
琴葉 茜・葵 exVOICE Vol3【茜】（新規収録）一覧表
フォルダ名 セリフ Wavファイル名
30_料理系 あむあむあむ… あむあむあむ.wav
30_料理系 いただきます！ いただきます1.wav
30_料理系 い～た～だ～き～ま～す！ いただきます2.wav
30_料理系 いい香り～ ええ香り.wav
30_料理系 ええ匂い！ ええ匂い.wav
30_料理系 お～いし～！ おいし.wav
30_料理系 おいしい！ おいしい1.wav
30_料理系 おいしい？ おいしい2.wav
30_料理系 お～い～し～そ～ おいしそ.wav

30_料理系 おいしそう！ おいしそう.wav

30_料理系 くさっ！ くさっ.wav
30_料理系 くっさ～い！ くっさい.wav
30_料理系 くんくんくん… くんくんくん.wav
30_料理系 ごくり… ごくり.wav
30_料理系 ごちそうさま！ ごちそうさま.wav
30_料理系 ごちそうさまでした！ ごちそうさまでした1.wav
30_料理系 ご～ち～そ～う～さ～ま～で～し～た！ ごちそうさまでした2.wav
30_料理系 ごっくん！ ごっくん.wav
30_料理系 すっぱ！ すっぱ.wav
30_料理系 すんすんすん… すんすんすん.wav
30_料理系 もぐもぐもぐ… もぐもぐもぐ.wav
30_料理系 甘い！ 甘い1.wav
30_料理系 あま～い！ 甘い2.wav
30_料理系 あんま～い♪ 甘い3.wav
30_料理系 苦い！ 苦い1.wav
30_料理系 にが～い！ 苦い2.wav
30_料理系 酸っぱい！ 酸っぱい.wav
30_料理系 臭い！ 臭い.wav
30_料理系 新鮮！ 新鮮.wav
30_料理系 し～んせ～ん！ 新鮮2.wav
30_料理系 辛い！ 辛い1.wav
30_料理系 から～い！ 辛い2.wav
31_車載系 1速！ 1速.wav
31_車載系 2速！ 2速.wav
31_車載系 3速！ 3速.wav
31_車載系 4速！ 4速.wav

31_車載系
きみかわいいね？どこ製？てかオイルどこ入れて

る？

きみかわいいねどこ製てかオイルどこ入れて

る.wav

31_車載系
ここバーッって行ってほんでクイって曲がったら

あとサーッて走ってすぐや

ここバーッって行ってほんでクイって曲がったら

あとサーッて走ってすぐや.wav
31_車載系 ちょっと休憩～♪ ちょっと休憩.wav
31_車載系 トップギア！ トップギア.wav
31_車載系 とっ冬期通行止め…そんな… とっ冬期通行止めそんな.wav
31_車載系 ほら右見て ほら右見て.wav
31_車載系 ほら左見て ほら左見て.wav
31_車載系 安全運転で行こう！！ 安全運転で行こう.wav
31_車載系 一緒に行こう！ 一緒に行こう.wav
31_車載系 右っ！ 右1.wav
31_車載系 み～ぎっ！ 右2.wav
31_車載系 右見てー左見てー？ 右見てー左見てー.wav
31_車載系 帰るまでがツーリング！ 帰るまでがツーリング.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
31_車載系 休憩！ 休憩.wav
31_車載系 行くで 行くで1.wav
31_車載系 いっくで～！ 行くで2.wav
31_車載系 左っ！ 左1.wav
31_車載系 ひ～だりっ！ 左2.wav
31_車載系 出発！ 出発1.wav
31_車載系 しゅっぱ～つ！ 出発2.wav
31_車載系 少し…休憩にせえへん？ 少し休憩にせえへん.wav
31_車載系 進め！ 進め.wav
31_車載系 進行！ 進行.wav
31_車載系 青やで！ 青やで1.wav
31_車載系 青やで？ 青やで2.wav
31_車載系 赤やで！ 赤やで1.wav
31_車載系 赤やで？ 赤やで2.wav
31_車載系 大丈夫地図にはまだ道が書いてあるよ！ 大丈夫地図にはまだ道が書いてあるよ.wav
31_車載系 着いた！ 着いた.wav
31_車載系 停まれ！ 停まれ.wav
31_車載系 停止！ 停止.wav
31_車載系 到着！ 到着1.wav
31_車載系 とうちゃ～く！ 到着2.wav
32_観察系 か～わ～い～♪ かわい.wav
32_観察系 かわいい！ かわいい.wav
32_観察系 こっち見た！ こっち見た.wav
32_観察系 起きた！ 起きた.wav
32_観察系 起きろ～！ 起きろ.wav
32_観察系 見えた！ 見えた.wav
32_観察系 見て！ 見て.wav
32_観察系 食べた！ 食べた.wav
32_観察系 食べてる♪ 食べてる.wav
32_観察系 食べろ～ 食べろ.wav
32_観察系 寝た！ 寝た.wav
32_観察系 大きくなった！ 大きくなった.wav
32_観察系 大きくな～れ～♪ 大きくなれ.wav
32_観察系 動いた！ 動いた.wav
32_観察系 動け！ 動け.wav
33_解説系 お気づきになられただろうか… お気づきになられただろうか.wav
33_解説系 お得です！ お得です.wav
33_解説系 お得ですね！ お得ですね.wav
33_解説系 お分かりいただけただろうか… お分かりいただけただろうか.wav
33_解説系 ここは覚えなくていいです ここは覚えなくていいです.wav
33_解説系 ここ試験に出ます！ ここ試験に出ます.wav
33_解説系 ここ大事！ ここ大事.wav
33_解説系 ここ大事です！ ここ大事です.wav
33_解説系 これは！？ これは.wav
33_解説系 テストに出るで(出ますよ) テストに出るで.wav
33_解説系 なんと！！ なんと.wav

33_解説系
はーい皆さんが静かになるまでこんなにかかりま

したー

はーい皆さんが静かになるまでこんなにかかりま

したー.wav
33_解説系 はいここ弾幕ポイント はいここ弾幕ポイント.wav
33_解説系 簡単です！ 簡単です.wav
33_解説系 簡単ですね！ 簡単ですね.wav
33_解説系 難しいです… 難しいです.wav
33_解説系 難しいですね… 難しいですね.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
33_解説系 便利です！ 便利です.wav
33_解説系 便利ですね！ 便利ですね.wav

34_スポーツ系 あと5秒！ あと5秒.wav
34_スポーツ系 あと10秒！ あと10秒.wav
34_スポーツ系 あと20秒！ あと20秒.wav
34_スポーツ系 あと30秒！ あと30秒.wav
34_スポーツ系 あと40秒！ あと40秒.wav
34_スポーツ系 あと50秒！ あと50秒.wav
34_スポーツ系 あと60秒！ あと60秒.wav
34_スポーツ系 行けるいける！あとちょっと！！ 行けるいけるあとちょっと.wav
34_スポーツ系 身体、出来上がって来たんちゃう？ 身体出来上がって来たんちゃう.wav
35_ツッコミ アカーーーーーン！ アカン.wav
35_ツッコミ いや偶然やんな いや偶然やんな.wav
35_ツッコミ そこ？ そこ.wav
35_ツッコミ なんでよ なんでよ.wav
35_ツッコミ ホンマに？ ホンマに.wav
35_ツッコミ 違うと思う 違うと思う.wav
35_ツッコミ 何してん！？ 何してん.wav
35_ツッコミ 待って待って待って 待って待って待って.wav
36_ネタ系 あいよ～ あいよ.wav
36_ネタ系 ええで！ ええで.wav
36_ネタ系 エビフライちゃう！？ エビフライちゃう.wav

