
プレイス 時期 時間 ジュリアス クラヴィス ランディ リュミエール オスカー マルセル ゼフェル
絵画展 3月～6月 草原の絵 心に迫ってくる 今すぐ描いてみたい 見ごたえがある 作者の魂を感じて 人物画 お昼寝しちゃいたい
彫刻展 7月～10月 驚くばかり 自由 私もわかりません パレット あなたがいれば平気 うれしさ 粘土の人形
博物展 11月～2月 贈られたもの 観察 私も感じました 木箱 くわしい お祭り 楽しみます

テニス選手権 1・4・7・10月 朝 精神的な強さ ひと休み こわかったです 勝敗より大事 先行をとった はりきる 季節の変化が
フェンシング大会 2・5・8・11月 朝 自然な考え むなしい 興味がある 優美な動き 一緒に闘いたい にあいません マラソン
馬術試合 3・6・9・12月 朝 おだやかな馬 楽しい やさしい瞳 遊んでいる はやく行きましょう 手入れする もっと違うものが･･･

サール･ヴェルソー 5月～8月 夕方～ ちょっとした旅行 未来 なつかしく感じます いろんな曲 新しいものが好き ぜひ行ってみたい ラクダの顔にお化粧
クラブ･スコルピオン 9月～12月 夕方～ 体で感じられる音 想い出 歌詞 混雑さえなければ そんなには 跳ねる 静かな曲
ホール･ベリエ 1月～4月 夕方～ 演奏 心地よい 聴いてみたい オペレッタ いいものなら あんまり･･･ シンバル
メゾン･プラネット わぁ、ステキ！ ありがとう いっしょに選んで 絵ハガキ 自分の感覚 虹色のペン 腕時計

ジュエリー・ロマネスク 値打ちは関係ない 幸せ ネクタイピン かけがえのない イヤリング アクアマリン ダイヤモンド
ジャルダン・ナチュール 気分転換 アロマキャンドル ホウレン草 プレゼント トゲ マーガレット ハーブ

カンセール 栄養バランス 家族を探す サンドイッチ あっさり 好き嫌いは たまごボーロ レモンソーダ
B.プロミネンス エレガントな香り 幾何学模様 ネクタイ まだ早い 手軽に カバン サイフ
リヴル・バランス チェスの入門書 崩れてきたら 恋愛小説 読みたくなったら 専門雑誌 詩集 絵本
アクアリウム クラゲの発光ショー きれい 見とれてしまう マンタ 海の資料 いっしょにあそぼう 幻想的
熱帯植物園 そっとして 遊んでほしい ちょっと苦手かも 心地いいぐらい 木に登る 鳥かな からそう

パルク･ディマンシュ メリーゴーラウンド 応援 このままで 心配 メリーゴーラウンド パントマイム コーヒーカップ
アスリート･ジム 観るのも、するのも 気持ちがいい みんなといっしょ ドリンク 持久力 体力測定 楽しめれば

メテオール･プレイス ダーツゲーム 大声コンテスト 大笑い 心配 展望台 クレーンゲーム ドキドキ
乙女の噴水 ありがとうございます そっとしておく あなたといる時 ちょっと疲れが 子守唄を 明日のこと ゼフェル
野ばら牧場 元気いっぱい かわいい ウサギ 動物 帰りたくなることも ポニー 紙
かがやきの丘 3月～5月 まぶたが開けられない 思い切り走りまわりたい そよ風 言葉がみつからない 風車小屋 のんびりしたい もうすこしのんびり
花の野原 3月～5月 美しい花もいつかは 夜空の星ぼし 花占い 水色の星の形 髪に飾る レンゲ レンゲソウ
虹の小川 6月～8月 あるような気がします 川からの贈り物 ゴミを拾うこと 今のままで 髪を洗う 虹色のお魚 ぼんやりしたい
氷の洞窟 6月～8月 今度は気をつけます 足をすべらす ランプです あなたがいれば ライトで照らしたい やさしいです メカですか
空の並木道 9月～11月 収穫 リス リス 木の実 日光浴が好き ぼんやりしてる 苦手
あかつきの森 9月～11月 いい気分転換 時間のこと 私もです 小鳥の鳴き声 お昼寝 あたたかい 収穫
雪の野原 12月～2月 別に何も･･･ 動けばあたたまります 雪だるまを作る わかりません･･･ 雪に見とれてる 雪ウサギ作り 雪男

