  

本日創立○周年を迎えるに当りこの功績に深い感謝の意を表しここに表彰いたします 

例文 2 あなたは当社創立以来顧問弁護士として当社繁栄と進展に多大な尽力をされました  

本日創立記念日にあたりその功労に感謝して表彰いたします 

 

 

業界功労者表彰 

例文 1 あなたは当協会創立以来多年にわたり役員として海外よりすぐれた創造性のある玩具を輸入紹介し

我国の幼児教育の向上に大いなる貢献をされました 本日当協会設立○周年を迎えるにあたりここ

に心から感謝の意を表しその功績をたたえて表彰いたします  

例文 2 あなたは多年にわたり当連合会理事として献身的に努力をされ今日ある隆盛を築かれましたその指

導力と功績はまことに顕著であります よってここに深甚の感謝の意を表し記念品を贈呈して表彰い

たします 
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産業功労者表彰 

例文 1 あなたが永年漁業組合長として業界の指導にあたられその振興に深く寄与された功績はまことに大

であります よってここに感謝の意を表し表彰いたします 

例文 2 貴社は多年にわたり○株式会社を通じてつねに優良なる木材を多量に出品せられ県木材界の発展

に貢献し今回同社創立○周年記念全国優良木材展示会品評会に於いて頭書の成績を収められま

した  よってその栄誉をたたえ商品を贈呈し表彰いたします 

例文 3 あなたが多年にわたり製本組合理事として献身的努力をされ当組合を今日まで導かれましたその手

腕と功績はまことに顕著であります よってここに深甚の感謝の意を表し記念品を贈呈して表彰いた

します 

例文 4 あなたがこの度その善行に対し○賞を贈られましたことは我社にとって大変に名誉なことであり全社

員の誇りとするものであります よってここに記念品を贈りその栄誉を永く表彰します 

 

 

組合、組合員表彰 

例文 1 貴組合の平成○年度における活動は道北中最も顕著でありその熱意は他の模範となるものであり

ます よってここにその努力をたたえ記念品を贈り表彰します 

例文 2 あなたは陶芸健康保険組合支部長として多年にわたり中部日本における組合相互の福利厚生の充

実を積極的にはかりその向上に多大な尽力をされました 本日第○回総会を開催するにあたりその

功労をたたえ表彰します 

例文 3 あなたは○○町自治会長として多年にわたり地域の発展と住民の相互の親睦に中心的役割を果た

し多大な貢献をなされました よってここにその功績をたたえ 記念品を贈り表彰します 
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学会、学術表彰 

例文 1 あなたは第○回「○○シンポジウム」において最も優秀な研究発表を行った研究者と認定されました 

その栄誉をたたえこれを表彰するとともに記念品を贈呈いたします 研究の益々の発展を祈念いたし

ます 

例文 2 ○○科医会医学奨励賞選考委員会においてあなたの研究業績が医学奨励賞に最もふさわしいもの

として選ばれました よってここに表彰いたします 

例文 3 あなたの日本○○学会平成○年度大会における研究発表は○○優秀賞に選ばれました その栄誉

をたたえこれを表彰するとともに記念品を贈呈いたします 

 

 

地域功労者表彰 

例文 1 あなたは当地区民生委員として○年の永きにわたり地区住民の生活改善に多大な尽力をされまし

たのでここにその功労をたたえ深甚の謝意を表して記念品を贈り表彰します 

例文 2 あなたは当自治会発足以来一貫して少年野球を指導監督し子供会活動の充実および少年達の心

身の健全なる育成に大いに貢献されました 本日ここに自治会発足○周年を迎えるにあたりその献

身的努力に感謝の意を表するとともに記念品を贈呈して表彰します 

例文 3 あなたは当町会の健康指導員として○年の永きにわたり地域住民の健康の維持増進に大いに尽力

をされましたのでここにその功労をたたえるとともに深甚の感謝の意を表し記念品を贈呈して表彰し

ます 

例文 4 あなた方は地域の子どもたちの健全育成のために尽くされその活動は他の模範とするところであり

ます よってその行いをたたえ表彰します 

例文 5 あなたは〇〇中学校ＰＴＡ会長として ＰＴＡ活動に尽くされた功績が顕著でありましたので○○市ＰＴ

Ａ連合協議会規約により表彰します 
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■感謝状文例集 

 

