
a b c d e f g h i j k l m n

番号 ジャンル 収録数 種類 普通 共感 遠くに 叫ぶ 嬉しそうに 耳元で甘えて 恥ずかしそうに 色っぽく 笑いながら 嬉し泣きしながら 悲しそうに 不機嫌そうに 怯えて 疑問

Aテーマ

1 自分 11 私 私 私 私 わ、私 わ、私 私 私 私 私 私 私？

2 自分 11 ぼく ぼく ぼく ぼく ぼ、ぼく ぼ、ぼく ぼく ぼく ぼく ぼく ぼく ぼく？

3 自分 11 ユノ ユノ ユノ ユノ ゆ、ユノ ゆ、ユノ ユノ ユノ ユノ ユノ ユノ ユノ？

4 相手 13 先生 先生 先生ー 先生ー 先生 先生 せ、先生 せ、先生 先生 先生 先生 先生 先生 先生？

5 相手 13 社長 社長 社長ー 社長ー 社長 社長 しゃ、社長 しゃ、社長 社長 社長 社長 社長 社長 社長？

6 相手 13 教官 教官 きょうかーん きょうかーん 教官 教官 きょ、教官 きょ、教官 教官 教官 教官 教官 教官 教官？

7 相手 13 お兄ちゃん お兄ちゃん お兄ちゃーん お兄ちゃーん お兄ちゃん お兄ちゃん お、お兄ちゃん お、お兄ちゃん お兄ちゃん お兄ちゃん お兄ちゃん お兄ちゃん お兄ちゃん お兄ちゃん？