まぼろしの古城 12月～2月 まず玉座から そのときはそのとき 何かの呪い あいさつしましょう いじわるな人 動物たち 魔法使い
カフェ・オランジュ かわいいお客様 お話しましょう かわいい 楽しい会話 チョコレートケーキ 私のこと ジュース
シェ･サジテール どこから食べようか とってもおいしい 雰囲気 なごやか メロン ピーマン 人それぞれ
水魚食房 店員さんに聞く 楽しい いっしょに 異文化 濃いほう 料理のレシピ ナン

リストランテ･トーロ 優雅な曲 服が濡れて 素朴な想い出の味 素材や味付け 食べ過ぎちゃう それなら私が とくに思い出せない
カプリコルン広場 ～夕方 実際に使って クレープ テリヤキソース 端の席に 串焼きステーキ 焼きそばのお店 トウガラシ
ラウンジ･ノワール 夜 ロマンティック 楽しみ どれくらい練習を 雰囲気 アルカディアの人 あんまり･･･ 恋人
守護聖のどこが好き 凛としたまなざし おだやかな笑顔 意志の強そうな瞳 強い意志を感じる瞳 力強いまなざし やわらかい笑顔 やさしい笑顔
私のどこが好き 性格ですか？ 笑顔ですか？ 目ですか？ 前向きなところ 笑顔 元気さですか 顔ですか？
何を考えているか 女王陛下のこと 未来のことです 聖獣の宇宙のこと 執務 今日これから 今日のこと 次の休日の予定
私の部屋について くつろいで いごごち ランディ様の部屋 私もそう思う おかしいことは？ がんばりました もっとがんばる
趣味について 乗馬のお話 趣味にかける時間は 歌のお話 水彩画のお話 女性のお話を 動物について ローラーブレード

最近はまっていること どんなことを考えながら どんな石を？ 好きなダンス 見てみたい どんな小説を？ 私にも聴かせて どんな料理?
仕事について 何か変わったこと 何か変化は 変わったこと 印象に残っている トラブルは 最近何か変わった 楽しいこと
女性のこと 好ましい女性 女性との会話は苦手 理想の女性像 女性と話すのは苦手 女性とは？ つきあい方は? 好ましい女性
日常のこと 好きな場所 好きな時間 好きな時間 好きな場所 好きな季節は 好きな時間 好きな場所
食べ物のこと 食事は楽しむべき お食事会に参加 お気に入りの料理 お気に入りのお店 おおぜいでの食事は おいしく食べる おいしいと思った
ファッションのこと 服飾品の好み 持ちものについて こだわりのアイテム 持ちものの好み 服飾品の好み アクセサリー アクセサリー
森の湖1回目 いいえ そんなことない だいじょうぶです 知りたいです 聞きたいです 自然の中 いいえ
森の湖2回目 いいえ いいえ 追いついてください リュミエール様に 嬉しいです うれしいです はい
森の湖3回目 うれしいです はい、きっと・・・ いいえ 喜んで オスカー様を呼びます 待ちつづければ とくに予定は･･･
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※赤字はその人が好きな場所、青字はその人が嫌いな場所を意味しています。その他は"身の回りのこと""あなたのこと"他についての質問およびそのベスト回答です。
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プレイス 時期 時間 オリヴィエ ルヴァ レオナード フランシス ユーイ ティムカ チャーリー
絵画展 3月～6月 いい笑顔を心がける 言葉では表せない 旅先のスケッチ 自分で描く 巨大な絵 風景画 うまくなかったけど好き
彫刻展 7月～10月 こわくなる 日々これ精進 針金でできたクモ 化石 いいアイディア みんなの幸せ 不思議な運命を
博物展 11月～2月 ステキですね 恋物語 勘違いですよ 都市文明 同級生 実はつらい生活 形が変わって

テニス選手権 1・4・7・10月 朝 天に掲げてみたい 精神力 応援グッズ シングル 前衛がいい わかりません テニス
フェンシング大会 2・5・8・11月 朝 着てみたい そんなことありません やりたいです 他の方法を 柔道 やさしさ あまりわからない
馬術試合 3・6・9・12月 朝 古い 見てるだけで十分 馬の方が賢い 丈夫そうでいい 子ブタのレース セレスティア 障害物を飛び越えて