36_ネタ系
お前の頭スコーンと割ってストローで脳みそ

ちゅーちゅー吸うたろか！！！

お前の頭スコーンと割ってストローで脳みそ

ちゅーちゅー吸うたろか.wav
36_ネタ系 この動画は茜ちゃん弁です！ この動画は茜ちゃん弁です.wav
36_ネタ系 この動画は琴葉姉妹実況です この動画は琴葉姉妹実況です.wav
36_ネタ系 せやかて葵？ せやかて葵.wav
36_ネタ系 せやな～ せやな.wav
36_ネタ系 なぁ、あれウチと色被ってへん？ なぁあれウチと色被ってへん.wav
36_ネタ系 ほなエビフライと違うか～ ほなエビフライと違うか.wav

36_ネタ系

まぁ関西弁って？地域によってもかなりバラつき

あるし？だからまあアレや！茜ちゃん弁ってこと

で頼むわ！ええやろ？な？

まぁ関西弁って地域によってもかなりバラつきあ

るしだからまあアレや茜ちゃん弁ってことで頼む

わええやろな.wav
36_ネタ系 よくってよ よくってよ.wav
36_ネタ系 邪魔すんで～ 邪魔すんで.wav
36_ネタ系 邪魔すんのやったら帰って～ 邪魔すんのやったら帰って.wav
36_ネタ系 謎はすべてとけた！ 謎はすべてとけた.wav
36_ネタ系 怖かった～♡ 怖かった～.wav
37_京都弁 いややわぁ いややわぁ.wav

37_京都弁
いや負けてしまいましたわ…えらい⾧いこと頑張

らはったんどすなあ

いや負けてしまいましたわえらい⾧いこと頑張ら

はったんどすなあ.wav
37_京都弁 えらい上等な時計したはりますなあ えらい上等な時計したはりますなあ.wav
37_京都弁 おくたばりやす おくたばりやす.wav

37_京都弁 そんな個性的なモンが流行ってはるんですなぁ…
そんな個性的なモンが流行ってはるんです

なぁ.wav
37_京都弁 ほなそこであんじょうしとって下さい ほなそこであんじょうしとって下さい.wav
37_京都弁 みなさんよう頑張ったはりますなぁ… みなさんよう頑張ったはりますなぁ.wav
37_京都弁 遠いところからようお越しくださいました 遠いところからようお越しくださいました.wav
37_京都弁 鈍くさい人やなあ 鈍くさい人やなあ.wav
38_セリフ① あ、あの……ちょっと近づかんとってください… ああのちょっと近づかんとってください.wav
38_セリフ① いくで！葵！ いくで葵.wav
38_セリフ① いくで！葵ちゃん！ いくで葵ちゃん.wav
38_セリフ① うちにはとてもできへん うちにはとてもできへん.wav
38_セリフ① ウチはやる！ ウチはやる.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
38_セリフ① ウチ以外の人を見んといて(私以外の人を見ないで ウチ以外の人を見んといて.wav
38_セリフ① ええで！葵！ ええで葵.wav

38_セリフ① ええで！葵ちゃん！ ええで葵ちゃん.wav

38_セリフ① エ…エンジョイ勢やから… エエンジョイ勢やから.wav
38_セリフ① えっ、エビミント…チョコフライ…？ えっエビミントチョコフライ.wav
38_セリフ① オッケー♪ オッケー1.wav
38_セリフ① オッケー♪ オッケー2.wav
38_セリフ① ガチ勢やからな ガチ勢やからな.wav
38_セリフ① これな、エビフライの苗木 これなエビフライの苗木.wav
38_セリフ① さすがうちの妹や！ さすがうちの妹や.wav
38_セリフ① スリーダウン！ スリーダウン1.wav
38_セリフ① スリーダウン！ スリーダウン2.wav
38_セリフ① ツーダウン！ ツーダウン1.wav
38_セリフ① ツーダウン！ ツーダウン2.wav
38_セリフ① なぁ… なぁ.wav
38_セリフ① ナウローディング ナウローディング.wav
38_セリフ① なんで… なんで.wav
38_セリフ① なんでそんな早口なんですか…… なんでそんな早口なんですか.wav
38_セリフ① ハットトリックだね ハットトリックだね.wav
38_セリフ① ひっ……！ さ、触らないで！ ひっさ触らないで.wav
38_セリフ① やってないし！ やってないし.wav
38_セリフ① ヤバ… ヤバ.wav
38_セリフ① ゆるさへんで…！ ゆるさへんで.wav
38_セリフ① りょうか～い♪ りょうかい.wav
38_セリフ① ワンダウン！ ワンダウン1.wav
38_セリフ① ワンダウン！ ワンダウン2.wav
38_セリフ① 葵～～！！ 葵1.wav
38_セリフ① 葵～～！！ 葵2.wav
38_セリフ① 葵ちゃ～～ん！！ 葵ちゃん1.wav
38_セリフ① 葵ちゃ～～ん！！ 葵ちゃん2.wav
38_セリフ① 葵ちゃん大好き 葵ちゃん大好き.wav
38_セリフ① 葵のために！ 葵のために.wav
38_セリフ① 一緒に…いてくれる…？ 一緒にいてくれる.wav
38_セリフ① 行くな、葵…っ！！ 行くな葵っ.wav
38_セリフ① 冗談きついわ～ 冗談きついわ.wav
38_セリフ① 大好き 大好き.wav
38_セリフ① 大好きやで…葵 大好きやで葵.wav
38_セリフ① 大好きやで…葵ちゃん 大好きやで葵ちゃん.wav
38_セリフ① 知らんけど 知らんけど.wav
38_セリフ① 二人なら恐くない！ 二人なら恐くない.wav
38_セリフ① 任せろ葵！ 任せろ葵.wav
38_セリフ① 妹を大事にするんが、姉の役目や 妹を大事にするんが姉の役目や.wav
38_セリフ① 約束やで♪ 約束やで.wav
38_セリフ① 了解♪ 了解.wav
38_セリフ① 舐めたらあかんで～？ 舐めたらあかんで.wav
39_つぶやき きゅぅ～… きゅぅ.wav
39_つぶやき ころころ～ ころころ.wav
39_つぶやき それな それな.wav
39_つぶやき はあ～～～～～～～～～ はあ.wav
39_つぶやき わかる わかる.wav
40_早口言葉 生麦生米生卵！ 生麦生米生卵.wav
40_早口言葉 東京特許許可局局⾧！ 東京特許許可局局⾧.wav
40_早口言葉 赤巻紙青巻紙黄巻紙！ 赤巻紙青巻紙黄巻紙.wav
4１_ヤンデレ ぜぇーんぶうちのもんやからな ぜぇーんぶうちのもんやからな.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
4１_ヤンデレ なぁ、ここ、開けてや、なぁ、開けてや なぁここ開けてやなぁ開けてや.wav
4１_ヤンデレ なんで？ねぇ？なんでなん？ なんでねぇなんでなん.wav
4１_ヤンデレ 誰なん、あの人 誰なんあの人.wav