8 相手 13 先輩 先輩 せんぱーい せんぱーい 先輩 先輩 せ、先輩 せ、先輩 先輩 先輩 先輩 先輩 先輩 先輩？

9 相手 13 きみ きみ きみー きみー きみ きみ き、きみ き、きみ きみ きみ きみ きみ きみ きみ？

10 相手 13 あなた あなた あなたー あなたー あなた あなた あ、あなた あ、あなた あなた あなた あなた あなた あなた あなた？

11 挨拶 4 高崎です 高崎です 高崎でーす 高崎です た、高崎です

12 挨拶 4 高崎柚乃です 高崎柚乃です 高崎柚乃でーす 高崎柚乃です た、高崎柚乃です

13 挨拶 4 柚乃です 柚乃です 柚乃でーす 柚乃です ゆ、柚乃です

14 挨拶 3 やぁ やぁ やぁ や、やぁ

15 挨拶 4 はじめまして はじめまして はじめましてー はじめまして は、はじめまして

16 挨拶 4 よろしくお願いします よろしくお願いします よろしくお願いしまーす よろしくお願いします よ、よろしくお願いします

17 挨拶 4 よろしくね よろしくね よろしくねー よろしくね よ、よろしくね

18 挨拶 5 おはようございます おはようございます おはようございまーす おはようございます おはようございます お、おはようございます

19 挨拶 5 おはよう おはよう おはよー おはよう おはよう お、おはよう

20 挨拶 6 おやすみなさい おやすみなさい おやすみなさーい おやすみなさい おやすみなさい お、おやすみなさい おやすみなさい

21 挨拶 6 おやすみ おやすみ おやすみー おやすみ おやすみ お、おやすみ おやすみ

22 挨拶 3 こんにちは こんにちは こんにちは こ、こんにちは

23 挨拶 6 おかえりなさい おかえりなさい おかえりなさーい おかえりなさい おかえりなさい お、おかえりなさい おかえりなさい

24 挨拶 6 おかえり おかえり おかえりー おかえり おかえり お、おかえり おかえり

25 挨拶 7 ただいま ただいま ただいまー ただいま ただいま た、ただいま ただいま ただいま

26 挨拶 7 さよなら さよなら さよーならー さよなら さ、さよなら さよなら さよなら さよなら

27 挨拶 6 バイバイ バイバイ バイバーイ バイバイ バイバイ バイバイ バイバイ

28 挨拶 8 またね またね またねー またね またね ま、またね またね またね またね

29 挨拶 5 お疲れさまでした お疲れ様でした お疲れさまでした お疲れさまでした お、お疲れさまでした お疲れさまでした

30 挨拶 5 お疲れさまです お疲れさまです お疲れさまです お疲れさまです お、お疲れさまです お疲れさまです

31 挨拶 3 お疲れさま お疲れさま お疲れさま お疲れさま

32 呼び声 3 すみません すみません すみませーん すみませーん

33 呼び声 3 おーい おーい おーい おーい

34 呼び声 7 ねぇ ねぇ ねっ ねぇー ねぇ ねぇ ねぇ ねぇ

35 呼び声 6 こっちですよ こっちですよ こっちですよね こっちですよー こっちですよ こっちですよ こ、こっちですよ

36 呼び声 6 こっちだよ こっちだよ こっちだよね こっちだよー こっちだよ こっちだよ こ、こっちだよ

37 呼び声 3 こっち、こっち こっち、こっち こっち、こっちー こっち、こっち

38 掛け声 3 せーの せーの せーの せーの

39 掛け声 3 えい えい えーい えーい

40 掛け声 2 じゃんけん、ぽん じゃんけん、ぽん じゃんけん、ぽん

41 反応 3 あれ？ あれ？ あ、あれ？ あれ？

42 反応 2 ん？ ん？ ん？

43 反応 2 あっ あっ あっ

44 反応 2 あぁ あぁ あぁ

45 反応 2 んっ んっ んっ

46 反応 2 うっ うっ うっ

47 反応 2 くっ くっ くっ

48 反応 4 痛い 痛いっ い、痛い い、痛い 痛い？

49 反応 5 熱いです 熱いです 熱いですね あ、熱いです あ、熱いです 熱いですか？

50 反応 5 熱い 熱いっ 熱いね あ、熱い あ、熱い 熱い？

51 反応 4 寒いです 寒いです 寒いですね 寒いですね 寒いですか？

52 反応 3 寒い 寒ーい 寒いね 寒い？

53 反応 1 くしゅん くしゅん

54 反応 1 ごほん ごほん

55 反応 1 はぁ はぁ

56 反応 3 はぁ…　はぁ… はぁ…　はぁ… はぁ…　はぁ… はぁ…　はぁ…

57 反応 1 くすっ くすっ

58 反応 3 えへへ えへへ えへへ えへへ

59 反応 1 あはは あはは

60 反応 1 くすん くすん

61 反応 1 うわーん うわーん

62 喜ぶ 1 わーい わーい
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63 喜ぶ 1 ふふーん ふふーん

64 喜ぶ 4 やりました やりましたね やりました やりました やりました

65 喜ぶ 4 やった やったね やった やった やった

66 喜ぶ 7 嬉しいです 嬉しいですね 嬉しいです 嬉しいです う、嬉しいです う、嬉しいです 嬉しいです 嬉しいですか？

67 喜ぶ 7 嬉しい 嬉しいね 嬉しい 嬉しい う、嬉しい う、嬉しい 嬉しい 嬉しい？

68 喜ぶ 6 気持ちいいです 気持ちいいですね 気持ちいいです 気持ちいいです き、気持ちいいです き、気持ちいいです 気持ちいいですか？

69 喜ぶ 6 気持ちいい 気持ちいいね 気持ちいい 気持ちいい き、気持ちいい き、気持ちいい 気持ちいい？

70 喜ぶ 6 良かったぁ 良かったぁ 良かったね 良かったぁ 良かったぁ 良かったぁ 良かったぁ

71 喜ぶ 6 危なかったぁ 危なかったぁ 危なかったね 危なかったぁ 危なかったぁ 危なかったぁ 危なかったぁ

72 怒る 5 もー もー もー も、もー もー もー

73 怒る 4 ほらー ほらー ほらー ほらー ほらー

74 怒る 5 こら こら こら こ、こら こら こら

75 怒る 7 怒りますよ 怒りますよ 怒りますよ お、怒りますよ 怒りますよ 怒りますよ 怒りますよ 怒ります？

76 怒る 7 怒るよ 怒るよ 怒るよ お、怒るよ 怒るよ 怒るよ 怒るよ 怒る？

77 怒る 4 ふざけないでください ふ、ふざけないでください ふざけないでください ふざけないでください ふざけてます？

78 怒る 4 ふざけないで ふ、ふざけないで ふざけないで ふざけないで ふざけてる？

79 怒る 7 からかわないでください
からかわないでくださ
い

からかわないでくださ
い

か、からかわないでくださ
い

からかわないでくださ
い

からかわないでくださ
い

からかわないでくださ
い からかってますか？

80 怒る 7 からかわないで からかわないで からかわないで か、からかわないで からかわないで からかわないで からかわないで からかってる？

81 怒る 3 真面目にやってください
真面目にやりましょう
よ

真面目にやってくださ
い 真面目にやってます？

82 怒る 3 真面目にやって 真面目にやろうよ 真面目にやって 真面目にやってる？

83 怒る 2 遅刻ですよ 遅刻ですよ 遅刻ですか？

84 怒る 2 遅刻だよ 遅刻だよ 遅刻？

85 怒る 3 おそーい おそーい おそーい おそーい

86 驚く 2 えー？ えー？ えー？

87 驚く 1 わっ わっ

88 驚く 4 びっくりしたー びっくりしたー びっくりしたね びっくりしたー びっくりした？

89 驚く 2 そんなー そんなー そんなー

90 驚く 3 きゃー きゃー きゃー きゃー

91 驚く 4 危ない 危ない 危なかったね 危なーい 危なーい

92 好意 10 大好きです 大好きです 大好きです 大好きでーす 大好きです 大好きです だ、大好きです だ、大好きです 大好きです 大好きです 大好きですか？