新築工事での感謝状 

例文 1 貴殿は当組合軽井沢保養所新築工事に際し終始熱意をもって設計管理に当られ当組合の期待に

見事にこたえて下さいましたことはまことに感謝に絶えません 本日竣工式を挙行するにあたりここ

に金一封を贈り謝意を表します 

例文 2 貴社は卓越した技術をもって○○○○の施工にあたり施設の完成に多大なる貢献を いたしました 

よってここに記念品を贈り深甚なる感謝の意を表します 

例文 3 あなたは○○株式会社軽井沢保養所新築工事に際して造園部門を担当され当事務所の意向を充

分にくみ総力を挙げて工事の竣工に努力されました ここに記念品を贈呈し深甚なる感謝の意を表

します 

例文 4 あなたは東京電力新潟家族寮建築に際しよくその職責を全うし早期完成に尽力された功績はまこと

に大なるものがあります よってここに記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 5 あなたは新潟福祉会館建築に際して最新の技術をもって優美に竣工し早期完成に尽力された功績

はまことに大なるものがあります よってここに記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 6 あなたは多年にわたり生産部門の重職を通じ当社製品を広く紹介し国際的レベルにまで高められま

した本日退職されるにあたりその功績をたたえ永年のご苦労に対し深甚なる感謝の意を表します 

例文 7 貴社は当社新社屋の建設に際し卓越した技術と誠意をもって事に当たられ大きな成果を上げられま

した 本日竣工を披露するにあたり深く感謝の意を表し記念品を贈呈いたします 

例文 8 貴社は当院新築建設に際し豊富な経験を持って誠心誠意努力され工事を立派に完成されました こ

こにその功績をたたえ感謝の意を表します 

 

 

増築工事での感謝状 

例文 1 貴社はこのたびの当社第三ビル増築工事に関し優秀な技術と豊富な経験をもって工期内に見事に

工事を完了されました その努力に対し敬意を払いここに記念品を贈り心から感謝の意を表します 

例文 2 あなたはスーパーさくらや吉野店第二期増築工事に際しよくその職務を全うし早期完成に尽力され

た功績はまことに大であります よってここに記念品を贈り感謝の意を表します 
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定年退職者への感謝状 

例文 1 あなたは入社以来職務に精励され社業の発展に貢献するところ誠に多大であります このたび定年

を迎えるに当たりこれまでの功をねぎらい記念品を贈って感謝の意を 表します 

例文 2 あなたは多年にわたり生産部門の重職を通じ当社製品を広く紹介し国際的レベルにまで高められま

した 本日退職されるにあたりその功績をたたえ永年のご苦労に対し深甚なる感謝の意を表します 

例文 3 あなたは昭和○○年入社以来多年にわたり精勤に励み当社の発展に大いに尽力されました よって

ここに記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 4 貴殿は当社社員として勤続○年〇ヶ月職務に精励し多大な功績を残されました 退職されるにあた

り記念品を贈り感謝の意を表します 

 

成績優秀者への感謝状 

例文 1 貴殿は多年にわたり当社環境部の発展に 深く係わり尽力されました この功績を称え環境部より記

念品を贈呈し 感謝の意を表します  

例文 2 貴殿は平成○年度において積極的な 販売活動を展開し大いに貢献されました よってここにその功

績をたたえ深く感謝の 意を表します 

例文 3 あなたは平成○年上期の実績において○○事業部の発展のための礎を作り売上・利益に貢献して

いただきました ここにその貢献をたたえ心より感謝の意を表します 

例文 4 貴殿は○○プロジェクトにおいて多大な貢献をされその功績は誠に大なるものがあります ここに深

く感謝の意を表します。 

例文 5 あなたは卓越した技術と豊富な経験をもって設立の時から今日に至るまで皆を導き当社の礎を作り

上げていただきました 創立十周年を迎えるにあたりその功績を讃え記念品を贈り感謝の意を表しま

す 

 

業務改善者への感謝状 

例文 1 あなたは当社の業績向上及び業務改善に多大の貢献をされましたのでここに感謝の記念品を贈呈

し感謝の意を表します 

例文 2 あなたは平成○年度に多くの 業務改善提案を提出し○○センターの立ち上げに貢献しました ここ

に本状をもって感謝の意を表します 

例文 3 貴殿は当店の統合システムへの移行に際し終始熱意をもって当たられ多大なる貢献をされました 

よってここに名誉社員の称号を贈り心から感謝の意を表します 

例文 4 あなたは年間を通じて責任ある業務の困難と闘いながら品質保証全体の最適化を志向し将来のあ

るべき姿に向けたシステム改善に取り組まれました ここに昨年の努力と貢献に感謝の意を表すると 

共にこれまでの積み重ねを基礎としてさらに飛躍されることを期待致します 
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各種協力への感謝状 