42_セール等
え……？ な、なんでうちの国では販売してへん

の……？
えなんでうちの国では販売してへんの.wav

42_セール等 セールで安かったんで実況しまーす セールで安かったんで実況しまーす.wav
42_セール等 みんなも買おう！ みんなも買おう.wav
42_セール等 投稿日現在セール中でーす 投稿日現在セール中でーす.wav
42_セール等 無料で配布してたんで実況しまーす 無料で配布してたんで実況しまーす.wav
43_セリフ② exVOICE買って―な exVOICE買って―な.wav

43_セリフ②
あ、あ～……それはうちやなくて葵やと思うで～

……
ああそれはうちやなくて葵やと思うで.wav

43_セリフ② あれは嘘だ（や） あれは嘘や.wav
43_セリフ② いや、うちは葵やないで～ いやうちは葵やないで.wav
43_セリフ② ウチと葵！どっち選ぶんや！？ ウチと葵どっち選ぶんや.wav
43_セリフ② うちは葵やで！ うちは葵やで.wav
43_セリフ② うち一人っ子やけど？ うち一人っ子やけど.wav
43_セリフ② うわあああドッペルゲンガーや！ うわあああドッペルゲンガーや.wav
43_セリフ② えっ？もう買ってる えっ？もう買ってる.wav

43_セリフ②
え、髪飾りの位置が逆？ もー、固い事言わんと

いて！
え髪飾りの位置が逆もー固い事言わんといて.wav

43_セリフ② お前たちもう寝なさい お前たちもう寝なさい.wav
43_セリフ② お布団敷いたで お布団敷いたで.wav
43_セリフ② きみにだけなんやからね？ きみにだけなんやからね.wav
43_セリフ② ちゃんとご食べとる？ ちゃんとご飯食べとる.wav
43_セリフ② ちょっとエッチ過ぎひん……？ ちょっとエッチ過ぎひん.wav
43_セリフ② ていうか、もう寝よう！ ていうかもう寝よう.wav
43_セリフ② ドキドキするね… ドキドキするね.wav
43_セリフ② ないしょ！ ないしょ.wav
43_セリフ② はじめまして……お、お姉ちゃんやで はじめましておお姉ちゃんやで.wav
43_セリフ② ぶぶ漬けでもどうどす？ ぶぶ漬けでもどうどす.wav
43_セリフ② もう、アホ もうバカ（アホ）.wav

43_セリフ② 葵ちゃんに言っときま～す 葵ちゃんに言っときます.wav

43_セリフ② 葵！ 合体攻撃を仕掛けるで！ 葵合体攻撃を仕掛けるで.wav
43_セリフ② 一緒に寝る？ 一緒に寝る.wav
43_セリフ② 合体！！ 合体.wav
43_セリフ② 実は関西弁わからへん…… 実は関西弁わからへん.wav
43_セリフ② 水はこまめに飲んでな 水はこまめに飲んでな.wav
43_セリフ② 全然わからへん… 全然わからへん.wav
43_セリフ② 夜更かしばっかりしちゃアカンで 夜更かしばっかりしちゃダメやで.wav
44_かわいそう あ、あかん！ 今の無し！ ちゃうんや！ ああかん今の無しちゃうんや.wav
44_かわいそう う、嘘やろ葵……なんか言ってや…… う嘘やろ葵なんか言ってや.wav
44_かわいそう え……？ う、うちのお金が…… えううちのお金が.wav
44_かわいそう これにサインすればええの？ これにサインすればええの.wav
44_かわいそう これを飲めばええんやな？ これを飲めばええんやな.wav
44_かわいそう これを食べればええんやな？ これを食べればええんやな.wav
44_かわいそう これを読めばええの？ これを読めばええの.wav
44_かわいそう はい、アンインストールはキャンセルですー！ はいアンインストールはキャンセルですー.wav

44_かわいそう
ほ、本当にそれでうちの命は助けてくれるんや

な！？

ほ本当にそれでうちの命は助けてくれるんや

な.wav

44_かわいそう
ほ、本当にそれで葵の命は助けてくれるんや

な！？
ほ本当にそれで葵の命は助けてくれるんやな.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名

44_かわいそう もしかして生き残ったのはうちだけなんか……？ もしかして生き残ったのはうちだけなんか.wav

44_かわいそう 消さんでください… 消さんでください.wav
45_リアクション あかん…っ！ あかんっ.wav
45_リアクション あかんて… あかんて.wav
45_リアクション 恥ずかしいわぁ 恥ずかしいわぁ.wav

46_動画 1万再生ありがとうございます！ 1万再生ありがとうございます.wav
46_動画 10万再生ありがとうございます！ 10万再生ありがとうございます.wav
46_動画 100万再生ありがとうございます！ 100万再生ありがとうございます.wav
46_動画 1000再生ありがとうございます！ 1000再生ありがとうございます.wav
46_動画 百億再生ありがとうございます！ 百億再生ありがとうございます.wav
46_動画 ニコった ニコった.wav
46_動画 チャンネル登録と高評価、お願いします！ チャンネル登録と高評価お願いします.wav
46_動画 よし、予定日に投稿できたな！ よし予定日に投稿できたな.wav

47_効果音系 テッテレー♪ テッテレー.wav
48_呼びかけ 男の子ー！ 男の子ー1.wav
48_呼びかけ 男の子ー！（オフマイク） 男の子ー2.wav
48_呼びかけ 女の子ー！！！ 女の子ー1.wav
48_呼びかけ 女の子ー！！！（オフマイク） 女の子ー2.wav