93 好意 9 大好き 大好き 大好きー 大好き 大好き だ、大好き だ、大好き 大好き 大好き 大好き？

94 好意 9 好きです 好きです 好きでーす 好きです 好きです す、好きです す、好きです 好きです 好きです 好きですか？

95 好意 9 好き 好き 好きー 好き 好き す、好き す、好き 好き 好き 好き？

96 好意 9 愛してます 愛してます 愛してまーす 愛してます 愛してます あ、愛してます あ、愛してます 愛してます 愛してます 愛してますか？

97 好意 9 愛してる 愛してる 愛してるー 愛してる 愛してる あ、愛してる あ、愛してる 愛してる 愛してる 愛してる？

98 褒める 3 やりましたね やりましたね やりましたね やりましたね

99 褒める 3 やったね やったね やったね やったね

100 褒める 5 すごいですね すごいですね すごいですね す、すごいです す、すごいです すごいですね

101 褒める 3 すごいね すごいね すごいね すごいね

102 褒める 6 すごい すごい すごい す、すごい す、すごい すごい すごい、すごい

103 褒める 3 かわいいですね かわいいですね かわいいですね かわいいですか？

104 褒める 4 かわいい かわいい かわいい か、かわいい かわいい？

105 褒める 3 カッコいいですね カッコいいですね カッコいいですね カッコいいです

106 褒める 4 カッコいいね カッコいいね カッコいいね カッコいいね カッコいい、カッコいい

107 褒める 2 頑張ってますね 頑張ってますね 頑張ってますね

108 褒める 2 頑張ってるね 頑張ってるね 頑張ってるね

109 褒める 2 偉いですね 偉いですね 偉いですね

110 褒める 3 偉いね 偉いね 偉いね 偉い、偉い

111 褒める 1 いいですね いいですね

112 褒める 2 いいね いいなー いいね

113 褒める 1 バッチリですね バッチリですね

114 褒める 1 バッチリだね バッチリだね

115 褒める 3 面白いですね 面白いですね 面白いですね 面白いですか？

116 褒める 4 面白いね 面白いね 面白いね 面白ーい 面白い？

117 褒める 3 羨ましいです 羨ましいです 羨ましいですね 羨ましいですか？

118 褒める 2 羨ましいな 羨ましいな 羨ましいの？

119 励ます 6 頑張ってください 頑張ってください 頑張ってくださーい 頑張ってください 頑張ってください が、頑張ってください 頑張ってください

120 励ます 6 頑張って 頑張って 頑張ってー 頑張って 頑張って が、頑張って 頑張って

121 励ます 4 できますよ できますよ できますよ できますよ できますか？

122 励ます 4 できるよ できるよ できるよ できるよ できる？

123 励ます 6 応援してます 応援してます 応援してまーす 応援してます 応援してます お、応援してます 応援してます

124 励ます 5 応援するね 応援するね 応援するね 応援するね お、応援するね 応援するね
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125 お願い 8 お願いします お願いします お願いしまーす お願いします お願いします お、お願いします お、お願いします お願いします お願いします

126 お願い 8 お願い お願い お願ーい お願い お願い お、お願い お、お願い お願い お願い

127 お願い 6 いいですよね？ いいですよね？ いいですよね？ い、いいですよね？ い、いいですよね？ いいですよね？ いいですよね？

128 お願い 6 いいでしょ？ いいでしょ？ いいでしょ？ い、いいでしょ？ い、いいでしょ？ いいでしょ？ いいでしょ？

129 お願い 5 秘密ですよ 秘密ですよ 秘密ですよ 秘密ですよ ひ、秘密ですよ ひ、秘密ですよ

130 お願い 5 秘密だよ 秘密だよ 秘密だよ 秘密だよ ひ、秘密だよ ひ、秘密だよ

131 お願い 5 内緒ですよ 内緒ですよ 内緒ですよ 内緒ですよ な、内緒ですよ な、内緒ですよ

132 お願い 5 内緒だよ 内緒だよ 内緒だよ 内緒だよ な、内緒だよ な、内緒だよ

133 お願い 7 約束ですよ 約束ですよ 約束ですよ 約束ですよ や、約束ですよ や、約束ですよ 約束ですよ 約束ですよ

134 お願い 7 約束だよ 約束だよ 約束だよ 約束だよ や、約束だよ や、約束だよ 約束だよ 約束だよ

135 お願い 3 任せてください 任せてください 任せてください 任せてください

136 お願い 3 任せて 任せて 任せて 任せて

137 お願い 6 行きましょう 行きましょう 行きましょう 行きましょう 行きましょう 行きましょう 行きますか？

138 お願い 6 行こうよ 行こうよ 行こうよ 行こうよ 行こうよ 行こうよ 行く？

139 お願い 4 休みましょう 休みましょう 休みましょう 休みましょう 休んでもいいですか？

140 お願い 4 休もうよ 休もうよ 休もうよ 休もうよ 休む？

141 お願い 6 ください ください ください ください く、ください く、ください ください

142 お願い 6 ちょーだい ちょーだい ちょーだい ちょーだい ちょ、ちょーだい ちょ、ちょーだい ちょーだい

143 お願い 7 もっと もっと もっと もっと も、もっと も、もっと もっと もっと？

144 お願い 6 欲しいです 欲しいです 欲しいです 欲しいです ほ、欲しいです ほ、欲しいです 欲しいですか？

145 お願い 6 欲しいな 欲しいな 欲しいな 欲しいな ほ、欲しいな ほ、欲しいな 欲しい？

146 お礼 8 ありがとうございます ありがとうございます ありがとうございます ありがとうございます あ、ありがとうございます ありがとうございます ありがとうございます ありがとうございます ありがとうございます