例文 1 貴社は多年にわたり当社企画ブレーンとして献身的に協力され当社社業の発展と繁栄に大いに尽

力されました 本日創立○周年を迎えるにあたりその功績に深く感謝し記念品をお贈りいたします 

例文 2 貴社はこの度の当社新潟支店ビル新築工事に際し設計の段階から当社の意図をよく理解され豊富

な経験と卓越せる技術をもって工事の完成に尽力されました 本日落成式を挙行するにあたりその

努力と誠意に深く感謝し記念品をお贈りします 

例文 3 貴社はこの度の当社社員寮建築に際しすぐれた技術を発揮し本日ここに見事な寮の完成をみること

ができました これもひとえに貴社の御尽力の賜物と深く感謝し記念品ならびに感謝状をお贈りしま

す 

例文 4 御社はこのたびの株式会社平成産業新潟支社改築に伴う内装工事にあたり優秀な技術を発揮され

平成産業本社ならびに当社の意図を十二分に実現されました その努力と功績に心から感謝の意

を表しここに金一封ならびに記念品をお贈りします 

 

 

対外的に贈る会社や組合の感謝状 

例文 1 あなたは関東地区代理店結成以来愛鉄会を代表して十年の永きにわたり取締役及び監査役として

会社の運営にその重責を果たされ当社の発展向上に多大の貢献をされました よってここに記念品

を贈り深甚なる感謝の意を表します 

例文 2 貴店は弊社新潟地区特約店として終始熱意と誠意を以って保険代行業務に尽力し優秀な成績を収

められました よってここに記念品を贈り感謝の意を表します 

 

 

業界協力への感謝状 

例文 1 あなたは本商工会議所台東支部の設立に際し世話人代表として終始業界の指導に当られ多大の

貢献をされました そのご功績はまことに顕著なものがあります ここに感謝状ならびに記念品を贈

呈して感謝の意を表します 

例文 2 貴店は弊社の肥料特約店として菱井肥料団の理念に添い終始熱意と誠意を以って費用普及販売に

尽力し優秀な成績を収められました よってここに記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 3 あなたは多年理事として当組合の発展と○振興に尽されましたその功績はまことに大であります  

ここに感謝状ならびに記念品を贈呈して感謝の意を表します 
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組合、組合員への感謝状 

例文 1 あなたは在社中組合のよき指導者として組合に向上と発展に尽力されそのご功績はまことに顕著で

あります ここに記念品を贈呈し感謝の意を表します 

例文 2 あなたは○年○月から○年○月まで当組合理事長としてその後は引き続き相談役として多年にわ

たり組合事業に尽力され製糸業界の保健衛生管理の向上に多大なる貢献をされました 本日連合

会発足○周年を迎え記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 3 貴殿は３０余年に亘り役員の業務に尽力されその功績は誠に多大であります よってここに記念品を

添えて感謝の意を表します 

例文 4 あなたは本会の設立以来２０年の永きに亘り一意専心業務に精励され会の発展に寄与されました

ので創立２０周年式典にあたり記念品を贈りそのご功労に感謝の意を表します 

 

 

町会よりの感謝状 

例文 1 あなたはこの度○○地区における外灯を新しくとの主旨で多数にのぼる蛍光灯を寄与され当地区の

防犯運動にも多大な貢献をされました よってここに全住民を代表して記念品を贈り感謝の意を表し

ます 

例文 2 あなたは永年にわたり○○防災会会長の要職にあたって積極的に防災業務に多大の尽力をされま

したので深く感謝します 

例文 3 貴殿は生前永年にわたり○○会役員として本会発展のため尽力をいただきその功績は誠に顕著な

ものがあります 茲に故人の生前のご功績を讃え心から感謝の意を表します 

例文 4 あなたは永年○○町自治会発展のため尽力されその功績は誠に大であります よってここに感謝の

意を表します 

例文 5 貴殿は本町会結成以来役員として町会自治運営に尽力せられその功績はまことに大であります ○

○町会長を退任されるにあたり記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 6 あなたは多年に亘り○○町内会長として会の発展と親睦のために尽力された功績は誠に顕著なる 

ものがあります よってここにその功績に対し記念品を贈り感謝の意を表します 

 

 