49_ライブ掛け声 DJ！ DJ1.wav
49_ライブ掛け声 DJ！（オフマイク） DJ2.wav
49_ライブ掛け声 PAさーん！ PAさーん1.wav
49_ライブ掛け声 PAさーん！（オフマイク） PAさーん2.wav
49_ライブ掛け声 オーケストラ！ オーケストラ1.wav
49_ライブ掛け声 オーケストラ！（オフマイク） オーケストラ2.wav
49_ライブ掛け声 キーボード！ キーボード1.wav
49_ライブ掛け声 キーボード！（オフマイク） キーボード2.wav
49_ライブ掛け声 ギター！ ギター1.wav
49_ライブ掛け声 ギター！（オフマイク） ギター2.wav
49_ライブ掛け声 コーラス！ コーラス1.wav
49_ライブ掛け声 コーラス！（オフマイク） コーラス2.wav
49_ライブ掛け声 ストリングス！ ストリングス1.wav
49_ライブ掛け声 ストリングス！（オフマイク） ストリングス2.wav
49_ライブ掛け声 ダンサー！ ダンサー1.wav
49_ライブ掛け声 ダンサー！（オフマイク） ダンサー2.wav
49_ライブ掛け声 ダンサーのみなさん！ ダンサーのみなさん1.wav
49_ライブ掛け声 ダンサーのみなさん！（オフマイク） ダンサーのみなさん2.wav
49_ライブ掛け声 どちらでもない人ー！！ どちらでもない人ー1.wav
49_ライブ掛け声 どちらでもない人ー！！（オフマイク） どちらでもない人ー2.wav
49_ライブ掛け声 ドラム！ ドラム1.wav
49_ライブ掛け声 ドラム！（オフマイク） ドラム2.wav
49_ライブ掛け声 ぶいっ！ ぶいっ1.wav
49_ライブ掛け声 ぶいっ！（オフマイク） ぶいっ2.wav
49_ライブ掛け声 ベース！ ベース1.wav
49_ライブ掛け声 ベース！（オフマイク） ベース2.wav
49_ライブ掛け声 ボーカルー！！ ボーカルー1.wav
49_ライブ掛け声 ボーカルー！！（オフマイク） ボーカルー2.wav
49_ライブ掛け声 まずはこの曲！ まずはこの曲1.wav
49_ライブ掛け声 まずはこの曲！（オフマイク） まずはこの曲2.wav
49_ライブ掛け声 マニピュレーター！ マニピュレーター1.wav
49_ライブ掛け声 マニピュレーター！（オフマイク） マニピュレーター2.wav
49_ライブ掛け声 最初はこれ！ 最初はこれ1.wav
49_ライブ掛け声 最初はこれ！（オフマイク） 最初はこれ2.wav
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琴葉 茜・葵 exVOICE Vol3【葵】（新規収録）一覧表
フォルダ名 セリフ Wavファイル名
30_料理系 あむあむあむ… あむあむあむ.wav
30_料理系 いい香り～ いい香り.wav
30_料理系 いい匂い！ いい匂い.wav
30_料理系 いただきます！ いただきます1.wav
30_料理系 い～た～だ～き～ま～す！ いただきます2.wav
30_料理系 おいしい！ おいしい1.wav
30_料理系 お～いし～！ おいしい2.wav
30_料理系 おいしい？ おいしい3.wav
30_料理系 おいしそう！ おいしそう1.wav
30_料理系 お～い～し～そ～ おいしそう2.wav
30_料理系 くさっ！ くさっ.wav
30_料理系 くっさ～い！ くっさい.wav
30_料理系 くんくんくん… くんくんくん.wav
30_料理系 ごくり… ごくり.wav
30_料理系 ごちそうさま！ ごちそうさま.wav
30_料理系 ごちそうさまでした！ ごちそうさまでした1.wav
30_料理系 ご～ち～そ～う～さ～ま～で～し～た！ ごちそうさまでした2.wav
30_料理系 ごっくん！ ごっくん.wav
30_料理系 すっぱ！ すっぱ.wav
30_料理系 すんすんすん… すんすんすん.wav
30_料理系 もぐもぐもぐ… もぐもぐもぐ.wav
30_料理系 甘い！ 甘い1.wav
30_料理系 あま～い！ 甘い2.wav
30_料理系 あんま～い♪ 甘い3.wav
30_料理系 苦い！ 苦い1.wav
30_料理系 にが～い！ 苦い2.wav
30_料理系 酸っぱい！ 酸っぱい.wav
30_料理系 臭い！ 臭い.wav
30_料理系 新鮮！ 新鮮.wav
30_料理系 し～んせ～ん！ 新鮮2.wav
30_料理系 辛い！ 辛い1.wav
30_料理系 から～い！ 辛い2.wav
31_車載系 1速！ 1速.wav
31_車載系 2速！ 2速.wav
31_車載系 3速！ 3速.wav
31_車載系 4速！ 4速.wav

31_車載系
きみかわいいね？どこ製？てかオイルどこ入れて

る？

きみかわいいねどこ製てかオイルどこ入れて

る.wav
31_車載系 ちょっと休憩～♪ ちょっと休憩.wav
31_車載系 トップギア！ トップギア.wav
31_車載系 とっ冬期通行止め…そんな… とっ冬期通行止めそんな.wav
31_車載系 ほら右見て ほら右見て.wav
31_車載系 ほら左みて ほら左みて.wav
31_車載系 安全運転で行こう！！ 安全運転で行こう.wav
31_車載系 一緒に行こう！ 一緒に行こう.wav
31_車載系 右っ！ 右1.wav
31_車載系 み～ぎっ！ 右2.wav
31_車載系 右見てー左見てー？ 右見てー左見てー.wav
31_車載系 帰るまでがツーリング！ 帰るまでがツーリング.wav
31_車載系 休憩！ 休憩.wav
31_車載系 行くよ！ 行くよ1.wav
31_車載系 いっくよ～！ 行くよ2.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
31_車載系 左っ！ 左1.wav
31_車載系 ひ～だりっ！ 左2.wav
31_車載系 出発！ 出発1.wav
31_車載系 しゅっぱ～つ！ 出発2.wav
31_車載系 少し…休憩にしませんか？ 少し休憩にしませんか.wav
31_車載系 進め！ 進め.wav
31_車載系 進行！ 進行.wav
31_車載系 青だよ！ 青だよ1.wav
31_車載系 青だよ～？ 青だよ2.wav
31_車載系 赤だよ！ 赤だよ1.wav
31_車載系 赤だよ～？ 赤だよ2.wav
31_車載系 大丈夫地図にはまだ道が書いてあるよ！ 大丈夫地図にはまだ道が書いてあるよ.wav
31_車載系 着いた！ 着いた.wav
31_車載系 停まれ！ 停まれ.wav
31_車載系 停止！ 停止.wav
31_車載系 到着！ 到着1.wav
31_車載系 とうちゃ～く！ 到着2.wav
32_観察系 かわいい！ かわいい1.wav
32_観察系 か～わ～い～♪ かわいい2.wav
32_観察系 こっち見た！ こっち見た.wav
32_観察系 起きた！ 起きた.wav
32_観察系 起きろ～！ 起きろ.wav
32_観察系 見えた！ 見えた.wav
32_観察系 見て！ 見て.wav
32_観察系 食べた！ 食べた.wav
32_観察系 食べてる♪ 食べてる.wav
32_観察系 食べろ～ 食べろ.wav
32_観察系 寝た！ 寝た.wav
32_観察系 大きくなった！ 大きくなった.wav
32_観察系 大きくな～れ～♪ 大きくなれ.wav
32_観察系 動いた！ 動いた.wav
32_観察系 動け！ 動け.wav
33_解説系 お気づきになられただろうか… お気づきになられただろうか.wav
33_解説系 お得です！ お得です.wav
33_解説系 お得ですね！ お得ですね.wav
33_解説系 お分かりいただけただろうか… お分かりいただけただろうか.wav
33_解説系 ここは覚えなくていいです ここは覚えなくていいです.wav
33_解説系 ここ試験に出ます！ ここ試験に出ます.wav
33_解説系 ここ大事！ ここ大事.wav
33_解説系 ここ大事です！ ここ大事です.wav
33_解説系 これは！？ これは.wav
33_解説系 テストに出ますよ テストに出ますよ.wav
33_解説系 なんと！！ なんと.wav

33_解説系
はーい皆さんが静かになるまでこんなにかかりま

したー

はーい皆さんが静かになるまでこんなにかかりま

したー.wav
33_解説系 はいここ弾幕ポイント はいここ弾幕ポイント.wav
33_解説系 簡単です！ 簡単です.wav
33_解説系 簡単ですね！ 簡単ですね.wav
33_解説系 難しいです… 難しいです.wav
33_解説系 難しいですね… 難しいですね.wav
33_解説系 便利です！ 便利です.wav
33_解説系 便利ですね！ 便利ですね.wav