147 お礼 8 ありがとう ありがとう ありがとう ありがとう あ、ありがとう ありがとう ありがとう ありがとう ありがとう

148 お礼 1 ありがとうございました ありがとうございました

149 お礼 7 楽しかったです 楽しかったです 楽しかったですね 楽しかったです 楽しかったです た、楽しかったです 楽しかったです 楽しかったですか？

150 お礼 7 楽しかったよ 楽しかったよ 楽しかったね 楽しかったよ 楽しかったよ た、楽しかったよ 楽しかったよ 楽しかった？

151 お礼 5 美味しかったです 美味しかったです 美味しかったですね 美味しかったです 美味しかったです 美味しかったですか？

152 お礼 5 美味しかったよ 美味しかったよ 美味しかったね 美味しかったよ 美味しかったよ 美味しかった？

153 お礼 6 面白かったです 面白かったです 面白かったですね 面白かったです 面白かったです 面白かったです 面白かったですか？

154 お礼 6 面白かったよ 面白かったよ 面白かったね 面白かったよ 面白かったよ 面白かったよ 面白かった？

155 渡す 4 これ これ これ これ こ、これ

156 渡す 6 どーぞ どーぞ どーぞ どーぞ ど、どーぞ どーぞ どーぞ

157 渡す 5 もらってください もらってください もらってください もらってください も、もらってください もらってください

158 渡す 3 もらって もらって もらって もらって

159 渡す 6 受け取ってください 受け取ってください 受け取ってくださーい 受け取ってください 受け取ってください う、受け取ってください 受け取ってください

160 渡す 4 受け取って 受け取って 受け取ってー 受け取って 受け取って

161 渡す 6 あげます あげます あげます あげます あ、あげます あげます いりますか？

162 渡す 7 あげる あげる あげる あげる あ、あげる あげる あげる いる？

163 謝る 9 ごめんなさい ごめんなさい ごめんなさーい ごめんなさい ご、ごめんなさい ご、ごめんなさい ごめんなさい ごめんなさい ごめんなさい ごめんなさい

164 謝る 9 ごめんね ごめんね ごめんねー ごめんね ご、ごめんね ご、ごめんね ごめんね ごめんね ごめんね ごめんね

165 謝る 7 すみませんでした すみませんでした すみませーん す、すみません す、すみません すみませんでした すみませんでした すみませんでした

166 謝る 8 わからないです わからないです わからないですよね わかりませーん わ、わからないです わ、わからないです わからないです わからないです わからないです

167 謝る 9 わからないよ わからないよ わからないね わからなーい わかんない わ、わかんない わ、わかんない わからないよ わからないよ わからないよ

168 悩む 3 んー んー んー んー？

169 悩む 5 難しいですねー 難しいですねー 難しいですね 難しいですねー む、難しいですねー 難しいですか？

170 悩む 5 難しいなー 難しいなー 難しいね 難しいなー む、難しいなー 難しい？

171 悩む 5 悩みますねー 悩みますねー 悩みますね 悩みますねー な、悩みますねー 悩みますか？

172 悩む 5 悩むなー 悩むなー 悩むね 悩むなー な、悩むなー 悩む？

173 悩む 4 おかしいですねー おかしいですねー おかしいですね おかしいですねー おかしいですか？

174 悩む 4 おかしいなー おかしいなー おかしいね おかしいなー おかしい？

175 疑問 7 どうしてですか？ どうしてですか？ どうしてですか？ ど、どうしてですか？ どうしてですか？ どうしてですか？ どうしてですか？ どうしてですか？

176 疑問 7 どうして？ どうして？ どうして？ ど、どうして？ どうして？ どうして？ どうして？ どうして？

177 疑問 6 どうしました？ どうしました？ どうしました？ ど、どうしました？ どうしました？ どうしました？ どうしました？

178 疑問 6 どうしたの？ どうしたの？ どうしたの？ ど、どうしたの？ どうしたの？ どうしたの？ どうしたの？

179 疑問 7 なぜですか？ なぜですか？ なぜですか？ な、なぜですか？ なぜですか？ なぜですか？ なぜですか？ なぜですか？

180 疑問 7 なんで？ なんで？ なんで？ な、なんで？ なんで？ なんで？ なんで？ なんで？

181 疑問 10 本当ですか？ 本当ですね 本当ですか？ 本当ですか？ ほ、本当ですか？ 本当ですか？ 本当ですか？ 本当ですか？ 本当ですか？ 本当ですか？ 本当ですか？