各種団体よりの感謝状 

例文 1 あなたは永年にわたり児童通学のための交通安全に尽力されました ここに○○を代表して深く感

謝いたします 

例文 2 あなたは永年にわたり老人の福祉向上に尽力されました よってここにその功績をたたえ感謝状を 

贈ります 

例文 3 あなたは永年にわたり○○地区防災会会長の要職にあたって積極的且つ真摯に防災業務に取り組

まれました その多大の尽力をたたえ深く感謝しここに記念品を贈呈いたします 
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学校よりの感謝状 

例文 1 あなたは１０年の永きにわたりボランティアとして生徒の安全登下校を指導し交通事故その他の危

険から生徒達を守り続けて来られました 本日創立記念日に当たり卒業生及び在校生一同と共に深

く感謝の意を表しここに記念品を 贈呈いたします 

例文 2 貴殿は本校第○代ＰＴＡ会長として児童の健全な育成に尽力され学校教育環境の充実に貢献をさ

れました 本日ここに創立○周年記念式典を挙行するにあたりその功績をたたえ深く感謝の意を表し

ます 

例文 3 貴殿は本校教育へのご理解のもと生徒の健全な育成のために多額の寄付をされ学校教育環境の

整備充実に貢献されました 本日ここに創立７０周年記念式典を挙行するにあたりその功績をたたえ 

深く感謝の意を表します 

例文 4 貴殿は本校教育へのご理解のもと地域に根ざした教育活動を推進し本校教育の充実発展に貢献さ

れました 本日ここに創立１００周年記念式典を挙行するにあたりその功績をたたえ深く感謝の意を

表します 

例文 5 貴殿は本校学校医として学校保健に尽力され児童の健康安全の改善向上に貢献をされました 本

日ここに創立２０年記念式典を挙行するにあたりその功績をたたえ深く感謝の意を表します 

 

学会よりの感謝状 

例文 1 あなたは第○回日本○○学会○○大会において特別講演「○○について」を講演され会員一同得

るところ大なるものがありました よってここに深く感謝の意を表します 

例文 2 貴殿は平成○年度○○大学歯学部○○学術講演会において講師として貴重な歯科医学の研究お

よび臨床知識を与え歯科臨床の向上に多大な 貢献をなされました よってここに深甚なる感謝の意

を表します 

例文 3 貴殿は第○回○○研究会に際し特別講演「○○」を講演され会員一同感銘すること大なるものがあ

りました ここにその功労を讃え深く感謝の意を 表します 

 

寄付に対する感謝状 

例文 1 あなたは○○会の活動に深い理解を示された上多額の寄附を賜りその活動に多大のご貢献を戴き

ました よってここにそのご厚意に対して深く感謝の意を表します 

例文 2 貴殿は○○建立に際して深い御理解と多額の寄付を賜りました そのご厚志誠に感謝に堪えません 

本日除幕式を挙行するにあたりここに記念品を贈り感謝の意を表します 

例文 3 貴社は十日町会の福祉活動に対し温かいご理解の上多額のご寄附をされ本会の円滑な運営に多

大なご貢献を賜りました よってここにそのご厚意に対し深く感謝の意を表します 
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家族への感謝状（結婚式） 

例文 1 お父さんお母さんこれまで私を育ててくれて本当にありがとうございました 今日まで数多くの心配と

迷惑をかけてきましたがいつも優しく時には厳しく見守り支えてくれました 感謝の気持ちで一杯です 

お二人の娘に生まれて私は本当に幸せです これからもずっと宜しくお願いします 

例文 2 お父さんお母さんこれまでどんな時も大きな愛情でわたしのことを包み込んで育ててくれて本当にあ

りがとうございました 数えきれないわがままでたくさん心配をかけてきましたがおかげさまでここま

で育つことができました これからは少しずつ恩返しをするのでこれからもずっとよろしくお願いします 

例文 3 私を生んでくれて 私に笑顔をくれて 私に勇気をくれて 私のわがままをきいてくれて 私を叱ってく

れて 本当にありがとう 私は二人の子供で本当に幸せです。 感謝いっぱいです これからも心配

かけますがずっとよろしくお願いします 

 

家族への感謝状（誕生日） 

例文 1 お母さん誕生日おめでとう いつも明るい笑顔で家族をささえてくれてありがとうございます 日頃の

感謝の気持ちをこめてこれを贈ります 

例文 2 お父さん誕生日おめでとうございます 家族が幸せに暮らすことができるのもお父さんのおかげです 

いつも家族を支えてくれてありがとうございます これからも私たちをよろしくお願いします 

例文 3 誕生日おめでとうございます 長い間家族を支えてくれてありがとう これからも体に気をつけていつ

までも若々しく元気でいてください 

 