34_スポーツ系 あと5秒！ あと5秒.wav

8



フォルダ名 セリフ Wavファイル名
34_スポーツ系 あと10秒！ あと10秒.wav
34_スポーツ系 あと20秒！ あと20秒.wav
34_スポーツ系 あと30秒！ あと30秒.wav
34_スポーツ系 あと40秒！ あと40秒.wav
34_スポーツ系 あと50秒！ あと50秒.wav
34_スポーツ系 あと60秒！ あと60秒.wav
34_スポーツ系 行けるいける！あとちょっと！！ 行けるいけるあとちょっと.wav
34_スポーツ系 身体、出来上がって来たんじゃない？ 身体出来上がって来たんじゃない.wav
35_ツッコミ いや偶然だよね？ いや偶然だよね.wav
35_ツッコミ そこ？ そこ.wav
35_ツッコミ なんでだよ なんでだよ.wav
35_ツッコミ ホントに？ ホントに.wav
35_ツッコミ 違うと思う 違うと思う.wav
35_ツッコミ 何してんの！？ 何してんの.wav
35_ツッコミ 待って待って待って 待って待って待って.wav
36_ネタ系 え！！おなじ値段でエビフライを！？ えおなじ値段でエビフライを.wav
36_ネタ系 エビフライもえび天も同じよ エビフライもえび天も同じよ.wav
36_ネタ系 お姉さま！あれをつかうわ！ お姉さまあれをつかうわ.wav
36_ネタ系 お姉ちゃん！あれをつかうよ！ お姉ちゃんあれをつかうよ.wav
36_ネタ系 この動画は琴葉姉妹実況です この動画は琴葉姉妹実況です.wav
36_ネタ系 せやかて茜？ せやかて茜.wav
36_ネタ系 だよね～ だよね.wav
36_ネタ系 ねぇ、私と色被ってない？ ねぇ私と色被ってない.wav
36_ネタ系 今歯磨き粉って言った人手を上げて下さい 今歯磨き粉って言った人手を上げて下さい.wav
36_ネタ系 謎はすべてとけた！ 謎はすべてとけた.wav

37_セリフ① あ、あの……ちょっと近づかないでください…… ああのちょっと近づかないでください.wav

37_セリフ① あかねのために！ あかねのために.wav
37_セリフ① いいよ！お姉ちゃん！ いいよお姉ちゃん.wav
37_セリフ① いいよ！茜ちゃん！ いいよ茜ちゃん.wav
37_セリフ① いくよ！お姉ちゃん！ いくよお姉ちゃん.wav
37_セリフ① いくよ！茜ちゃん！ いくよ茜ちゃん.wav
37_セリフ① うっ眩しい…！ うっ眩しい.wav
37_セリフ① エイヤっ！ エイヤっ.wav
37_セリフ① えっ、エビミント…チョコフライ…？ えっエビミントチョコフライ.wav
37_セリフ① エ…エンジョイ勢だから… エンジョイ勢だから.wav
37_セリフ① オッケー♪ オッケー1.wav
37_セリフ① オッケー♪ オッケー2.wav
37_セリフ① お姉ちゃ～～ん お姉ちゃん.wav
37_セリフ① お姉ちゃんのために！ お姉ちゃんのために.wav
37_セリフ① お姉ちゃんを大事にするのが妹の役目だよ お姉ちゃんを大事にするのが妹の役目だよ.wav
37_セリフ① お姉ちゃん大好き お姉ちゃん大好き.wav
37_セリフ① ガチ勢ですから ガチ勢ですから.wav
37_セリフ① これね、チョコミントの苗木 これねチョコミントの苗木.wav
37_セリフ① これね、ミントの苗木 これねミントの苗木.wav
37_セリフ① さすが私のお姉ちゃん！ さすが私のお姉ちゃん.wav
37_セリフ① さすが私の茜ちゃん！ さすが私の茜ちゃん.wav
37_セリフ① スリーダウン！ スリーダウン1.wav
37_セリフ① スリーダウン！ スリーダウン2.wav
37_セリフ① そっち行ったよ！ そっち行ったよ.wav
37_セリフ① ツーダウン！ ツーダウン1.wav
37_セリフ① ツーダウン！ ツーダウン2.wav
37_セリフ① どうして… どうして.wav
37_セリフ① ナウローディング ナウローディング.wav
37_セリフ① なんでそんな早口なんですか…… なんでそんな早口なんですか.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
37_セリフ① ねぇ… ねぇ.wav
37_セリフ① はぁい残念でした♪ はぁい残念でした.wav
37_セリフ① ハットトリックだね ハットトリックだね.wav
37_セリフ① ぴえん ぴえん.wav
37_セリフ① ひっ……！ さ、触らないで！ ひっさ触らないで.wav
37_セリフ① やってないし！ やってないし.wav
37_セリフ① ゆるさない…！ ゆるさない.wav
37_セリフ① りょうか～い♪ りょうかい.wav
37_セリフ① わけがわからないよ わけがわからないよ.wav
37_セリフ① ワンダウン！ ワンダウン1.wav
37_セリフ① ワンダウン！ ワンダウン2.wav
37_セリフ① 茜ちゃ～～ん！ 茜ちゃん.wav
37_セリフ① 茜ちゃん大好き 茜ちゃん大好き.wav
37_セリフ① 一緒に…いてくれますか…？ 一緒にいてくれますか.wav
37_セリフ① 行かないで、お姉ちゃん…っ！！ 行かないでお姉ちゃんっ.wav
37_セリフ① 行かないで、茜…っ！！ 行かないで茜っ.wav
37_セリフ① 私にはとてもできない 私にはとてもできない.wav
37_セリフ① 私はやる！ 私はやる.wav
37_セリフ① 私以外の人を見ないでください 私以外の人を見ないでください.wav
37_セリフ① 大好き 大好き.wav
37_セリフ① 大好きだよ…お姉ちゃん 大好きだよお姉ちゃん.wav
37_セリフ① 大好きだよ…茜ちゃん 大好きだよ茜ちゃん.wav
37_セリフ① 二人なら恐くない！ 二人なら恐くない.wav
37_セリフ① 任せて！ 任せて.wav
37_セリフ① 任せてお姉ちゃん！ 任せてお姉ちゃん.wav
37_セリフ① 任せて茜！ 任せて茜.wav
37_セリフ① 約束だよ♪ 約束だよ.wav
37_セリフ① 了解♪ 了解.wav
38_つぶやき きゅぅ～… きゅぅ.wav
38_つぶやき それな それな.wav
38_つぶやき はあ～～～～～～～～～ はあ.wav
38_つぶやき わかる わかる.wav
39_早口言葉 生麦生米生卵！ 生麦生米生卵.wav
39_早口言葉 赤巻紙青巻紙黄巻紙！ 赤巻紙青巻紙黄巻紙.wav
39_早口言葉 東京特許許可局局⾧！ 東京特許許可局局⾧.wav
40_ヤンデレ なんで？ねぇ？なんでなの？ なんでねぇなんでなの.wav
40_ヤンデレ ねぇ、ここ、開けてよ、ねぇ、開けて ねぇここ開けてよねぇ開けて.wav
40_ヤンデレ 全部わたしのものだからね 全部わたしのものだからね.wav
40_ヤンデレ 誰ですか、あの人 誰ですかあの人.wav

41_セール等
え……？ な、なんで日本では販売してないの…

…？
えななんで日本では販売してないの.wav

41_セール等 セールで安かったんで実況しまーす セールで安かったんで実況しまーす.wav
41_セール等 みんなも買おう！ みんなも買おう.wav
41_セール等 投稿日現在セール中でーす 投稿日現在セール中でーす.wav
41_セール等 無料で配布してたんで実況しまーす 無料で配布してたんで実況しまーす.wav