182 疑問 10 本当？ 本当だね 本当？ 本当？ ほ、本当？ 本当？ 本当？ 本当？ 本当？ 本当？ 本当？

183 疑問 6 なに見てるんですか？
なに見てるんです
か？

なに見てるんです
か？

な、なに見てるんです
か？

なに見てるんです
か？

なに見てるんです
か？ なに見てるんですか？

184 疑問 6 なに見てるの？ なに見てるの？ なに見てるの？ な、なに見てるの？ なに見てるの？ なに見てるの？ なに見てるの？

185 疑問 6 どこ見てるんですか？
どこ見てるんです
か？

どこ見てるんです
か？ ど、どこ見てるんですか？

どこ見てるんです
か？

どこ見てるんです
か？ どこ見てるんですか？

186 疑問 6 どこ見てるの？ どこ見てるの？ どこ見てるの？ ど、どこ見てるの？ どこ見てるの？ どこ見てるの？ どこ見てるの？



a b c d e f g h i j k l m n

番号 ジャンル 収録数 種類 普通 共感 遠くに 叫ぶ 嬉しそうに 耳元で甘えて 恥ずかしそうに 色っぽく 笑いながら 嬉し泣きしながら 悲しそうに 不機嫌そうに 怯えて 疑問

187 疑問 6 こうですか？ こうですか？ こうですか？ こ、こうですか？ こ、こうですか？ こうですか？ こうですか？

188 疑問 6 こう？ こう？ こう？ こ、こう？ こ、こう？ こう？ こう？

189 疑問 4 誰ですか？ だ、誰ですか？ 誰ですか？ 誰ですか？ 誰ですか？

190 疑問 4 誰？ だ、誰？ 誰？ 誰？ 誰？

191 疑問 5 そんな そんな そ、そんな そ、そんな そ、そんな そ、そんな

192 疑問 5 うそ うそ う、うそ う、うそ う、うそ う、うそ

193 疑問 8 私ですか？ 私ですか？ わ、私ですか？ わ、私ですか？ 私ですか？ 私ですか？ 私ですか？ 私ですか？ 私ですか？

194 疑問 9 私？ 私？ 私？ わ、私？ わ、私？ 私？ 私？ 私？ 私？ 私？

195 疑問 6 呼びました？ 呼びました？ 呼びました？ よ、呼びました？ 呼びました？ 呼びました？ 呼びました？

196 疑問 6 呼んだ？ 呼んだ？ 呼んだ？ よ、呼んだ？ 呼んだ？ 呼んだ？ 呼んだ？

197 疑問 6 わかりますか？ わかりますか？ わかりますか？ わ、わかりますか？ わかりますか？ わかりますか？ わかりますか？

198 疑問 6 わかる？ わかる？ わかる？ わ、わかる？ わかる？ わかる？ わかる？

199 疑問 5 どっちがいいですか？
どっちがいいです
か？

どっちがいいです
か？

ど、どっちがいいです
か？

どっちがいいです
か？ どっちがいいですか？

200 疑問 5 どっちがいい？ どっちがいい？ どっちがいい？ ど、どっちがいい？ どっちがいい？ どっちがいい？

201 肯定 9 はい はい はーい はい はい は、はい はい はい はーい はい

202 肯定 9 OK OK おっけー OK OK お、おっけーです OK OK OK OK？

203 肯定 4 大丈夫です 大丈夫です 大丈夫です 大丈夫です 大丈夫ですか？

204 肯定 4 大丈夫 大丈夫 大丈夫 大丈夫 大丈夫？

205 肯定 8 了解 了解 りょうかーい 了解 了解 りょ、了解です 了解 了解 りょうかーい

206 肯定 6 いいですよ いいですよ いいですよ いいですよ い、いいですよ いいですよ いいですか？

207 肯定 6 いいよ いいよ いいよ いいよ い、いいよ いいよ いいの？

208 肯定 1 まぁいいか まぁいいか

209 肯定 4 承知しました 承知しました 承知しました 承知しました しょ、承知しました

210 肯定 4 なるほど なるほど なるほど な、なるほど なるほど

211 肯定 5 そうですね そうですね そうですね そうですね そ、そうですね そうですね

212 肯定 7 正解です 正解です 正解です 正解です せ、正解です 正解です 正解です 正解ですか？

213 肯定 7 正解 正解 正解 正解 せ、正解 正解 正解 正解？

214 肯定 8 当たりです 当たりです 当たりですよね 当たりです 当たりです あ、当たりです 当たりです 当たりです 当たりですか？

215 肯定 8 当たりだよ 当たりだよ 当たりだよね 当たりだよ 当たりだよ あ、当たりだよ 当たりだよ 当たりだよ 当たり？

216 肯定 7 許してあげます 許してあげます 許してあげます 許してあげます ゆ、許してあげます 許してあげます 許してあげます 許してくれますか？

217 肯定 7 許してあげる 許してあげる 許してあげる 許してあげる ゆ、許してあげる 許してあげる 許してあげる 許して？

218 否定 12 だめですよ だめですよ だめですよね だめですよ だめですよ だ、だめですよ だ、だめです だめですよ だめですよ だめですよ だめですよ だめですよ だめですか？

219 否定 12 だめだよ だめだよ だめだよね だめだよ だめだよ だ、だめだよ だ、だめだよ だめだよ だめだよ だめだよ だめだよ だめだよ だめだよね？