家族への感謝状（退職） 

例文 1 長い間お仕事お疲れ様でした これまで家族を支えてくれて本当にありがとうございました 家族一

同心より感謝しています これからは第二の人生を思う存分楽しんでください 

例文 2 あなたは私たち家族のためにお仕事を長い間一生懸命にがんばってくれました 今まで本当にお疲

れさまでした これからも私家族をどうかよろしくお願いいたします 

 

家族への感謝状（還暦） 

例文 1 あなたは今年６０歳になり還暦を迎えられました これまで家族を支えてくれて本当にありがとうござ

います これからも体に気を付けていつまでも若々しく元気でいてください 

例文 2 還暦おめでとうございます 家族がいつも仲良く笑顔で暮らせてこれたのもお母さんのおかげです。

どうかこれからも元気で明るいお母さんでいてください 

例文 3 還暦おめでとうございます 長い間家族を支えてくれてありがとうございました 家族一同感謝の気

持ちでいっぱいです。これからもお世話になりますがよろしくお願いします 
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家族への感謝状（米寿） 

例文 1 あなたはいつも健康に配慮し八十八歳を迎えられました いつも私たち家族を精神的に支えて下さ

ってありがとうございます これからも元気で長生きをしてください 

例文 2 米寿を迎え本当におめでとうございます 私たちを守り育ててくれた感謝の気持ちを込めてここに感

謝状を贈ります これからも元気で長生きをしてください 

 

家族への感謝状（金婚式・銀婚式） 

例文 1 金婚式おめでとうございます お二人が長きにわたり私たちを育ててきてくれたこと本当に感謝して

います これからも二人仲良く健康に留意して元気にお過ごしください 

例文 2 おじいちゃんおばあちゃん金婚式おめでとうございます いつも私たちに笑顔と愛情ありがとうござい

ます これからも元気で仲良く長生きしてください 
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■賞状の文例集 

 

コンクールなどの賞状 

例文 1 貴課はこの度の新製品販売コンクールに於いて抜群のチームワークを発揮され見事頭書の成績を

収められました よってここにその熱意をたたえ金一封を贈りこれを賞します 

例文 2 あなたの論文「○○」を優秀論文と認め 第一回○○研究賞を授与します ここにこれを賞し表彰状と

金一封をお贈りします 

例文 3 あなたは第 1回○○大学経済学部論文表彰制度において頭書の成績を収めました よってここにそ

の栄誉を称え表彰します 

例文 4 あなたは「校内ソロコンテスト」において頭書の通り優秀な成績を収められましたのでここに表彰致し

ます 

例文 5 あなたは平成２１年度○○会○○コンテストに応募され頭書のとおり優秀な評価を得ました よってこ

こに賞状および賞金を贈呈いたします 

 

スポーツ、競技などの賞状 

例文 1 貴チームは第○回○○町ミニバスケットボール大会において頭書の通り優秀な成績をおさめられま

したのでここにこれを賞します 

例文 2 あなたは第○回全日本学生柔道選手権大会に於いて頭書の成績を収められました よってここに記

念品を贈りこれを賞します 

例文 3 貴チームは第○回○○カップ大会において頭書の成績をおさめられました ここにその健闘をたたえ

賞します 

 

文化活動などの賞状 

例文 1 本会主催による第○回全国硬筆作品展覧会において優秀な成績を収められました よってこれを賞

します 

例文 2 あなたがたは平成○年東京都優秀児童演劇選定に 小さな人形劇の会 ぼくは王様を上演し優秀

なる成績を収められました よってこれを賞します 

例文 3 あなた方は第○回全産業人合唱コンテスト全国大会参加を目指す東京地区大会に於いて日頃の成

果を見事に発揮され優秀な成績を収められました よってここにその栄誉をたたえこれを賞します 
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例文 4 貴チームは平成○年度金融早朝ラグビーフットボールリーグ戦Ａブロックに於いて頭書の成績を収

められましたので之を賞します 

例文 5 右は平成○年度東京商工会議所主催における全国珠算競技大会中学生の部において各地区の予

選協議会を勝ち抜き東京大会において見事に頭初の成績を得られましたので記念品を贈り之を賞し

ます 

例文 6 あなたは第○回全国○○コンクールに於いて頭書の通り優秀な成績をおさめられましたのでこれを

賞します 

例文 7 貴殿は第○回○○県高等学校文化連盟書道展に於いて優秀な成績を挙げられましたのでこれを 

表彰致します 

 