42_セリフ②
exVOICE買ってください！ ……え、もう買って

る！？
exVOICE買ってくださいえもう買ってる.wav

42_セリフ②
あ、あ～……それは私じゃなくてお姉ちゃんじゃ

ないかな～……

ああそれは私じゃなくてお姉ちゃんじゃないか

な.wav
42_セリフ② あなただけだよ？ あなただけだよ.wav
42_セリフ② あれは嘘だ あれは嘘だ.wav
42_セリフ② うわあああドッペルゲンガーだ！ うわあああドッペルゲンガーだ.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名

42_セリフ② えっと、はじめましてお姉ちゃん……葵です…… えっとはじめましてお姉ちゃん葵です.wav

42_セリフ②
え、髪飾りの位置が逆？ もー、固い事言わない

でよ！
え髪飾りの位置が逆もー固い事言わないでよ.wav

42_セリフ② お姉ちゃんに言っときま～す お姉ちゃんに言っときます.wav
42_セリフ② お前たちもう寝なさい お前たちもう寝なさい.wav
42_セリフ② お布団敷いたよ お布団敷いたよ.wav
42_セリフ② お里が知れますわよ お里が知れますわよ.wav
42_セリフ② たまにはお姉ちゃんじゃなくて私も見てね？ たまにはお姉ちゃんじゃなくて私も見てね.wav
42_セリフ② ちゃんとご飯食べてる？ ちゃんとご飯食べてる.wav
42_セリフ② ちょっとエッチ過ぎない……？ ちょっとエッチ過ぎない.wav
42_セリフ② ていうか、もう寝よう！ ていうかもう寝よう.wav
42_セリフ② できらぁ！ できらぁ.wav
42_セリフ② ドキドキするね… ドキドキするね.wav
42_セリフ② ないしょ！ ないしょ.wav
42_セリフ② もう、バカ もうバカ.wav
42_セリフ② 茜には内緒、ね？ 茜には内緒ね.wav
42_セリフ② 一緒に寝る？ 一緒に寝る.wav
42_セリフ② 合体！！ 合体.wav
42_セリフ② 私とお姉ちゃん！どっち選ぶの！？ 私とお姉ちゃんどっち選ぶの.wav
42_セリフ② 私と茜！どっちにするの！？ 私と茜どっちにするの.wav

42_セリフ② 私はお姉ちゃんじゃないよ～ 私はお姉ちゃんじゃないよ.wav

42_セリフ② 私はお姉ちゃんです！ 私はお姉ちゃんです.wav
42_セリフ② 私も関西弁練習しようかなあ……。 私も関西弁練習しようかなあ。.wav
42_セリフ② 私一人っ子だけど？ 私一人っ子だけど.wav
42_セリフ② 水はこまめに飲んでくださいね 水はこまめに飲んでくださいね.wav
42_セリフ② 二人だけの秘密だよ？ 二人だけの秘密だよ.wav
42_セリフ② 夜更かしばっかりしちゃダメだよ 夜更かしばっかりしちゃダメだよ.wav

43_かわいそう う、嘘でしょお姉ちゃん……なにか言ってよ…… う嘘でしょお姉ちゃんなにか言ってよ.wav

43_かわいそう え……？ わ、私のお金が…… えわ私のお金が.wav
43_かわいそう これにサインすればいいの？ これにサインすればいいの.wav
43_かわいそう これを飲めばいいの？ これを飲めばいいの.wav
43_かわいそう これを食べればいいの？ これを食べればいいの.wav
43_かわいそう これを読めばいいの？ これを読めばいいの.wav
43_かわいそう ち、違う！ 今の無し！ 違うから！ ち違う今の無し違うから.wav
43_かわいそう はい、アンインストールはキャンセルですー！ はいアンインストールはキャンセルですー.wav

43_かわいそう
ほ、本当にそれでお姉ちゃんの命は助けてくれる

んですね！？

ほ本当にそれでお姉ちゃんの命は助けてくれるん

ですね.wav

43_かわいそう
ほ、本当にそれで私の命は助けてくれるんです

ね！？

ほ本当にそれで私の命は助けてくれるんです

ね.wav
43_かわいそう もしかして生き残ったのは私だけなの……？ もしかして生き残ったのは私だけなの.wav
43_かわいそう 消さないでください… 消さないでください.wav
44_リアクション ダメだよ… ダメだよ.wav
44_リアクション ダメ…っ！ ダメっ.wav
44_リアクション 恥ずかしいよぉ 恥ずかしいよぉ.wav

45_動画 1万再生ありがとうございます！ 1万再生ありがとうございます.wav
45_動画 10万再生ありがとうございます！ 10万再生ありがとうございます.wav
45_動画 100万再生ありがとうございます！ 100万再生ありがとうございます.wav
45_動画 1000再生ありがとうございます！ 1000再生ありがとうございます.wav
45_動画 百億再生ありがとうございます！ 百億再生ありがとうございます.wav
45_動画 ニコった ニコった.wav
45_動画 チャンネル登録と高評価、お願いします！ チャンネル登録と高評価お願いします.wav
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フォルダ名 セリフ Wavファイル名
45_動画 よし、予定日に投稿できたな！ よし予定日に投稿できたな.wav

46_効果音系 テッテレー♪ テッテレー.wav
47_呼びかけ 男の子ー！ 男の子1.wav
47_呼びかけ 男の子ー！（オフマイク） 男の子2.wav
47_呼びかけ 女の子ー！！！ 女の子1.wav
47_呼びかけ 女の子ー！！！（オフマイク） 女の子2.wav

48_ライブ掛け声 DJ！ DJ1.wav
48_ライブ掛け声 DJ！（オフマイク） DJ2.wav
48_ライブ掛け声 PAさーん！ PAさーん1.wav
48_ライブ掛け声 PAさーん！（オフマイク） PAさーん2.wav
48_ライブ掛け声 オーケストラ！ オーケストラ1.wav
48_ライブ掛け声 オーケストラ！（オフマイク） オーケストラ2.wav
48_ライブ掛け声 キーボード！ キーボード.wav
48_ライブ掛け声 キーボード！（オフマイク） キーボード2.wav
48_ライブ掛け声 ギター！ ギター1.wav
48_ライブ掛け声 ギター！（オフマイク） ギター2.wav
48_ライブ掛け声 コーラス！ コーラス1.wav
48_ライブ掛け声 コーラス！（オフマイク） コーラス2.wav
48_ライブ掛け声 ストリングス！ ストリングス1.wav
48_ライブ掛け声 ストリングス！（オフマイク） ストリングス2.wav
48_ライブ掛け声 ダンサー！ ダンサー1.wav
48_ライブ掛け声 ダンサー！（オフマイク） ダンサー2.wav
48_ライブ掛け声 ダンサーのみなさん！ ダンサーのみなさん1.wav
48_ライブ掛け声 ダンサーのみなさん！（オフマイク） ダンサーのみなさん2.wav
48_ライブ掛け声 どちらでもない人ー！！ どちらでもない人ー1.wav
48_ライブ掛け声 どちらでもない人ー！！（オフマイク） どちらでもない人ー2.wav
48_ライブ掛け声 ドラム！ ドラム1.wav
48_ライブ掛け声 ドラム！（オフマイク） ドラム2.wav
48_ライブ掛け声 ぶいっ！ ぶいっ1.wav
48_ライブ掛け声 ぶいっ！（オフマイク） ぶいっ2.wav
48_ライブ掛け声 ベース！ ベース1.wav
48_ライブ掛け声 ベース！（オフマイク） ベース2.wav
48_ライブ掛け声 ボーカルー！！ ボーカルー1.wav
48_ライブ掛け声 ボーカルー！！（オフマイク） ボーカルー2.wav
48_ライブ掛け声 まずはこの曲！ まずはこの曲1.wav
48_ライブ掛け声 まずはこの曲！（オフマイク） まずはこの曲2.wav
48_ライブ掛け声 マニピュレーター！ マニピュレーター1.wav
48_ライブ掛け声 マニピュレーター！（オフマイク） マニピュレーター2.wav
48_ライブ掛け声 最初はこれ！ 最初はこれ1.wav
48_ライブ掛け声 最初はこれ！（オフマイク） 最初はこれ2.wav
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琴葉 茜・葵 exVOICE Vol3【姉妹共通】（新規収録）一覧表
フォルダ名 セリフ Wavファイル名
1_その他 あっ！あああ！！！！ あっあああ.wav
1_その他 あなた あなた.wav
1_その他 うううううぅぅぅぅぅ… うううううぅぅぅぅぅ.wav
1_その他 きみ きみ.wav
1_その他 きゅぅ～… きゅぅ～.wav
1_その他 ごはん！ ごはん.wav
1_その他 どなた？ どなた.wav
1_その他 パン！ パン.wav
1_その他 ヨシ！ ヨシ.wav
2_戦闘 あ“あ“あ“あ“あ“あ“あ“っ！ あああああああっ.wav
2_戦闘 い“っ！？ いっ.wav
2_戦闘 いづっ！！ いづっ.wav
2_戦闘 うっ(呻き声) うっ(呻き声).wav
2_戦闘 うわっ！ うわっ.wav
2_戦闘 くそっ！ くそっ.wav
2_戦闘 そんな…っ！？ そんなっ.wav
2_戦闘 だあっ！！ だあっ.wav
2_戦闘 ほ、骨が折れた……！ ほ、骨が折れた.wav
2_戦闘 喰らえっ！ 喰らえっ.wav
2_戦闘 ――ひィっ！？ ――ひィっ1.wav
2_戦闘 ――ひィっ！？ ――ひィっ2.wav

