
子音 母音
１声 ２声 ３声 ４声

母音とキーワード

　　All in 表

89 5 1 da おばさん ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 搭
乗り物に搭乗するときおばさんは
ダッチワイフを持ち込む

ドーナツ 答达
答えに達すれば、おばさんからドー
ナッツがもらえる。

デブ 打
打つ、打つ、打つのは、おばさんの
デブ。

ディオー
ル 大 大きなおばさんディオールぷんぷん。 da

90 5 2 dai 愛 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 呆待
ぽかんとして、何もしないでじっと
しているダッチワイフに、愛は感じ
ない。

ドーナツ 無し デブ #N/A
ディオー
ル 贷袋戴代带待

かりた袋をかぶって代わりの帯を待っているうちに愛のディオー
ルが到着する。

dai

91 5 3 dan 按摩 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 耽担单
ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。

ドーナツ 無し デブ 胆 肝がデカイのは、按摩屋のデブ。
ディオー
ル 但淡蛋诞 但し淡い卵は、誕生日に按摩屋で、ディオールと交換して。 dan

92 5 4 dao オリンピック ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 叨刀
うわさでは、刀を持ったダッチワイ
フがオリンピックに出場する。

ドーナツ #N/A デブ 岛蹈倒导
島踊りで倒れても導いてくれたオリ
ンピックのデブ案内人。

ディオー
ル 道倒到

道をひっくり返して到着すればオリンピックでディオールが手に
入る。

dao

93 5 5 dang スバル ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 当
当たったー、スバルのダッチワイ
フ。

ドーナツ 無し デブ #N/A
ディオー
ル 档当荡 ファイルした質屋の放蕩息子のスバルは、ディオールが漂う。 dang

94 5 7 dou 欧米 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 兜都
ポケットの中は、全て欧米からの
ダッチワイフです。

ドーナツ 無し デブ 陡抖
傾斜が急すぎて、身震いするデブ
は、欧米人。

ディオー
ル 逗豆斗

人を引きつける豆は、闘争して欧米のディオールブランドを手に
入れた。

dou

95 5 8 dong ジュティong ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 冬东
冬は、東京のジュディーオングの
ダッチワイフが売り切れ。

ドーナツ 無し デブ 懂
分かっているよジュディーオングは、
デブになった。

ディオー
ル 动冻 動きが凍るとジュディーオングのディオールが漂う。 dong

96 5 9 de 腹ペコ ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 無し ドーナツ 德得
徳が有っても得たいよ、腹ペコの時
ドーナツ。

デブ 無し ディオー
ル 無し de

97 5 10 dei 営業 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 無し ドーナツ 無し デブ 得
しなければならないのは、営業か
ら、デブを排除すること。

ディオー
ル 無し dei

98 5 12 deng エンジェル ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 灯登
電灯を持って登るエンジェルは、最
高のダッチワイフだ。

ドーナツ 無し デブ 等
待っているうちにエンジェルはデブ
になる。

ディオー
ル 凳 腰掛でエンジェルは、ディオールの化粧をする。 deng

99 5 13 di 一 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 低堤滴
低い堤防は、滴が一杯で、ダッチ
ワイフが浮かんでいる。

ドーナツ 的
ほんとにタクシー一台分のドーナッ
ツを買ったの？

デブ 底 底には一人デブがいる。
ディオー
ル 帝弟地的第递 天子の弟は、地面を的に第一滴のディオールを手渡す。 di

100 5 15 die 夜 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 跌
下がっている夜は、ダッチワイフは
不要。

ドーナツ 叠碟
積み重ねた皿は、夜ドーナッツを盛
る。

デブ 無し ディオー
ル 無し die

101 5 17 diao 薬 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 無し ドーナツ 無し デブ #N/A
ディオー
ル 调吊钓掉 調子に吊られ釣られてUターンする薬は、ﾃﾞｨｵｰﾙを使う。 diao

102 5 18 dian 目、眼 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 颠
頭のてっぺんに眼があるのは、
ダッチワイフの不良品。

ドーナツ 無し デブ 典点
祭典で点になってしまう目は、デブ
のせい。

ディオー
ル 殿店电垫 殿は、店の電気で眼は、ディオール製の下敷きを探す。 dian

103 5 19 diu 油 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 丢
失くした油は、ダッチワイフの中に
ある。

ドーナツ 無し デブ 無し ディオー
ル 無し diu

104 5 20 ding 石、宝石 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 丁
人口分の宝石は無い、ダッチワイ
フなら有る。

ドーナツ 無し デブ 顶
頂上の宝石は、デブより先にいただ
く。

ディオー
ル 订定 予約で定めた宝石は、ディオールブランド。 ding

105 5 23 du 踊る ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 都督
都では、監督と踊るダッチワイフが
大流行。

ドーナツ 独读毒
独身が、読む毒は、踊りのドーナッ
ツに入っている。

デブ 赌堵
賭けをさえぎる踊りは、デブがうま
い。

ディオー
ル 度肚妒

度が過ぎたおなかに嫉妬して踊りのさなかにディオールプンプ
ン。

du

106 5 25 duo 我 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 多 多い我のダッチワイフ。 ドーナツ 夺 勝ち取ったドーナッツは私が食べる デブ 朵躲
耳でよけるよ私がデブの脇を歩くと
き。

ディオー
ル 惰 怠けた私は、ディオールが買えない。 duo

107 5 27 duan 湾 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 端
端っこの湾には、ダッチワイフが、
住んでいる。

ドーナツ 無し デブ 短 短い湾にデブが走る。
ディオー
ル 段锻断 段段腹を鍛えて,断絶してから湾のディオールを取りに行く。 duan

108 5 28 dui 味 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 堆
堆積している味は、ダッチワイフに
は判らない。

ドーナツ 無し デブ 無し ディオー
ル 兑队对 現金に換えるチームに対して、味はディオールで対抗する。 dui

109 5 29 dun 文章 ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 吨
一トンもの文章でダッチワイフを説
明する。

ドーナツ 無し デブ 盹
居眠りする文章は、デブが登場す
る。

ディオー
ル 盾钝顿

盾さばきが鈍くて頓死を伝える文章からはディオールが漂わな
い。

dun
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