 

企画、提案、作品などの賞状 

例文 1 あなたがこのたび当社製品のシンボルマークに応募された作品は審査委員一同の厳正な審査の結

果その斬新なデザイン性とシンプルな親しみやすさに於いて当社のイメージを高めるにふさわしいも

のと認められました よってここに金一封ならびに記念品を贈呈しこれを賞します 

例文 2 貴君は平成○年度○大学懸賞論文に応募され頭書の成績を収められました  

よってここに賞状および賞金を贈りこれを賞します 

例文 3 貴校は当連盟主催の長野県私学合唱コンクール小学校の部において全校中最も優秀な成績を収

められました よってここにその努力をたたえ記念品ならびに賞状を贈ります 

例文 4 あなたは第○回伊勢神宮奉納書道展において最も優秀な成績をおさめられましたのでここにこれを

賞します 

例文 5 あなたは当協会が全国から募集した海の写真コンクールに応募され頭書の成績をおさめられました

のでこれを賞します 
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研修会、講演会などの賞状 

例文 1 あなたは職業訓練の課程を優秀な成績をもって修了しました よってこれを賞します 

例文 2 あなたは当社管理職研修口座においてきわめて優秀な成績を収められ頭書の栄誉に輝かれました  

よってここに記念品を贈りその努力を賞します 

例文 3 あなたは本協議会主催の第○回社会福祉夏期大学講演会の全課程に皆出席されましたので記念

品を贈りこれを賞します 

例文 4 あなたは多年にわたり当病院ボランティア活動に貢献しつつ新年度研修会に参加されました  

よって感謝の意をこめて記念品を贈りこれを賞します 

例文 5 あなたは第１回「○○シンポジウム」において最も優秀な研究発表を行った研究者と認定されました 

その栄誉をたたえこれを表彰するとともに記念品を贈呈いたします 研究の益々の発展を祈念いたし

ます 

例文 6 ○○科医会医学奨励賞選考委員会においてあなたの研究業績が医学奨励賞に最もふさわしいもの

として選ばれました よってここに表彰いたします 

例文 7 あなたの講演は平成○年度○○フォーラム「最優秀講演賞」 に選ばれました その栄誉をたたえこ

れを表彰いたします 
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■修了証書文例 

 

例文 1 あなたがいのちの電話ゼミナールを修了したことを証明します 

例文 2 右は本校主催の第○回日本語教師養成講習会において所定の講習を修了したことを証する 

例文 3 右の者当社所定の機内乗務員特別国際研修コースを修了したことを証する  

例文 4 貴殿は本会における一年間にわたる講義を受講し所定の基礎課程を修了したことを証する 

例文 5 あなたは高齢者のための実践セミナー「実用書技賞状書き」講習において所定の課程を受講されま

したのでこれを証します 

例文 6 貴殿は新潟整体医学セミナーにおいて背骨矯正に関する確かな技術と理論を身につけられました 

よってここに修了を証します 

例文 7 あなたはイメージ＆カラーコンサルタント プライマリー及びプロコースにおいて所定の課程を修了し

たことを証します 

 

■卒業証書文例 

 

例文 1 本学政経学部政治学科所定の課程を修めたので卒業証書を授与し政治学士と称することを認める 

例文 2 あなたは本園で３年の幼稚園課程を修了したことを証します 

例文 3 あなたは本校において普通課程を卒業 したことを証する 

例文 4 本校所定の課程を修了したことを証する 

 

 

辞令・採用証書内定証書 

 

■辞令文例 

 

例文 1 平成 29年 8月 1日をもって株式会社○○ホテルの営業部長に任命します 今後より一層の精進に

期待します 

例文 2 平成 30年 4月 1日をもって第一事業部主任に任命します よりいっそう職務に励み社業の隆盛に貢

献されることを期待します 

例文 3 あなたを平成 30年 7月 1日付で○○支社支店長に命じます 新任地での活躍をきたします 

例文 4 平成 30年 4月 1日付をもって執行役員に任命します 当社の今後の発展により一層貢献されること

を期待します 
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■採用証書・内定証書文例 

 

例文 1 平成 30年 4月 1日付で社員に採用し、○○部○○課○○係勤務を命じます。当社発展に寄与され

ることを期待します 

例文 2 あなたは規定の採用試験に合格されましたので平成 30年 4月 1日から当社に採用することを内定

いたしました 

例文 3 あなたは当社の選考試験に見事に合格され平成 29年度の入社が内定いたしましたのでこれを証し

ます 

 


