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1⽉月 2⽉月 3⽉月 4⽉月 5⽉月 6⽉月 7⽉月 8⽉月 9⽉月 10⽉月 11⽉月 12⽉月
カフェ ワイングラス カップ 写真データ コーヒーカップ ビール 屋外 店内 親交 ⾷食材 緑⾊色 情報
50代 おつまみ 和⾵風 ⾷食料料 ⼈人⽣生 ホップ 2⼈人 野菜料料理理 賑やか 加⼯工 シャンパン 家電製品
40代 実 仕事 カラーイメージ ⾃自然 ⼆二条⼤大⻨麦 加齢 ⼥女女⼦子会 若若い男性 加⼯工⾷食品 明るい 技術
外出 ⽣生鮮果物 コミュニケーション 道具 ソーサー 透明 ⾼高齢化 煮込み料料理理 飲酒 発酵 発泡酒 IT
メガネ ⽩白ワイン 洋服 ⼩小物 空 清涼感 年年配 三世代家族 祝福 発酵⾷食品 スパークリングワイン ⽅方法
ときめき ⽢甘酸っぱい 勤労者 ⾷食器 セカンドライフ さわやか 椅⼦子 同居 ビジネスパーソン お酒 シャンパングラス インターネット
スポーツ⽤用品 ネクタイ 植物 嗜好品 引退 ジョッキ 年年配の男性 菓⼦子⽤用クリーム シニア 苦い ⽴立立冬 情報端末
スポーツウェア ワイシャツ スーパーフード ⽣生活 販売 既婚 会話 芋料料理理 乾杯 洋酒 前菜 通信
忙しい ⻘青汁 ビジネス ⽇日本 報道 夫婦 談話 カニ鍋 会社員 ⽂文化 12⽉月 コンピュータ
聴く 根 ⽇日本茶茶 横位置 商店 夫婦愛 酒場 胸 交流流 習俗 瞬時 電⼦子
同級⽣生 グラスワイン 話す ソフトドリンク ハーブ 2個 ⽇日常的 格⼦子縞 催し ⾏行行事 クリスマス パソコン
システムキッチン 根菜類 陳述 部分 協⼒力力 低温 作業 観光名所 交流流会 店舗 正⽉月 ホームパーティー
欲求 ⼤大学 話し合う 屋内 気象 ぶくぶく ペットボトル 幾何学模様 ビジネスウーマン 商業 両⼿手 客
画像 ⼤大学⽣生 和⾷食器 容器 晴れ 泡 スプーン ⽫皿 3⼈人 サービス業 ピンク⾊色 ノートパソコン
道央 ⼥女女⼦子⼤大⽣生 碗 ⼈人物 衛⽣生 中国 ⽔水分補給 ⻄西洋料料理理 スーツ ホスピタリティー産業 ペアグラス ネットワーク
ミドルの⼥女女性 ⽇日光 茶茶碗 ⼤大⼈人 棚 ⻩黄⾊色 作業具 昼⾷食 海外 奉仕 ⾦金金⾊色 系統
休⽇日 板の間 注ぐ 動 弁当 豪華 秋 洋菓⼦子 装飾 飲⾷食店 ワイヤレス インテリア⼩小物
装飾 資料料 横向き ⼥女女 ⻘青空 ビタミンC 6⼈人 レストラン 飲み会 集会 外勤 気配
アクセサリー フローリング 茶茶道 ⼥女女性 買い物 ⽣生ビール ⽣生産 ⾷食べる 1個 パーティー ⾏行行事 個⼈人的
幼児 居住 茶茶道⽤用具 縦位置 布 ⾏行行楽 ⾒見見つめ合う ホットコーヒー 同僚僚 外⾷食サービス産業 背景なし パーティー料料理理
おやつ 応対 緑茶茶 洋⾵風 商取引 趣味 遊び 乳 ⽂文具 オリエンタル 飲酒 アフターファイブ
Eメール 取引 湯飲み 少ない 軟らかい 庭 刃物 乳製品 60代 温かい ⽩白バック わいわい
リフレッシュ パーティードレス オフィス ⽇日本⼈人 スーパーマーケット ⾖豆類 ⽩白露露 休暇 チームワーク 操作 茶茶道 芸能
体勢 ウェイトレス モバイル 少⼈人数 スポーツ 柑橘類 太陽 勤務 帳⾯面 ビジネスマン 茶茶道⽤用具 ワインパーティー
回復復 野菜スティック 思考 上半⾝身 勤務 ⽼老老夫婦 クッキー 労働⼒力力 下相談 ⼣夕 緑茶茶 ⼊入る
スプーン コーヒーポット 葉葉 家具 労働⼒力力 穀物 ⻑⾧長椅⼦子 ⺠民族⾐衣装 情報交換 ⽇日本酒 スーツ ⼊入れる
コースター ビーフステーキ 合わせる ガラス ⾷食料料品店 スローライフ キャンプ イタリア インテリア ホットドリンク 夜 デート
計器 偶数 ⽴立立つ グラス 茶茶葉葉 ロハス ローテーブル イタリア料料理理 団体 年年中⾏行行事 あつあつ ⾯面会
息⼦子 マイナスイオン 惣菜 顔 店員 陸陸地 クリームチーズ ベリー 住宅宅 クローズアップ 湯気 計画
測定 株式 ⾁肉 楽しみ 衛⽣生⽤用品 弛緩 会合 パートナーシップ チーム 酒器 野菜ジュース くるり
瞬時 鴨⾁肉 おちょこ 表情 南国 中華⾵風 巻き寿司 ⽢甘味料料 ビジネスチーム ⽇日本料料理理 抹茶茶 引き⼾戸
少年年 鑑定 家事 若若い 接客 アウトドア 施設 盛り合わせ プロジェクト 杯 照明 ⽯石灰⽯石
⾐衣服の部分 リラックス 机 若若者 陳列列 潤い 仲良良し 管理理 管理理職 コーヒーブレイク ⿂魚介 昼
袖 30代 ロングヘアー 飲⾷食 紙 炭酸飲料料 店舗 ⾦金金⾊色 部下 祝い事 スーパーマーケット 会社員
デート 交流流 ⻑⾧長い 喜び ⽂文化施設 カクテル ⾒見見る ⽩白露露 和服 居酒屋 漆 知識識
⾯面会 清涼感 アクセサリー 幸福 売り場 ショートヘアー サービス業 ⼈人事 ⺠民族⾐衣装 光 漆器 ⼣夕
優雅 交流流会 炊事 笑う 市場 短い ホスピタリティー産業 販売員 思索索 夜 漆⼯工芸 モバイル
ポーズ ティータイム 横顔 上機嫌 マスコミュニケーション5⼈人 奉仕 募集 抹茶茶碗 ⼣夕⾷食 菓⼦子⽤用クリーム テーブルセッティング
⾒見見物 ⽣生鮮野菜 相談 刺刺激 読む レモン 飲⾷食店 料料理理 着物 贅沢 串串団⼦子 ⾳音信
⾒見見物 ⽂文書 箸 顔つき パートナーシップ テラス 外⾷食サービス産業 店舗 年年末 気体 加⼯工 通知