サール･ヴェルソー 5月～8月 夕方～ なつかしい気分に 大切にすべき伝統 歌にしてみたら 空を飛ぶ 弦が1本の琴 このホールの中 自然に恵まれた田園
クラブ･スコルピオン 9月～12月 夕方～ 憧れる すぐに出ましょう 手をつなぎましょう かわいい ヴォーカル たまにはいい 開放感
ホール･ベリエ 1月～4月 夕方～ 勇気 華麗にハープ 目覚めの朝 軽食 演劇です もちろん楽しみ 野外演奏会
メゾン･プラネット 買いあさる わたし 想像力 ガラス 空色 食器セット よく行くお店

ジュエリー・ロマネスク 気後れする ターバンのリング ゴールド 身につける 力をくれる石 ダイヤモンド 控えめにカット
ジャルダン・ナチュール 私のこと ジャスミン ティースプーン 楽器にしたら アロエ カーネーション ヒヤシンス

カンセール 偏った食事をしない 緑茶 ナットー あまり考えない サラダ エビチリ ビーフシチュー
B.プロミネンス 私ににあう システム手帳 トートバッグ コロン 質がよければ 腕時計 中堅デザイナー
リヴル・バランス 愛情の深さ 専門書 本のよさがある 星の詩集 ブックカバー 理由はない インテリア雑誌
アクアリウム とってもきれい 一本釣り 記録係 かつて海 クラゲ デート スキューバダイビング
熱帯植物園 守ります 本で調べます 楽しければ あたたかい 川の上 かくれんぼ ○○かわいい

パルク･ディマンシュ 乗ってみたいです 子供を叱ります ホラーハウス前 急ぐ必要がない ワンマンショー メリーゴーラウンド ウサギ風船
アスリート･ジム あなたと一緒なら 教えてください 楽しそう 応援だけ 体操 規則正しい 全力で

メテオール･プレイス パーティ･グッズ ストレス解消 密林探検 お菓子のかご 探偵助手 むずかしく考えない 気長に
乙女の噴水 ふつうの噴水 落ちつきます そっとしとこう 自然 噴水です お弁当 かくれんぼ
野ばら牧場 チーズ 歌いたい気分 卵がおいしくて 虫よけのハーブ オウム スープ 動物のエサ
かがやきの丘 3月～5月 お風呂に入る 何もしません 足がしびれちゃう お家を作ってる 私も走ろう！ あたたかくなったとき その気持ちわかります
花の野原 3月～5月 蝶です 私たちみたい 体操？ 風の音です いろんな色の花を 花冠を作ります やりました！
虹の小川 6月～8月 石投げ やってみたいです 草笛を作りました 桜 太鼓橋がいい 目に焼きつける シンクロナイズド
氷の洞窟 6月～8月 水晶 未来へのメッセージ 大自然 サンショウウオ 深い穴です 誰かいますか カキ氷
空の並木道 9月～11月 朝 ドングリ 木の枝に 走ってみる グライダー 空高く ソリの用意
あかつきの森 9月～11月 スポットライト 鳥の保護 クッション 光のきらめき ドングリ ブドウ 大事な役目
雪の野原 12月～2月 レザーのコート いっしょに行きましょう 雪合戦 枝から雪が 手をあたためましょう 雪合戦 雪のお城

まぼろしの古城 12月～2月 魔法使い 持ち主の想いが 最上階 夏の浜辺 鳥 もしかして亡霊が 怖いけど･･･好きです
カフェ・オランジュ 楽しそう あまり飲んだことが リラックス感 庭にオレンジの木 ドリアン おいでおいで ケーキセット
シェ･サジテール 心がこもっているから 丁寧に食べた メイン料理 星の飾り なんでも聞く デザート 使命が
水魚食房 栄養バランス 教えてください レオナード様 トリの丸焼き パン 想いが伝わる料理 塩からいもの

