
2016年5月に検索されるキーワードとは？
季節の行事/イベント、趣味/嗜好、シーズナリティー/その他

1　母の日・父の日

ギフト 花 その他

母の日ギフトランキング 母の日花 母の日メッセージ

母の日 プレゼント 人気 母の日 プリザーブド 母の日 レシピ

母の日 プレゼント カーネーション 母の日 母の日 温泉

母の日 ギフト 限定 母の日 プリザーブドフラワー 母の日 パジャマ

母の日の贈り物 母の日 カーネーション 母の日 エプロン

母の日 ギフト ランキング お花 ギフト 母の日 バッグ

母の日 父の日 ペアギフト 花束 母の日 スイーツ

父の日 ギフト ランキング 鉢植え花 母の日 イラスト

父の日プレゼント 人気商品 ガラス花器 母の日 いつ

父の日プレゼント 手作り 花 ブリザード 父の日はいつ

2　旅行

交通 旅行 その他

高速料金 軽自動車 リュックサック 修学旅行 伊豆 旅館

高速道路渋滞情報 リアルタイム ボストンバッグ 修学旅行 女子 読売旅行 バスツアー 日帰り

渋滞予測 修学旅行 ボストンバッグ 旅行便利グッズ

高速料金検索 旅行バッグボストン 夏休み家族旅行

jr西日本 運賃 表 海外旅行 ショルダーバッグ 団体旅行

jr東海 新幹線 時刻表 旅行用キャリーバッグ 海外旅行保険

新幹線 早割 1 泊旅行バッグ 社員旅行

ana 国内線 時刻表 スーツケース バッグ 旅行雑誌

jalホームページ 機内持ち込みスーツケース jalパック

jal 国内線 小樽 観光 トラベルパスポートケース

成田空港 リムジンバス お土産 北海道 jal マイレージ

3　行楽・余暇

その他

運動会 お弁当 レシピ 潮干狩り 持ち物 gw 天気予報

運動会 お弁当 簡単 潮干狩り 三重 gwイベント

運動会 ランチボックス 潮干狩り 関西 ライラック祭り

キャラ弁 おにぎり 大洗 潮干狩り 三社祭り

おにぎりラップ 潮干狩り 千葉 横浜開港祭

サンドイッチ お弁当 潮干狩り情報 あやめ祭り

わっぱ お弁当箱 さくらんぼ狩り 神田祭り

親子遠足 お弁当 家庭用プール 大型 葵祭り

水筒 ステンレス 子供 園芸 噴霧器 五月祭

真空断熱タンブラー あじさい 育て方 博多どんたく

水筒 2リットル ガーデニングプランター 江戸一 鯉口シャツ

子供用 レジャーシート ガーデニング帽子 ダボシャツ

行楽・余暇
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4　アウトドア

その他

キャンプ用品 アウトレット アウトドア帽子 バーベキューメニュー

キャンプ アウトドア アウトドア キャリーカート bbq テーブル

ワンタッチ タープテント アウトドア チェア bbq グリル

アウトドア テント アウトドア テーブル リュックサック 登山用

コールマン テント 300 トレッキングシューズ アウトドア 登山 レインスーツ

ワンタッチ 日よけテント キャンプ 用品テーブル 登山靴 レディース

ポップアップテント アウトドアコート 登山用品

簡易テント アルミテーブル アウトドア 富士登山

5　保存食

その他

梅酒の作り方 梅干しの漬け方 らっきょう漬け方

梅ジュース 梅干しの作り方 らっきょう漬け

梅シロップ 南高梅 イチゴジャムの作り方

6　旬のグルメ

その他

そらまめ レシピ えんどう豆 あさり 砂抜き

そら豆 レシピ スナップエンドウ レシピ あさり レシピ

そら豆 茹で方 さやえんどう アサリの酒蒸し

ソラマメ スナップエンドウ カツオ

空豆 絹さや レシピ ズッキーニ レシピ

枝豆 きぬさや そうめん レシピ

7　初夏のファッション

丈 素材 その他

ワイシャツ 半袖 麻 リネン リボンサンダル

