
バイノーラル収録音声

ジャンル 番号 収録音声 聞こえる位置 距離 備考

挨拶 B001 はじめまして 左耳
B002 おはようございます 左耳
B003 こんにちは 左耳
B004 こんばんは 左耳
B005 お久しぶりです！ 左耳
B006 はじめまして 左耳 近距離 かすれるくらいの音声
B007 おはようございます 左耳 近距離 かすれるくらいの音声
B008 こんにちは 左耳 近距離 かすれるくらいの音声

B009 こんばんは 左耳 近距離 かすれるくらいの音声
B010 お久しぶりです！ 左耳 近距離 かすれるくらいの音声
B011 またお会いしましたねっ 左耳
B012 小春六花です 左耳
B013 小春六花です 左耳 かわいい
B014 小春六花です 左耳 近距離 かすれるくらいの音声
B015 よろしくおねがいします！ 左耳
B016 よろしくおねがいしますっ 左耳 近距離 かすれるくらいの音声
B017 はじめまして！ 左耳
B018 おはようございます! 左耳
B019 こんにちは！ 左耳

B020 おひさしぶりです！ 左耳
B021 またお会いしましたね！ 左耳
B022 小春六花です！ 左耳 近距離 ちょっとだけささやき
B023 よろしくおねがいします！ 左耳
B024 はじめまして～ 右耳 少し可愛めで親しいかんじ
B025 おっはよー！ 右耳 すべてささやき
B026 こんにちは 右耳
B027 こんばんは 右耳
B028 お久しぶり～！ 右耳
B029 はじめまして 右耳 近距離 かすれるくらいの音声
B030 おっはよ～ 右耳 近距離 かすれるくらいの音声

B031 こんにちは 右耳 近距離 かすれるくらいの音声
B032 こんばんは 右耳 近距離 かすれるくらいの音声
B033 お久しぶり 右耳 近距離 かすれるくらいの音声
B034 元気にしてた？ 右耳 かわいい
B035 また会えたね！ 右耳 近距離 かすれるくらいの音声
B036 小春六花です 右耳
B037 小春六花です 右耳 かわいいバージョン
B038 小春六花です 右耳 近距離 かすれるくらいの音声
B039 よろしくね！ 右耳
B040 よろしくね！ 右耳 近距離 かすれるくらいの音声、かわいい
B041 はじめまして！ 右耳

B042 おっはよ～ 右耳
B043 こんにちは！ 右耳
B044 お久しぶり～！ 右耳
B045 また会えたね！ 右耳

B046 小春六花です 右耳 近距離 少しささやき
B047 よろしくね！ 右耳
B048 小春六花です。今日もよろしくおねがいします！ 左から右へ頭の後ろを回り込む
B049 小春六花です。今日も～　よろしくおねがいします！ 左から右へ頭の後ろを回り込む・最後ささやく

注意事項 B050 注意事項です！ 左耳
B051 注意事項です 左耳 ささやき
B052 注意事項はこちら！ 右耳

B053 注意事項はこちら 右耳 ささやき
B054 注意事項はこちらです！ 正面
B055 この注意事項がOKの人だけ   みてくださいね！ 左耳から右耳へ
B056 注意事項は～ こちら！ 左耳から右耳へ　最後ささやき
B057 苦手な人は  ごめんなさい！ 左耳から右耳へ
B058 NGの人は 戻るボタンを押してね 左耳から右耳へ

呼びかけ B059 ねぇねぇ、見てる？ 左耳から右耳へ
B060 ねえ、ねぇねぇねぇねぇ　 頭の後ろから左右交互に
B061 ねえ、ねぇねぇねぇねぇ② 頭の後ろから左右交互に
B062 ねえ、ねぇねぇねぇねぇ③ 頭の後ろから左右交互に
B063 ねぇねぇ、見てる？ 右耳

B064 ねぇねぇ 右耳
B065 ねえってばー！ 右耳
B066 聴いてるの？ 左耳
B067 き・い・て・る・の！？ 左耳
B068 はじめるよ！！ 左耳

B069 ねぇねぇ、見てますか？ 左耳から右耳へ
B070 おーい！おーい！ 左耳から右耳へ
B071 おーい！おーい！おーい！ 左耳から右耳へ
B072 聴いてますか？ 左耳
B073 はじめますよー！！ 右耳