220 否定 10 だめ だめ だめ だめ だ、だめ だ、だめ だめ だめ だめ だめ だめ？

221 否定 10 違いますよ 違いますよ 違いますよね 違いますよ 違いますよ ち、違いますよ ち、違います 違いますよ 違いますよ 違いますよ 違いますよね？

222 否定 10 違うよ 違うよ 違うよね 違うよ 違うよ ち、違うよ ち、違うよ 違うよ 違うよ 違うよ 違うよね？

223 否定 10 いやですよ いやですよ いやですよね いやですよ いやですよ い、いやですよ い、いやです いやですよ いやですよ いやですよ いやですよね？

224 否定 10 いや いや いやだよね いや いや い、いや い、いや いや いや いやー いや？

225 否定 4 それはちょっと それはちょっと そ、それはちょっと それはちょっと それはちょっと

226 否定 5 ハズレです ハズレです ハズレですね ハズレです ハズレです ハズレです

227 否定 5 ハズレだよ ハズレだよ ハズレだね ハズレだよ ハズレだよ ハズレだよ

228 否定 6 許してあげません 許してあげません 許してあげません 許してあげません ゆ、許してあげません 許してあげません 許してあげません

229 否定 6 許してあげない 許してあげない 許してあげない 許してあげない ゆ、許してあげない 許してあげない 許してあげない

230 否定 5 やめてください やめてください やめましょう や、やめてください や、やめてください やめてください

231 否定 6 やめて やめて やめよ やめてー や、やめて や、やめて やめて

232 否定 5 恥ずかしいです 恥ずかしいです 恥ずかしいです は、恥ずかしいです は、恥ずかしいです 恥ずかしいですか？

233 否定 5 恥ずかしいよ 恥ずかしいよ 恥ずかしいよ は、恥ずかしいよ は、恥ずかしいよ 恥ずかしい？

234 否定 6 おかしくなっちゃう おかしくなっちゃう おかしくなっちゃうー おかしくなっちゃう お、おかしくなっちゃう お、おかしくなっちゃう おかしくなっちゃう

235 否定 5 見ないでください 見ないでください 見ないでください 見ないでください み、見ないでください み、見ないでください

236 否定 7 見ないで 見ないで 見ないでー 見ないで み、見ないで み、見ないで 見ないで 見ないで

B名前

1 呼び名 12 あーくん あーくん あーくーん あーくーん あーくん あーくん あ、あーくん あ、あーくん あーくん あーくん あーくん あーくん あーくん？

2 呼び名 12 いーくん いーくん いーくーん いーくーん いーくん いーくん い、いーくん い、いーくん いーくん いーくん いーくん いーくん いーくん？

3 呼び名 12 うーくん うーくん うーくーん うーくーん うーくん うーくん う、うーくん う、うーくん うーくん うーくん うーくん うーくん うーくん？

4 呼び名 12 えーくん えーくん えーくーん えーくーん えーくん えーくん え、えーくん え、えーくん えーくん えーくん えーくん えーくん えーくん？

5 呼び名 12 おっくん おっくん おっくーん おっくーん おっくん おっくん お、おっくん お、おっくん おっくん おっくん おっくん おっくん おっくん？

6 呼び名 12 かーくん かーくん かーくーん かーくーん かーくん かーくん か、かーくん か、かーくん かーくん かーくん かーくん かーくん かーくん？

7 呼び名 12 きーくん きーくん きーくーん きーくーん きーくん きーくん き、きーくん き、きーくん きーくん きーくん きーくん きーくん きーくん？

8 呼び名 12 くーくん くーくん くーくーん くーくーん くーくん くーくん く、くーくん く、くーくん くーくん くーくん くーくん くーくん くーくん？

9 呼び名 12 けーくん けーくん けーくーん けーくーん けーくん けーくん け、けーくん け、けーくん けーくん けーくん けーくん けーくん けーくん？

10 呼び名 12 こーくん こーくん こーくーん こーくーん こーくん こーくん こ、こーくん こ、こーくん こーくん こーくん こーくん こーくん こーくん？

11 呼び名 12 さーくん さーくん さーくーん さーくーん さーくん さーくん さ、さーくん さ、さーくん さーくん さーくん さーくん さーくん さーくん？

12 呼び名 12 しーくん しーくん しーくーん しーくーん しーくん しーくん し、しーくん し、しーくん しーくん しーくん しーくん しーくん しーくん？



a b c d e f g h i j k l m n

番号 ジャンル 収録数 種類 普通 共感 遠くに 叫ぶ 嬉しそうに 耳元で甘えて 恥ずかしそうに 色っぽく 笑いながら 嬉し泣きしながら 悲しそうに 不機嫌そうに 怯えて 疑問

13 呼び名 12 すーくん すーくん すーくーん すーくーん すーくん すーくん す、すーくん す、すーくん すーくん すーくん すーくん すーくん すーくん？

14 呼び名 12 せーくん せーくん せーくーん せーくーん せーくん せーくん せ、せーくん せ、せーくん せーくん せーくん せーくん せーくん せーくん？

15 呼び名 12 そーくん そーくん そーくーん そーくーん そーくん そーくん そ、そーくん そ、そーくん そーくん そーくん そーくん そーくん そーくん？

