
花隈千冬　ぴた声(トーク用ASMR)

ジャンル 番号 収録音声 聞こえる位置 備考

いろいろ B001 はじめまして 左耳

B002 お久しぶりです 左耳

B003 またお会いましたね 左耳

B004 こんばんは 左耳

B005 こんにちは 左耳

B006 花隈千冬です 左耳

B007 花隈千冬の実況はじめますよ 左耳

B008 私と一緒に旅しましょうね！ 左耳

B009 よろしくお願いします！ 左耳

B010 ごめんなさい 左耳

B011 ぴんぽんぱんぽーん 左耳 語尾上がり

B012 ぴんぽんぱんぽーん 左耳 語尾下がり

B013 ぴんぽんぱんぽーん 左耳から右耳へ

B014 ぴんぽんぱんぽーん 右耳から左耳へ

B015 んふふっ 左耳 笑い声

B016 ひゃっ 左耳 驚く

B017 きゃっ 左耳 驚く

B018 きゃっ 左耳 驚く

B019 ばかっ 左耳

B020 ばかっ 左耳

B021 ぽーん 左耳 ナビゲーションの音

B022 ドカーン 左耳

B023 ドッカーン！ 左耳

B024 バーン！ 左耳

B025 なーんて 左耳

B026 おめでとうございます！ 左耳

B027 ありがとうございます！ 左耳

B028 ダメッ 左耳

B029 ダメですよ！ 左耳

B030 了解です！ 左耳

B031 はい、あーん 左耳

B032 美味しい？ 左耳

B033 良いんですか？ 左耳

B034 良いですよ！ 左耳

B035 おっけーです！ 左耳

B036 わっ！ 左耳
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B037 かっこいいですよ 左耳

B038 また、がんばりましょうね！ 左耳

B039 スタート！ 左耳

B040 準備はいいですか？ 左耳

B041 はじめまして 右耳

B042 お久しぶり 右耳

B043 また会ったね 右耳

B044 こんばんは 右耳

B045 こんにちは 右耳

B046 花隈千冬です 右耳

B047 花隈千冬の実況はじめるよ 右耳

B048 私と一緒に旅しようね 右耳

B049 しゅっぱーつ 右耳

B050 とうちゃーく 右耳

B051 よろしくねっ 右耳

B052 ごめんね 右耳

B053 ぴんぽんぱんぽーん 右耳

B054 ぴんぽんぱんぽーん 右耳

B055 んふふっ 右耳

B056 ひゃっ 右耳

B057 きゃっ 右耳

B058 ばかっ 右耳

B059 んもう、ばかっ 右耳

B060 ぽーん 右耳

B061 ドカーン 右耳

B062 ドッカーン！ 右耳

B063 バーン！ 右耳

B064 なーんて 右耳

B065 おめでとっ 右耳

B066 ありがとっ 右耳

B067 ダメッ 右耳

B068 ダメッ！！ 右耳

B069 りょーかいっ 右耳

B070 はい、あーん 右耳

B071 美味しい？ 右耳

B072 いいの？ 右耳

B073 いいよっ 右耳

B074 おっけー 右耳

B075 わっ！ 右耳
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B076 かっこいいよ 右耳

B077 また、がんばろ？ 右耳

B078 スタート！ 右耳

B079 ゲームオーバー 右耳

B080 アーユーレディ？ 右耳

注意事項 B081 注意事項です 左耳

B082 注意事項です 左耳

B083 この注意事項がオッケーの人だけ見てね 左耳から右耳

B084 この注意事項がオッケーの人だけ見てね 左耳から右耳

B085 この注意事項がオッケーの人だけ見てね 左耳から右耳

B086 この注意事項がオッケーの人だけ見てね 左耳から右耳

B087 注意事項はこちら 左耳から右耳

B088 注意事項はこちら 左耳から右耳

前回のおさらい B089 前回の 左耳

B090 前回までの 左耳

B091 おさらい 右耳

B092 お・さ・ら・い 右耳

B093 前回のおさらい 右耳

B094 前回のおさらい 左耳から右耳

次回予告 B095 次回予告！ 左耳

B096 次回予告！ 左耳

B097 じ・か・い・よ・こ・く！ 左耳から右耳へ

B098 次回は・・・こちら！ 左耳から右耳へ

また見てね B099 また見てね！ 右耳

B100 またね！ 右耳

B101 ま・た・ね！ 右耳

B102 じゃあね 左耳

B103 また見てくださいね 左耳

B104 ま・た・み・て・ね！ 左耳

B105 ま・た・み・て・ね！ 左耳から右耳へ

B106 花隈千冬がお送りしました 左耳

ばいばい B107 ばいばいっ 右耳

B108 ばいばーい！ 右耳
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