前回のおさらい B074 前回の 左耳

B075 前回までの 左耳
B076 前回の 左耳 近距離 ささやく

左耳が敬語、右耳がフレンドリーなキャラクター性の音声が多めに収録されています。 
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B077 前回までの 左耳 近距離 ささやく
B078 おさらい！ 右耳
B079 おさらい！ 右耳 近距離 ささやく

B080 前回の・・・おさらい！ 左耳から右耳へ
次回予告 B081 次回予告！ 左耳 ささやく

B082 次回予告！② 左耳 かわいい
B083 次回は・・・こちら！ 左耳から右耳へ

また見てね B084 また見てね！ 右耳 ささやく
B085 また見てね！② 右耳 かわいい
B086 またね！ 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声
B087 ま・た・ね！ 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声
B088 ま・た・み・て・ね！　ちゅ 左耳から右耳へ
B089 また会おうね！ 右耳
B090 また会おうね！ 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声

B091 また会いましょうね！ 左耳 ささやく
B092 じゃあね 左耳 ささやく
B093 また見てください　ね！ 左耳から右耳へ
B094 ま・た・み・て・ね！ 左耳から右耳へ

ばいばい B095 ばいばい！ 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声
B096 ばいばーい！ 右耳
B097 ばいばい 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声
B098 元気でね～！ 右耳 かわいい

ありがと B099 ありがとう 右耳 ささやく
B100 ありがとう！ 左耳 少し離れて

B101 さんきゅ 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声
B102 ありがと 右耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声

さようなら～ B103 さようなら～！ 左耳
B104 さよなら 左耳 近距離 ささやく　かすれるくらいの音声

うれしい B105 うれしい 右耳 ささやく
B106 うれし 右耳 かわいい

うんうん B107 うん 左耳
B108 うんうん 左耳
B109 うんうんうん 左耳
B110 そう！ 左耳
B111 そうそう！ 左耳

B112 いいですね 左耳
B113 そうなんですよ！！ 左耳
B114 うん 右耳
B115 うんうん 右耳
B116 うんうんうん 右耳
B117 そう！ 右耳
B118 そうそう！ 右耳
B119 せやな 右耳
B120 いいね 右耳
B121 そうなの！！ 右耳

えええええ？ B122 ええ？ 左耳

B123 エエエエエエー！！！ 左耳
B124 ええ？ 右耳
B125 えぇえぇえぇえええええ 右耳

違うのに B126 違うもん 左耳

B127 違うのに・・・ 右耳
ひどい・・ B128 ひっどーい・・・ 左耳

B129 ひどい・・ 右耳
ちっ B130 ちっ（リアル目の舌打ち 左耳

B131 ちいっ 右耳
わっ！！ B132 わっ！！ 右耳

B133 ん～～～　わっ！ 右耳 近づいてきて驚かせる

B134 ん～～～　わっ！② 右耳 近づいてきて驚かせる
B135 わっ！！！！ 左耳
B136 わっ 左耳 近距離 小さく
B137 わっ② 左耳 近距離 小さく
B138 驚いた？　んふっ 左耳

了解！ B139 了解！ 左耳 近距離 ささやく
B140 いいですよ 左耳 近距離 ささやく
B141 了解！ 右耳 近距離 ささやく
B142 いいよっ 右耳 近距離 ささやく

だめ B143 ダメ！ 左耳 近距離 ささやく
B144 めっ！ 左耳 近距離 ささやく

B145 ダメですよ！ 左耳 近距離 ささやく
B146 ダメ！ 右耳 近距離 ささやく
B147 ダーメ！ 右耳 近距離 ささやく

ん？ B148 ん？ 左耳 近距離 ささやく
B149 んん？ 左耳 近距離 ささやく

B150 んんん？ 左耳 近距離 ささやく
B151 ん？ 右耳 近距離 ささやく
B152 んん？ 右耳 近距離 ささやく

こらー！ B153 こらっ 右耳 近距離 ささやく
B154 こーらっ 右耳 近距離 ささやく
B155 こらー！！！！ 右耳

ため息 B156 はぁ・・・ 右耳
B157 っはああああああ 右耳
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ホラー B158 見たな・・・ 左耳 近距離
B159 み～た～な～ 右耳 近距離
B160 許さない・・・ 左耳 近距離

