
フォルダ名 ファイル名 セリフ

セリフ 01 よしよし

セリフ 02 よしよし

セリフ 03 ぽんぽん

セリフ 04 いいこいいこ

セリフ 05 好き

セリフ 06 好き、、だよ、、

セリフ 07 好きだよ

セリフ 08 大好き

セリフ 09 大好き

セリフ 10 バカ！

セリフ 11 バカか？

セリフ 12 バカだな

セリフ 13 バカだな

セリフ 14 だめ

セリフ 15 だめ

セリフ 16 だめだ

セリフ 17 だめだ！

セリフ 18 だめだよ

セリフ 19 だめだよ

セリフ 20 違うよ

セリフ 21 違うよ！

セリフ 22 違うよ！

セリフ 23 違う！

セリフ 24 違う！

その他セリフ系 25 なんで？

セリフ 26 なんで？

セリフ 27 なんで・・

セリフ 28 ほんと？

セリフ 29 ほんとかなぁ？

セリフ 30 いじわる

セリフ 31 いじわるぅ～
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

挨拶 01 おつかれさま

挨拶 02 おつかれさま

挨拶 03 おつかれさまです

挨拶 04 おつかれさまです

挨拶 05 おはよう

挨拶 06 おはよう

挨拶 07 おはよう

挨拶 08 おはよう

挨拶 09 おはよう

挨拶 10 こんにちは

挨拶 11 こんにちは

挨拶 12 ちわぁ～

挨拶 13 ちわぁ～っす

挨拶 14 ちっす

挨拶 15 こんばんは

挨拶 16 こんばんは

挨拶 17 ごきげんよう

挨拶 18 ごきげんよう

挨拶 19 おやすみなさい

挨拶 20 おやすみなさーい

挨拶 21 おやすみ

挨拶 22 おやすみ！

挨拶 23 おやすみぃ～

挨拶 24 行ってきます

挨拶 25 行ってきまぁす

挨拶 26 行ってきまぁ～す

挨拶 27 行ってらっしゃーい

挨拶 28 行ってらっしゃいませ

挨拶 29 行ってらっしゃい

挨拶 30 おかえりなさい

挨拶 31 おかえりなさい

挨拶 32 おかえり
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

挨拶 33 おかえり

挨拶 34 さようなら

挨拶 35 さよなら！

挨拶 36 じゃあね

挨拶 37 じゃあね

挨拶 38 じゃあね～

挨拶 39 じゃあな

挨拶 40 じゃあな

挨拶 41 じゃ

挨拶 42 じゃ！

挨拶 43 ばいばい

挨拶 44 ばいばーい

感謝 01 ありがとうございます

感謝 02 ありがとうございます

感謝 03 ありがとう

感謝 04 ありがと！

感謝 05 さんきゅ！

感謝 06 さんきゅ～！

感謝 07 お、さんきゅ！

感謝 08 どうもぉ～

感謝 09 どうも

感謝 10 どうも！

お詫び 01 ごめん！

お詫び 02 ご、ごめん

お詫び 03 ごめんね

お詫び 04 ごめんなさい

お詫び 05 ごめんなさい

お詫び 06 ごめんなさい

お詫び 07 ごめんごめん

お詫び 08 わりぃわりぃ

喜び 01 あぁ～

喜び 02 あぁ～
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

喜び 03 うっわぁ～

喜び 04 わぁーい

喜び 05 やった！

喜び 06 やったぜ！

喜び 07 やったぜ！

喜び 08 ひゃっほう

驚き 01 わぁ！

驚き 02 わっ！

驚き 03 うわぁ！

驚き 04 うわああっつ

驚き 05 ふぁっ！

驚き 06 あっ！

驚き 07 あっ！

驚き 08 えっ？！

驚き 09 ええっ？！

驚き 10 うっ

驚き 11 うっ

叫び 01 わーーーー

叫び 02 ぎゃーーー

叫び 03 んぎゃーー

叫び 04 おわーーー

叫び 05 ひいぃいーーー

叫び 06 ぎょえーーー

泣き声 01 わぁーん

泣き声 02 うえぇ～

泣き声 03 ううううぅ

泣き声 04 えーんえーん

泣き声 05 ひーん

泣き声 06 シクシク

泣き声 07 うっくうっく

笑い 01 ふふ

笑い 02 ははっ
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

笑い 03 あははっ

笑い 04 あーっはははははは

笑い 05 あーっはははひーーー

笑い 06 あははははは

笑い 07 ふふ

笑い 08 へへっ

笑い 09 へへっ

笑い 10 てへっ

笑い 11 ふんっ
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

あー 01 あー

あー 02 あ～

あー 03 あ～

あー 04 あ～あ

あー 05 あ～

拒否 01 いやだね！

拒否 02 やだね！

拒否 03 やだね！

拒否 04 やなこったぁ～

拒否 05 やぁ～だよぉ

拒否 06 やぁ～だよぉ