3_悪だくみ ア“ア“ン！？ アアン.wav
3_悪だくみ オイオイオイ オイオイオイ.wav
4_ホラー ア…アッ…アッ…… アアッアッ.wav
4_ホラー …ッ！！ ッ.wav
4_ホラー ハァハァ…グッ…ハァハァ…ハァ ハァハァグッハァハァハァ.wav
6_汎用型 あっそーれ あっそーれ.wav
6_汎用型 そーれそーれ そーれそーれ.wav
6_汎用型 ため息 ため息.wav
6_汎用型 よーいよーい よーいよーい.wav

7_スポーツ系 てい！ てい1.wav
7_スポーツ系 てい！ てい2.wav
7_スポーツ系 はっ はっ1.wav
7_スポーツ系 はっ はっ2.wav
7_スポーツ系 ふっ ふっ1.wav
7_スポーツ系 ふっ ふっ2.wav
7_スポーツ系 ほっ ほっ1.wav
7_スポーツ系 ほっ ほっ2.wav
7_スポーツ系 ほっ ほっ3.wav
7_スポーツ系 よっと よっと1.wav
7_スポーツ系 よっと よっと2.wav
7_スポーツ系 よっと よっと3.wav
7_スポーツ系 んっ んっ1.wav
7_スポーツ系 んっ んっ2.wav
8_カウント １・２・３・４・５・６・７・８ １２３４５６７８-1.wav
8_カウント １・２・３・４・５・６・７・８ １２３４５６７８-2.wav
8_カウント １・２・３・４・５・６・７・８ １２３４５６７８-3.wav
8_カウント １・２・３・４・５・６・７・８ １２３４５６７８-4.wav
8_カウント いち！ いち1.wav
8_カウント いち！ いち2.wav
8_カウント いち！にっ！ いちにっ1.wav



8_カウント いち！にっ！ いちにっ2.wav
8_カウント いち！にっ！さん！ いちにっさん1.wav
8_カウント いち！にっ！さん！ いちにっさん2.wav
8_カウント いち↑にっ↓さん↑ いちにっさん3.wav
8_カウント いち↑にっ↓さん↑ いちにっさん4.wav
8_カウント いち！にっ！さん！しっ！ いちにっさんしっ1.wav
8_カウント いち！にっ！さん！しっ！ いちにっさんしっ2.wav
8_カウント いち↑にっ↓さん↓しっ↑ いちにっさんしっ3.wav
8_カウント いち↑にっ↓さん↓しっ↑ いちにっさんしっ4.wav
8_カウント スリ～！？ スリ～1.wav
8_カウント スリ～！？ スリ～2.wav
8_カウント トゥ～！？ トゥ～1.wav
8_カウント トゥ～！？ トゥ～2.wav
8_カウント フォ～！？ フォ～1.wav
8_カウント フォ～！？ フォ～2.wav
8_カウント ワ～ン！？ ワ～ン1.wav
8_カウント ワ～ン！？ ワ～ン2.wav
8_カウント ワン↑トゥー↓スリー↑ ワン↑トゥー↓スリー1.wav
8_カウント ワン↑トゥー↓スリー↑ ワン↑トゥー↓スリー2.wav
8_カウント ワン！ ワン1.wav
8_カウント ワン！ ワン2.wav
8_カウント ワン！トゥー！ ワントゥー1.wav
8_カウント ワン！トゥー！ ワントゥー2.wav
8_カウント ワン！トゥー！スリー！ ワントゥースリー1.wav
8_カウント ワン！トゥー！スリー！ ワントゥースリー2.wav
8_カウント ワン！トゥー！スリー！フォ！ ワントゥースリーフォ1.wav
8_カウント ワン！トゥー！スリー！フォ！ ワントゥースリーフォ2.wav
8_カウント ワン↑トゥー↓スリー↓フォ↑ ワントゥースリーフォ3.wav
8_カウント ワン↑トゥー↓スリー↓フォ↑ ワントゥースリーフォ4.wav
9_煽り Are you ready------------？ Are you ready1.wav
9_煽り Are you ready------------？ Are you ready2.wav
9_煽り FOOOOOOOO！！！！↑↑↑↑ FOOOOOOOO.wav
9_煽り HEY！ HEY1.wav
9_煽り HEY！ HEY2.wav
9_煽り OK！ OK1.wav
9_煽り OK！ OK2.wav
9_煽り OK！ OK3.wav
9_煽り YO！YO！ YOYO1.wav
9_煽り YO！YO！ YOYO2.wav
9_煽り うーいえーぃ↑ うーいえーぃ1.wav
9_煽り うーいえーぃ↑ うーいえーぃ2.wav
9_煽り うーいえーぃ↑ うーいえーぃ3.wav
9_煽り ウェイ ウェイ.wav
9_煽り ウェイウェイウェイーイ！！ ウェイウェイウェイーイ.wav
9_煽り ウェイウェーイ ウェイウェーイ.wav
9_煽り オゥイエーァ オゥイエーァ1.wav
9_煽り オゥイエーァ オゥイエーァ2.wav
9_煽り チェケチェケ チェケチェケ1.wav
9_煽り チェケチェケ チェケチェケ２.wav
9_煽り チェケラ チェケラ1.wav
9_煽り チェケラ チェケラ2.wav
9_煽り プチョヘンザッ！！！ プチョヘンザッ.wav
10_母音 あ あ1.wav
10_母音 あ あ2.wav