16 呼び名 12 たーくん たーくん たーくーん たーくーん たーくん たーくん た、たーくん た、たーくん たーくん たーくん たーくん たーくん たーくん？

17 呼び名 12 ちーくん ちーくん ちーくーん ちーくーん ちーくん ちーくん ち、ちーくん ち、ちーくん ちーくん ちーくん ちーくん ちーくん ちーくん？

18 呼び名 12 つーくん つーくん つーくーん つーくーん つーくん つーくん つ、つーくん つ、つーくん つーくん つーくん つーくん つーくん つーくん？

19 呼び名 12 てっくん てっくん てっくーん てっくーん てっくん てっくん て、てっくん て、てっくん てっくん てっくん てっくん てっくん てっくん？

20 呼び名 12 とーくん とーくん とーくーん とーくーん とーくん とーくん と、とーくん と、とーくん とーくん とーくん とーくん とーくん とーくん？

21 呼び名 12 なーくん なーくん なーくーん なーくーん なーくん なーくん な、なーくん な、なーくん なーくん なーくん なーくん なーくん なーくん？

22 呼び名 12 にーくん にーくん にーくーん にーくーん にーくん にーくん に、にーくん に、にーくん にーくん にーくん にーくん にーくん にーくん？

23 呼び名 12 ぬーくん ぬーくん ぬーくーん ぬーくーん ぬーくん ぬーくん ぬ、ぬーくん ぬ、ぬーくん ぬーくん ぬーくん ぬーくん ぬーくん ぬーくん？

24 呼び名 12 ねーくん ねーくん ねーくーん ねーくーん ねーくん ねーくん ね、ねーくん ね、ねーくん ねーくん ねーくん ねーくん ねーくん ねーくん？

25 呼び名 12 のーくん のーくん のーくーん のーくーん のーくん のーくん の、のーくん の、のーくん のーくん のーくん のーくん のーくん のーくん？

26 呼び名 12 はーくん はーくん はーくーん はーくーん はーくん はーくん は、はーくん は、はーくん はーくん はーくん はーくん はーくん はーくん？

27 呼び名 12 ひーくん ひーくん ひーくーん ひーくーん ひーくん ひーくん ひ、ひーくん ひ、ひーくん ひーくん ひーくん ひーくん ひーくん ひーくん？

28 呼び名 12 ふーくん ふーくん ふーくーん ふーくーん ふーくん ふーくん ふ、ふーくん ふ、ふーくん ふーくん ふーくん ふーくん ふーくん ふーくん？

29 呼び名 12 へーくん へーくん へーくーん へーくーん へーくん へーくん へ、へーくん へ、へーくん へーくん へーくん へーくん へーくん へーくん？

30 呼び名 12 ほーくん ほーくん ほーくーん ほーくーん ほーくん ほーくん ほ、ほーくん ほ、ほーくん ほーくん ほーくん ほーくん ほーくん ほーくん？

31 呼び名 12 まーくん まーくん まーくーん まーくーん まーくん まーくん ま、まーくん ま、まーくん まーくん まーくん まーくん まーくん まーくん？

32 呼び名 12 みーくん みーくん みーくーん みーくーん みーくん みーくん み、みーくん み、みーくん みーくん みーくん みーくん みーくん みーくん？

33 呼び名 12 むーくん むーくん むーくーん むーくーん むーくん むーくん む、むーくん む、むーくん むーくん むーくん むーくん むーくん むーくん？

34 呼び名 12 めーくん めーくん めーくーん めーくーん めーくん めーくん め、めーくん め、めーくん めーくん めーくん めーくん めーくん めーくん？

35 呼び名 12 もーくん もーくん もーくーん もーくーん もーくん もーくん も、もーくん も、もーくん もーくん もーくん もーくん もーくん もーくん？

36 呼び名 12 やーくん やーくん やーくーん やーくーん やーくん やーくん や、やーくん や、やーくん やーくん やーくん やーくん やーくん やーくん？

37 呼び名 12 ゆーくん ゆーくん ゆーくーん ゆーくーん ゆーくん ゆーくん ゆ、ゆーくん ゆ、ゆーくん ゆーくん ゆーくん ゆーくん ゆーくん ゆーくん？

38 呼び名 12 よーくん よーくん よーくーん よーくーん よーくん よーくん よ、よーくん よ、よーくん よーくん よーくん よーくん よーくん よーくん？

39 呼び名 12 らーくん らーくん らーくーん らーくーん らーくん らーくん ら、らーくん ら、らーくん らーくん らーくん らーくん らーくん らーくん？

40 呼び名 12 りーくん りーくん りーくーん りーくーん りーくん りーくん り、りーくん り、りーくん りーくん りーくん りーくん りーくん りーくん？

41 呼び名 12 るーくん るーくん るーくーん るーくーん るーくん るーくん る、るーくん る、るーくん るーくん るーくん るーくん るーくん るーくん？

42 呼び名 12 れーくん れーくん れーくーん れーくーん れーくん れーくん れ、れーくん れ、れーくん れーくん れーくん れーくん れーくん れーくん？