半袖Yシャツ リネン チュニック サンダル mens

７分袖 メンズ 麻 ジャケット サンダル レディース ウェッジソール

レディース カーディガン 半袖 リネン ワンピース サンダル レディース ぺたんこ

ポロシャツ メンズ 半袖 リネン ジャケット サンダル こども

メンズ 半袖パーカー リネン カーディガン キッズ サンダル 女の子

七分袖 メンズ リネン シャツ サンダル キッズ 男の子

ノースリーブ メンズ レースチュニック 大人サンダル

ノースリーブ ワンピース メッシュ ベスト サンダル レディース 歩きやすい

パフスリーブ メッシュグローブ コンフォートサンダル

メンズハーフパンツ メッシュジャケット 厚底サンダル レディース

ミディアムパンツ メッシュキャップ パンプススニーカー

ショートパンツ メンズ メッシュ バッグ リバティ ブラウス

クロップドパンツ メンズ シフォン チュニック オーバーブラウス

七分 パンツ マキシ ワンピース シフォン 腕時計 春

梅

豆類

アウトドア
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8　夏のファッション

柄・デザイン 素材 その他

甚平 レディース 麦わら帽子 メンズ スクール水着 女子 セパレート

甚平 男の子 麦わら帽子 子供 メンズ 水着 サーフパンツ

甚平 メンズ 麦わら帽子 レディース 水着 100

甚平 サマーニット帽 メンズ レディース水着

サンサーフ アロハシャツ パナマ帽 水着通販

アロハシャツ カゴ バッグ 水着 大きい

アロハシャツ メンズ かごバック 水着子供

アロハ かごバッグ ショルダー レディース水着 タンキニ

開襟シャツ かごバッグ レディース ビーチサンダル キッズ

ボーリングシャツ かごバッグ トート ギョサン サンダル

9　紫外線対策

日傘

日焼け防止 帽子 サンシェード 車 フロント 日傘 uv カット

日焼け止め 紫外線吸収剤不使用 サンシェード ベランダ 日傘 折り畳み

日焼け止め スプレー サンシェード 車 メンズ日傘

日焼け止め ノンケミカル サンシェード ワンタッチ ブランド日傘

赤ちゃん 日焼け止め ベランダサンシェード スポーツ日傘

日焼け止めクリーム ワンタッチサンシェード 日傘 折りたたみ

日焼け止め ランキング uvフェイスマスク 日傘 人気

日焼け止め ベビー レディースサングラス 日傘 uvカット 100 遮光 折りたたみ

uvカット帽子 メガネの上からかけるサングラス 遮光 日傘

uvカット パーカー レディース オーバーサングラス 日傘折り畳み

アームカバー uv サングラス レディース ブランド 日傘 uvカット 100 遮光

アームカバー メンズ サングラスケース 日傘 折りたたみ ブランド

uv カットパーカー uv サンバイザー 日傘折りたたみ

uvカット カーディガン サンバイザー メンズ 日傘晴雨兼用

10　その他

お中元 時期 夏ファッション ポット 麦茶

お中元 ランキング 夏服 メンズ おしゃれ 麦茶 ポット

お中元 メンズ ジャケット 夏 長岡花火

夏コミ ハンチング帽子 メンズ 夏 隅田川花火大会

夏野菜 ネイル 夏 梅雨入り

夏バテ 夏靴メンズ レインブーツメンズ

ラグマット 夏 ワンピース レディース 夏 レインウェア

夏 カーペット スリッパ 夏用 ボトックス注射 汗

夏 コーデ パーカー 夏 薄手 Iライン 処理

大相撲夏場所 帽子 レディース 夏 クーラーバスケット

夏の花 バイク グローブ 夏用 キャスター付クーラーボックス

その他

日焼け止め・遮光アイテム
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