10_母音 あ あ3.wav
10_母音 あ あ4.wav
10_母音 あ あ5.wav
10_母音 あー あー.wav
10_母音 い い1.wav
10_母音 い い2.wav
10_母音 い い3.wav
10_母音 い い4.wav
10_母音 い い5.wav
10_母音 いー いー.wav
10_母音 う う1.wav
10_母音 う う2.wav
10_母音 う う3.wav
10_母音 う う4.wav
10_母音 うー うー.wav
10_母音 え え1.wav
10_母音 え え2.wav
10_母音 え え3.wav
10_母音 え え4.wav
10_母音 え え5.wav
10_母音 えー えー.wav
10_母音 お お1.wav
10_母音 お お2.wav
10_母音 お お3.wav
10_母音 お お4.wav
10_母音 お お5.wav
10_母音 お お6.wav
10_母音 おー おー.wav
11_鳴き声 がるるるる… がるるるる.wav
11_鳴き声 くぅ~ん くぅ~ん.wav
11_鳴き声 にゃー にゃー.wav
11_鳴き声 ブヒブヒ！ ブヒブヒ.wav
11_鳴き声 ミヤァ ミヤァ.wav
11_鳴き声 わん わん.wav
12_セール my new gear... my new gear....wav
12_セール NOW ON SALE… NOW ON SALE.wav
12_セール バイナウ！ バイナウ.wav

13_レトロゲーム ディスクを二枚目に交換してください ディスクを二枚目に交換してください.wav
13_レトロゲーム パスワード違うじゃん！ パスワード違うじゃん.wav
13_レトロゲーム パスワード入れまーす パスワード入れまーす.wav
13_レトロゲーム へー、発売当時まだ生まれてませんね～！ へー、発売当時まだ生まれてませんね～.wav
13_レトロゲーム 懐かしいな～このゲーム！ 懐かしいな～このゲーム.wav
14_セリフ はい拍手ー！ はい拍手ー.wav
14_セリフ ゆっくりしていってね！！！ ゆっくりしていってね.wav
14_セリフ ん？ ん.wav
14_セリフ 尊い… 尊い.wav

15_リアクション あっ あっ.wav
15_リアクション いや…っ！ いやっ.wav
15_リアクション キャッ キャッ.wav
15_リアクション でへへ… でへへ.wav
15_リアクション ファッ ファッ.wav
15_リアクション んっ んっ.wav
16_効果音系 ガーン！ ガーン.wav
16_効果音系 ガチャ ガチャ.wav



16_効果音系 カッ カッ.wav
16_効果音系 ジャーン！ ジャーン.wav
16_効果音系 シャーン！ シャーン1.wav
16_効果音系 シャーン！ シャーン2.wav
16_効果音系 ジャーン！ ジャーン2.wav
16_効果音系 シャッ シャッ.wav
16_効果音系 シャララン♪ シャララン♪.wav
16_効果音系 シャラン♪ シャラン♪.wav
16_効果音系 ジャン！ ジャン.wav
16_効果音系 シュバッ シュバッ.wav
16_効果音系 スー スー.wav
16_効果音系 スッ スッ.wav
16_効果音系 ズンッ！ ズンッ.wav
16_効果音系 ダカドコドコドコジャーンジャーン ダカドコドコドコジャーンジャーン.wav
16_効果音系 タン！ タン1.wav
16_効果音系 タン！ タン2.wav
16_効果音系 タン！ タン3.wav
16_効果音系 チーン チーン.wav
16_効果音系 チッ・チー チッ・チー.wav
16_効果音系 チャンチャン♪ チャンチャン♪.wav
16_効果音系 チン・チーン チン・チーン.wav
16_効果音系 ドゥルルルルル… ドゥルルルルル.wav
16_効果音系 ドゥワーーーーン ドゥワーーーーン.wav
16_効果音系 ドゥン ドゥン.wav
16_効果音系 ドーン！ ドーン1.wav
16_効果音系 ドーン！ ドーン2.wav
16_効果音系 ドーン！ ドーン3.wav
16_効果音系 ドン ドン.wav
16_効果音系 ドン・ドゥン ドン・ドゥン.wav
16_効果音系 パーン！ パーン1.wav
16_効果音系 パーン！ パーン2.wav
16_効果音系 パーン！ パーン3.wav
16_効果音系 パタリ パタリ.wav
16_効果音系 バタン！ バタン.wav
16_効果音系 パン！ パン1.wav
16_効果音系 パン！ パン2.wav
16_効果音系 パン！ パン3.wav
16_効果音系 パンッ！ パンッ.wav
16_効果音系 プシュー プシュー1.wav
16_効果音系 プシュー プシュー2.wav
16_効果音系 ポゥ！ ポゥ.wav
16_効果音系 ポーゥ！ ポーゥ.wav
17_生理現象 くしゃみ くしゃみ.wav
17_生理現象 けほっ けほっ.wav
17_生理現象 ゲホッゲホッ ゲホッゲホッ.wav
17_生理現象 しゃっくり しゃっくり.wav
17_生理現象 咳払い 咳払い1.wav
17_生理現象 咳払い 咳払い2.wav
17_生理現象 息継ぎ 息継ぎ.wav
17_生理現象 鼻を啜る音（スンスン系） 鼻を啜る音（スンスン系）.wav
17_生理現象 嚥下音 嚥下音.wav
18_特殊系 あ あ11.wav
18_特殊系 あ あ12.wav
18_特殊系 あ あ13.wav



18_特殊系 い い11.wav
18_特殊系 い い12.wav
18_特殊系 い い13.wav
18_特殊系 ヴ ヴ1.wav
18_特殊系 う う11.wav
18_特殊系 う う12.wav
18_特殊系 う う13.wav
18_特殊系 ヴ ヴ2.wav
18_特殊系 ヴァ ヴァ1.wav
18_特殊系 ヴァ ヴァ2.wav
18_特殊系 ヴィ ヴィ1.wav
18_特殊系 ヴィ ヴィ2.wav
18_特殊系 ヴェ ヴェ1.wav
18_特殊系 ヴェ ヴェ2.wav
18_特殊系 ヴォ ヴォ1.wav
18_特殊系 ヴォ ヴォ2.wav
18_特殊系 え え11.wav
18_特殊系 え え12.wav
18_特殊系 え え13.wav
18_特殊系 お お11.wav
18_特殊系 お お12.wav
18_特殊系 お お13.wav
18_特殊系 サ サ.wav
18_特殊系 ザ ザ.wav
18_特殊系 シ シ.wav
18_特殊系 ジ ジ.wav
18_特殊系 ス ス.wav
18_特殊系 ズ ズ.wav
18_特殊系 セ セ.wav
18_特殊系 ゼ ゼ.wav
18_特殊系 ソ ソ.wav
18_特殊系 ゾ ゾ.wav
18_特殊系 ふんーーーーーーーーーーーーー ふんー1.wav
18_特殊系 ふんーーーーーーーーーーーーー ふんー2.wav
18_特殊系 ふんーーーーーーーーーーーーー ふんー3.wav
18_特殊系 んーーーーーーーーーーーーーー んー1.wav
18_特殊系 んーーーーーーーーーーーーーー んー2.wav
18_特殊系 んーーーーーーーーーーーーーー んー3.wav

■収録ボイス：848ファイル収録
・琴葉姉妹共通：251ファイル
・琴葉茜：303ファイル
・琴葉葵：294ファイル
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