リストランテ･トーロ 明るい家族 うらやましい たくさんがいい 煮込みスープ レモンソース 椅子の座りごこち 自分の家
カプリコルン広場 ～夕方 ヌードル 楽しいです 季節のスープ 豆料理 ナンにはさむ たくさんの花 しかたない
ラウンジ･ノワール 夜 陽気な気分 リズムを刻む あぶなっかしい 眠くなる 先に食べては？ 少し明るくして そんなには
守護聖のどこが好き 相手を思いやる心 笑顔 ワイルドな瞳 やさしい手 脚力 ダークブルーの瞳 おおらかな人柄
私のどこが好き 気の強さ 瞳 負けず嫌いな性格 意思の強い瞳 くじけないところ ツッコミですか （注）前向きなところ
何を考えているか 私のこと 次に話すこと 私のこと ふたりの未来 今日の予定 次の休日の予定 聖獣の宇宙のこと
私の部屋について オリヴィエ様の ゆっくりしていって 注文はありますか ふかふかのベッド 好感もてますか おとぎの国みたい いごごち
趣味について ショッピング 囲碁のお話 聖地では運転 どこが好き アウローラ号も 歌がお好き クレーンゲーム

最近はまっていること お上手なんですか？ くわしく知りたい どんな楽しみ方を? あぶなくない どこへ行く 意外です！ 何に使うんですか？
仕事について たいへんなこと 聖獣の宇宙について 嫌いなところ 楽しいことは むずかしいことは 悩みはありますか? よかったこと
女性のこと 女性のかわいさ 好ましい女性 恋愛って？ どんな恋がしたい どんな女性が好き 恋人に求めること 好ましい女性
日常のこと 好きな場所 好きな季節 好きな場所 好きな季節 好きな場所 好きな場所 好きな場所
食べ物のこと くわしく教えて 楽しい想い出 野菜も食べなくちゃ 食事で大切なこと 聖地のお食事 好きな食べ物 おいしく食べるコツ
ファッションのこと アクセサリーについて ターバンについて ファッションの好み 持ちものの好み 持ち歩く道具 好きな服装は？ ショッピング
森の湖1回目 はい！ いいえ 元気をくれるから ふたりで見られる夢 もうすこし待って とってもステキな方 光栄です
森の湖2回目 私が･･･魅力的 幸せです 心やさしい人 試練のとき 自分らしく生きる 秘密にしたい場所 うれしいです
森の湖3回目 思うことは止められ 愛する人のこと？ ふつうの女の子です 救いの王子 ぜったい聖地に 心の一部 そのままがいい

（注）PC版では、チャーリーの反応はベストですが、この選択肢より他の選択肢の方がインジケーターの上がりが大きいです。
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プレイス 時期 時間 セイラン エルンスト メル ヴィクトール アリオス
絵画展 3月～6月 伝えたいものがある 風景画 風景画 よくわかりません･･･ 想像力
彫刻展 7月～10月 一生懸命になれる 人工物です 金属の花 作った人に聞く 冒険
博物展 11月～2月 行ってみたい 棺につける 太陽の印 儀式に使われた 椅子

テニス選手権 1・4・7・10月 朝 勝ちたくて 心ゆくまで ルールがわからない スポーツするのが 逆転勝利
フェンシング大会 2・5・8・11月 朝 鈍い 剣術だけが強さ むずかしそう こわいです そっとしておく
馬術試合 3・6・9・12月 朝 たてがみをなでる ウサギ 一緒に乗りましょう 広大な草原 迷子になんて

サール･ヴェルソー 5月～8月 夕方～ 違和感があって当然 意味はなくてもいい マラカス 音色が不思議 私といっしょに
クラブ･スコルピオン 9月～12月 夕方～ ギターの音色 まだ遅くない 明日はいいです はい、わかりました アリオスさんこそ
ホール･ベリエ 1月～4月 夕方～ こだわりません このホールが好き 楽しい気分に 演奏が楽しみです 眠っちゃいましょう
メゾン･プラネット 収納具 アロマキャンドル こっちのほうが･･･ 使い方しだい 掘り出しもの

ジュエリー・ロマネスク サファイア ムーンストーン 私のジュエリーを 美しいから おそろいで
ジャルダン・ナチュール スミレ 実のなる木 そこがいいところ デルフィニウム 照れてます？