拒否 07 いやだよぉ…

拒否 08 いやだよぉ…

拒否 09 やぁ～だぁ～

その他感情 01 うっわ

その他感情 02 うわぁ～

その他感情 03 わぁ！

その他感情 04 えー？

その他感情 05 あぁん？

その他感情 06 ん？

その他感情 07 んん？？

その他感情 08 あぁぁぁぁぁ

その他感情 09 ええええええ

その他感情 10 んぐぐ

その他感情 11 んぐぐぐぐ

その他感情 12 むぅうう

その他感情 13 むぅうううう

その他感情 14 むっ！？

その他感情 15 むむっ！

その他感情 16 ブフォ！

その他感情 17 ブフッ！

その他感情 18 チッ
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

その他感情 19 チェッ

生理現象 01 ふわぁ～

生理現象 02 はぁ～あ

生理現象 03 はぁ～あ、ふぅ～

生理現象 04 コホン。

生理現象 05 んんっ

生理現象 06 んんん

生理現象 07 ケホケホ

生理現象 08 ゲホゲホゲホ

生理現象 09 クシュン

生理現象 10 えーくしょん！

生理現象 11 ふえぇーくしょん

生理現象 12 ヒック

キス 01 チュ

キス 02 チュ

ブレス 01 はぁ～

ブレス 02 すぅ～はぁ～

ブレス 03 はっ

ブレス 04 はぁっ

ブレス 05 ふぅー

ブレス 06 ふっ

ブレス 07 ふっ

ブレス 08 フー

ブレス 09 ゼェハァ

ブレス 10 ハッハッハッハッ

ブレス 11 ハァハァハァハァ

ブレス 12 シー

ブレス 13 シッ

ブレス 14 ひゅっ

ブレス 15 ひゅー

掛け声/返事 01 あ、そう

掛け声/返事 02 そうだね
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

掛け声/返事 03 そうだねぇ

掛け声/返事 04 にゃ？

掛け声/返事 05 んにゃ？

掛け声/返事 06 うん

掛け声/返事 07 うん

掛け声/返事 08 よし

掛け声/返事 09 よし

掛け声/返事 10 はい

掛け声/返事 11 はい

掛け声/返事 12 はい！

掛け声/返事 13 はーい

掛け声/返事 14 はーい

掛け声/返事 15 よーし！

掛け声/返事 16 よーし！

掛け声/返事 17 へいへーい

掛け声/返事 18 いくよ

掛け声/返事 19 いくよ！

掛け声/返事 20 いくぞ

掛け声/返事 21 いくぞ

掛け声/返事 22 いきまーす！

掛け声/返事 23 カモン！

掛け声/返事 24 Yheea！

掛け声/返事 25 そう

掛け声/返事 26 そう

掛け声/返事 27 そうそう

掛け声/返事 28 そうそう

掛け声/返事 29 んっとぉ

掛け声/返事 30 えっとぉ

呼びかけ 01 ねぇ

呼びかけ 02 ねぇ

呼びかけ 03 ねぇねぇ

呼びかけ 04 ねぇねぇ
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

呼びかけ 05 僕

呼びかけ 06 僕

呼びかけ 07 俺

呼びかけ 08 俺

呼びかけ 09 君

呼びかけ 10 君

呼びかけ 11 あなた

呼びかけ 12 あのぉ

呼びかけ 13 あのぉ

呼びかけ 14 あ、あのぉ・・・

呼びかけ 15 あ、あのぉ・・・

呼びかけ 16 あのね

呼びかけ 17 あのね

呼びかけ 18 お兄ちゃん

呼びかけ 19 お兄さま

呼びかけ 20 おねぇちゃん

呼びかけ 21 おねぇさま

呼びかけ 22 ご主人さま

呼びかけ 23 お嬢様

呼びかけ 24 お坊ちゃま

呼びかけ 25 旦那様

呼びかけ 26 奥様

寝言 01 ムニャムニャ

寝言 02 すぅー、すぅー

寝言 03 グガーグガー

寝言 04 ぐぅーーーぐぅーーー

格闘系 01 おりゃー

格闘系 02 どりゃー

格闘系 03 うりゃー

格闘系 04 ダァ！

格闘系 05 ハアッ！

格闘系 06 ハァーーー
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フォルダ名 ファイル名 セリフ

格闘系 07 トリャー

格闘系 08 セイッ

格闘系 09 ぐっ・・・

格闘系 10 ウグッ

格闘系 11 ガハァ

格闘系 12 うううぅぅぅ

格闘系 13 イテッ

格闘系 14 ツゥ・・！

格闘系 15 ぐぬぬ

格闘系 16 フォオオオオオ

イベント 01 ハッピーバースデー

イベント 02 おたんじょうびおめでとう

イベント 03 おめでとう

イベント 04 メリークリスマス

イベント 05 ハッピーニューイヤー

イベント 06 あけましておめでとうございます

イベント 07 ハッピーバレンタイン
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	共通