43 呼び名 12 ろーくん ろーくん ろーくーん ろーくーん ろーくん ろーくん ろ、ろーくん ろ、ろーくん ろーくん ろーくん ろーくん ろーくん ろーくん？

44 呼び名 12 わっくん わっくん わっくーん わっくーん わっくん わっくん わ、わっくん わ、わっくん わっくん わっくん わっくん わっくん わっくん？

Cシチュエーション

1 システム 1 スタート スタート

2 システム 1 ロード中 ロード中

3 システム 1 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゼロ 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゼロ

4 システム 1
グゲンカ フロム シーエスレポーター
ズ

グゲンカ フロム シーエスレポーター
ズ

5 イベント 5 おめでとうございます おめでとうございます。 おめでとうございます おめでとうございます お、おめでとうございます
おめでとうございま
す

6 イベント 5 おめでとう おめでとう おめでとう おめでとう お、おめでとう おめでとう

7 イベント 4 お誕生日おめでとうございます お誕生日おめでとうございます お誕生日おめでとー お誕生日おめでとー お、お誕生日おめでとー

8 イベント 4 ハッピーハロウィン ハッピーハロウィン ハッピーハロウィン ハッピーハロウィン は、ハッピーハロウィン

9 イベント 4 メリークリスマス メリークリスマス メリークリスマス メリークリスマス め、メリークリスマス

10 イベント 4 明けましておめでとうございます 明けましておめでとうございます 明けましておめでとー 明けましておめでとー あ、明けましておめでとー

11 食事 6 お腹がすいてきました お腹がすいてきました お腹すきましたね
お腹がすいてきまし
た

お腹がすいてきまし
た お、お腹がすいてきました お腹すきました？

12 食事 7 お腹すいたー お腹すいたー お腹すいたね お腹すいたー お腹すいたー お、お腹すいちゃった お腹すいたー お腹すいた？

13 食事 6 美味しいです 美味しそうですね 美味しいです 美味しいです お、美味しいです 美味しいです 美味しいですか？

14 食事 7 美味しー 美味しそー 美味しそうだね 美味しー 美味しー お、美味しい 美味しー 美味しい？

15 食事 6 いただきます いただきます いただきます いただきます い、いただきます いただきます いただきます

16 食事 6 ごちそうだまでした ごちそうだまでした ごちそうだまでした ごちそうだまでした ご、ごちそうだまでした ごちそうだまでした ごちそうだまでした

17 食事 4 召し上がれ 召し上がれ 召し上がれ 召し上がれ め、召し上がれ

18 恋愛 4 付き合ってください 付き合ってください つ、付き合ってください 付き合ってください 付き合います？

19 恋愛 4 別れよ… 別れよ… 別れよ… 別れよ… 別れる？

20 恋愛 6 ドキドキしますね ドキドキしますね ドキドキしますね ドキドキしますね ど、ドキドキしますね ドキドキしますね ドキドキしますか？

21 恋愛 6 ドキドキしちゃうね ドキドキしちゃうね ドキドキしちゃうね ドキドキしちゃうね ど、ドキドキしちゃうね ドキドキしちゃうね ドキドキしちゃう？

22 恋愛 6 落ち着きますね 落ち着きますね 落ち着きますね 落ち着きますね お、落ち着きませんね 落ち着きます… 落ち着きましたか？

23 恋愛 6 落ち着くね 落ち着くね 落ち着くね 落ち着くね お、落ち着かないね 落ち着く… 落ち着いた？

24 恋愛 6 これからどうします？ これからどうします？ これからどうします？ こ、これからどうします？ これからどうします？ これからどうします？ これからどうします？

25 恋愛 6 これからどうする？ これからどうする？ これからどうする？ こ、これからどうする？ これからどうする？ これからどうする？ これからどうする？

26 恋愛 6 似合いますか？ 似合いますか？ 似合いますか？ に、似合いますか？ 似合いますか？ 似合いませんか？ 似合いますか？

27 恋愛 6 似合う？ 似合う？ 似合う？ に、似合う？ 似合う？ 似合わない？ 似合う？

28 ホラー 2 不気味ー 不気味だね 不気味ー

29 ホラー 2 嫌な予感 嫌な予感がするね 嫌な予感



a b c d e f g h i j k l m n

番号 ジャンル 収録数 種類 普通 共感 遠くに 叫ぶ 嬉しそうに 耳元で甘えて 恥ずかしそうに 色っぽく 笑いながら 嬉し泣きしながら 悲しそうに 不機嫌そうに 怯えて 疑問

30 ホラー 3 怖いです 怖いですね 怖いです 怖いですか？

31 ホラー 3 怖い 怖いね 怖い 怖い？

32 ホラー 2 呪い？ 呪いです 呪い？

33 アクション 1 今です 今です

34 アクション 1 当たって 当たって

35 アクション 1 逃げてください 逃げてください

36 アクション 1 逃げて 逃げて

37 アクション 1 伏せてください 伏せてください

38 アクション 1 伏せて 伏せて

39 店員 1 いらっしゃいませ いらっしゃいませ

40 店員 1 おまたせいたしました おまたせいたしました

合計 1957 ボイス