カンセール ハチミツ 野菜オムレツ コロッケパン シチュー 家庭的
B.プロミネンス 執務服 眼鏡 ちょっと派手かも 最近は男性 興味ない
リヴル・バランス 実用書 ネットワーク 詩集 私の日記 本はいたんで
アクアリウム 太陽 湖畔 ゴハンはまだかなぁ 育ててみたくなる かわいい
熱帯植物園 ヤマネコ 大きな魚 枝が折れたら 食糧がなくなる アイスティー

パルク･ディマンシュ なんでもよかった 変わってません メリーゴーラウンド お化け屋敷 ひとりで立てる
アスリート･ジム 楽しいから 体力増強 カナヅチなんです ランニング 体力測定

メテオール･プレイス お子様ランチ ホログラムで過去の 美しいですね カードゲーム 並びます
乙女の噴水 ショッピング 紫外線対策 噴水のへり 人の顔に見えて 噴水に
野ばら牧場 クッション 羊毛のひざかけ ハーブ 馬 のんびり
かがやきの丘 3月～5月 何枚も描きましょう 起きるまで待ちます かけっこです お花が咲く季節 (そっとしておこう)
花の野原 3月～5月 じゅうたん 白 好きな花の色 パンジー うたた寝かな？
虹の小川 6月～8月 どこへいくのか ホタルかなぁ やってみたいです 沢ガニ探し 木の葉の舟
氷の洞窟 6月～8月 大声を出して 方位磁石 私がついてます とても深そう 想い出
空の並木道 9月～11月 やめましょう 落とし主を探す 空かも スポーツ ボーッとしたい
あかつきの森 9月～11月 リス 楽天家 おいもを焼くこと たき火にしたい からかわないで
雪の野原 12月～2月 厚手の手袋 子どもの雪遊び 妖精 体を動かします 身体があたたまる

まぼろしの古城 12月～2月 追いかえすため アルカディアの遺産 塔のてっぺん お姫様 へ、平気です
カフェ・オランジュ お茶の香り 人それぞれの習慣 自分にご褒美 のんびりしたい時 興味ない
シェ･サジテール いろんな味 運動で解消 会話が楽しめる 残さず全部食べる わかります？
水魚食房 目立たないように 慎重にしています 甘い料理 人々のやさしさ 充実した品

リストランテ･トーロ 風船で空を飛ぼう 私といっしょだから レシピを聞いて 食べすぎでは･･･ 得意です
カプリコルン広場 ～夕方 待ち合わせ カップにいれて お料理を持って 気にしません そろそろ
ラウンジ･ノワール 夜 こっそり別のもの うらやましいです 透明なもの トランペット お酒に強い
守護聖のどこが好き 澄んだ瞳 理知的な額 屈託のない笑顔 頼りがいのある性格 さあ？
私のどこが好き 髪 髪 性格 気の強さ くじけない
何を考えているか 次の休日の予定 次の休日の予定 私のこと トレーニングのこと 私のこと
私の部屋について インテリア いつまでもいて 私も好きです そんなに違う どのへんが私らしい
趣味について ダジャレのお話 テニスのお話 作曲のお話 いつ覚えたんですか のんびりする

最近はまっていること どんなお茶が どんな音楽を どんなスポーツを？ (詩の話)意外ですね 何かはじめて
仕事について つらいときはどうする 困ったことは ビックリしたことは どんな変化が 何か変化
女性のこと 好感のもてる女性 女性との会話 女性といっしょ 恋に歳の差は 女性に何を
日常のこと 好きな時間 好きな場所は 好きな季節 好きな時間 好きな場所

食べ物について 最高の味 大切だと思うこと こだわってること 食事は楽しむことが 好きな料理
ファッションのこと 持ちものの好み 持ちものの好み 好きなアクセサリー 好きな服装 大切にしているもの
森の湖1回目 星降る湖 (黙っている) メル様がいてくれれば すごいのはヴィクトール 私の居場所
森の湖2回目 必要ありません 私も同じ気持ち 両方です 目の前にいる私 宇宙が好きだから
森の湖3回目 女の子だってつらい 目の前にいます わかりません とても幸せです 抵抗します！

※赤字はその人が好きな場所、青字はその人が嫌いな場所を意味しています。その他は"身の回りのこと""あなたのこと"他についての質問およびそのベスト回答です。
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