B161 許さない・・・ 右耳 近距離
B162 いーっひっひっひ 左耳 近距離
B163 ひーっひっひっひ 右耳 近距離

痛い B164 痛っ 左耳
B165 いたたっ！ 右耳

がんばって B166 がんばってね！ 左耳
B167 がんばれっ 右耳 近距離 ささやく

好き B168 好き 左耳
B169 好き？ 右耳

ばかっ B170 ばかっ 左耳 かわいい
B171 ばか！ 右耳

へたくそ B172 へたくそ・・・・ 左耳
B173 うえーん、へたくそ～！ 右耳

上手！ B174 上手～！ 左耳
B175 うまいうまい！ 右耳

咳払い B176 ん、んん（咳払い） 左耳
B177 ん、んん（咳払い） 右耳

おいおい B178 おい 左耳
B179 おーい・・・ 左耳
B180 おいおい 右耳
B181 おいおいおい 右耳

は？ B182 え？ 左耳
B183 は？ 左耳
B184 はあ？ 右耳
B185 は”あ”あ”あ”あ”あ”あ”？ 右耳

スタート B186 スタート 左耳 近距離でささやく
B187 スタート！ 右耳

おめでと B188 おめでと 左耳 近距離でささやく
B189 おめでとう！ 右耳

罵り系 B190 うわぁ 左耳 小さく
B191 うわあああ 右耳
B192 最低・・・ 左耳 近距離でささやく

B193 さいってー・・・ 右耳
B194 変態・・・ 左耳
B195 えっち・・・ 右耳 近距離でささやく
B196 ないわー・・・ 左耳
B197 可愛そう・・・ 右耳

ごめんね B198 ごめんっ 左耳
B199 ごめんね！ 右耳

え？ B200 え？ 左耳 近距離でささやく
B201 えっ？ 右耳

車載動画向け B202 （入室して　座るまで）　さて 左座席に座ることを想定した音声
(左座席から） B203 今日はどこに連れて行ってくれるんですか？

B204 私がナビゲートしますね！
B205 安全運転でお願いします！
B206 ちょっと！安全運転！！
B207 しばらくまっすぐみたいです

B208 まっすぐ進んで下さい
B209 この先、しばらく道なりです
B210 次、右にまがります
B211 次、左にまがります
B212 次の信号を
B213 次の交差点を
B214 信号を超えたら

B215 交差点を超えたら
B216 もう少し進んだら
B217 右に曲がります
B218 左に曲がります
B219 止まります
B220 高速に入ります
B221 高速を降ります
B222 信号青ですよ！
B223 青信号ですよ！
B224 黄色信号ですよ！
B225 赤信号ですよ！

B226 そろそろ燃料切れですよ！
B227 ガソリンスタンドを探しましょう
B228 お腹が減りました・・・・
B229 渋滞ですね・・・・
B230 この渋滞、いつ抜けるんですか？

B231 それじゃあ再びしゅっぱーつ！
B232 さて、そろそろ出発しましょう！
B233 景色綺麗・・・！
B234 あー！　　海ですよ！海！
B235 そろそろ目的地です！
B236 目的地が見えてきましたよ！

B237 目的地に到着しました！
B238 着きました～！！
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B239 とうちゃ～く！
B240 運転おつかれさまでした
B241 また連れて行ってくださいね！

車載動画向け② B242 今日はどこに連れて行ってくれるんですか？ バイク・後部座席に座る事を想定した音声
(後部座席から） B243 私がナビゲートしますね！

B244 安全運転でお願いします！
B245 ちょっと！あんぜんうんてん！
B246 しばらくまっすぐみたいです
B247 まっすぐ進んで下さい
B248 この先、しばらく道なりです
B249 次、右にまがります
B250 次、左にまがります
B251 次の信号を
B252 次の交差点を

B253 信号を超えたら
B254 交差点を超えたら
B255 もう少し進んだら
B256 右に曲がります
B257 左に曲がります
B258 止まります
B259 高速に入ります
B260 高速を降ります
B261 信号青ですよ！
B262 青信号ですよ！

B263 黄色信号ですよ！
B264 赤信号ですよ！
B265 そろそろ燃料切れですよ！
B266 ガソリンスタンドを探しましょう
B267 お腹が減りました・・・・
B268 渋滞ですね・・・・
B269 この渋滞、いつ抜けるんですか？
B270 それじゃあ再びしゅっぱーつ！
B271 さて、そろそろ出発しましょう！
B272 景色綺麗・・・！
B273 あー！　　海ですよ！海！

B274 そろそろ目的地です！
B275 目的地が見えてきました！
B276 目的地に到着しました！
B277 着きました～！！
B278 とうちゃ～く！
B279 運転、お疲れさまでした！
B280 また連れて行ってくださいね！

4 ページ


