
内容 カテゴリ
あ ⺟⾳
い ⺟⾳
う ⺟⾳
え ⺟⾳
お ⺟⾳
A アルファベット
B アルファベット
C(shi) アルファベット
C(si) アルファベット
D アルファベット
E アルファベット
F アルファベット
G アルファベット
H(ecchi) アルファベット
H(eichi) アルファベット
I アルファベット
J アルファベット
K アルファベット
L アルファベット
M アルファベット
N アルファベット
O アルファベット
P アルファベット
Q アルファベット
R アルファベット
S アルファベット
T アルファベット
U アルファベット
V(bui) アルファベット
V(vi) アルファベット
W アルファベット
X アルファベット
Y アルファベット
Z(zed) アルファベット
Z(zi) アルファベット
ah! オン・ステージ



Are you ready？1 オン・ステージ
Are you ready？2 オン・ステージ
Are you ready？3 オン・ステージ
aw! オン・ステージ
Foo!1 オン・ステージ
Foo!2 オン・ステージ
Foo!3 オン・ステージ
Foo!4 オン・ステージ
Here we go!1 オン・ステージ
Here we go!2 オン・ステージ
Here we go!3 オン・ステージ
No! オン・ステージ
oh!1 オン・ステージ
oh!2 オン・ステージ
oh!3 オン・ステージ
uh huh？1 オン・ステージ
uh huh？2 オン・ステージ
Yes! オン・ステージ
おい！おい！おい！おい！ オン・ステージ
アリーナ！ オン・ステージ
イエーイ！1 オン・ステージ
イエーイ！2 オン・ステージ
イエーイ！3 オン・ステージ
カモン！1 オン・ステージ
カモン！2 オン・ステージ
サンキュー！1 オン・ステージ
サンキュー！2 オン・ステージ
スタンド！ オン・ステージ
ハァイ！1 オン・ステージ
ハァイ！2 オン・ステージ
ハァイ！3 オン・ステージ
ハァイ？1 オン・ステージ
ハァイ？2 オン・ステージ
ハイ！ オン・ステージ
ハイ！ハイ！ハイ！ハイ！ オン・ステージ
ファイアー！1 オン・ステージ
ファイアー！2 オン・ステージ



レッツゴー！1 オン・ステージ
レッツゴー！2 オン・ステージ
レツゴー！ オン・ステージ
on bass オン・ステージ
on chorus オン・ステージ
on drums オン・ステージ
on guitar オン・ステージ
on keyboard オン・ステージ
on vocal オン・ステージ
いちにーさんしー1 オン・ステージ
いちにーさんしー2 オン・ステージ
いちにーさんしー3 オン・ステージ
よし！ オン・ステージ
よーし！ オン・ステージ
スリータイム オン・ステージ
ツータイム オン・ステージ
フォータイム オン・ステージ
ワンタイム オン・ステージ
ワンツースリーフォー オン・ステージ
ワントゥー、ワントゥースリーフォー1 オン・ステージ
ワントゥー、ワントゥースリーフォー2 オン・ステージ
ワントゥースリーフォー オン・ステージ
Wow1 オン・ステージ
Wow2 オン・ステージ
ありがとう1 オン・ステージ
ありがとう2 オン・ステージ
ありがとう3 オン・ステージ
ありがとう4 オン・ステージ
さようなら1 オン・ステージ
さようなら2 オン・ステージ
またね1 オン・ステージ
またね2 オン・ステージ
またね3 オン・ステージ
また会いましょう1 オン・ステージ
また会いましょう2 オン・ステージ
また会おうね1 オン・ステージ
また会おうね2 オン・ステージ



バイバイ1 オン・ステージ
バイバイ2 オン・ステージ
バイバイ3 オン・ステージ
呼んでくれてありがとう1 オン・ステージ
呼んでくれてありがとう2 オン・ステージ
呼んでくれてありがとう3 オン・ステージ
戻ってきちゃった1 オン・ステージ
戻ってきちゃった2 オン・ステージ
歌います1 オン・ステージ
歌います2 オン・ステージ
歌います3 オン・ステージ
歌うよ1 オン・ステージ
歌うよ2 オン・ステージ
歌うよ3 オン・ステージ
歌うよ4 オン・ステージ
聴いて1 オン・ステージ
聴いて2 オン・ステージ
聴いて3 オン・ステージ
聴いてください1 オン・ステージ
聴いてください2 オン・ステージ
聴いてください3 オン・ステージ
聴いてね1 オン・ステージ
聴いてね2 オン・ステージ
いくよー！ 煽り
いっくよー！ 煽り
がんばれ1 煽り
がんばれ2 煽り
きこえないよ？1 煽り
きこえないよ？2 煽り
きこえなーい 煽り
まだまだー！ 煽り
もっと1 煽り
もっと2 煽り
もっと声だして 煽り
やったー！ 煽り
イヤッハー！ 煽り
ヤッホー！ 煽り



⼀緒にー！ 煽り
息切れ1 息切れ
息切れ2 息切れ
あ、あー、チェックワントゥー マイクテスト
チェックチェック マイクテスト
チェック！ マイクテスト
チッチッチ マイクテスト
おいおい1 セリフ
おいおい2 セリフ
お兄ちゃん1 セリフ
お兄ちゃん2 セリフ
お願い1 セリフ
お願い2 セリフ
すりすり1 セリフ
すりすり2 セリフ
ふぬるこー1 セリフ
ふぬるこー2 セリフ
むにゃむにゃ1 セリフ
むにゃむにゃ2 セリフ
やだやだー1 セリフ
やだやだー2 セリフ
mikiちゃん 呼びかけ
mikiちゃーん！ 呼びかけ
あかりさん 呼びかけ
あかりさーん！ 呼びかけ
あかりちゃん 呼びかけ
あかりちゃーん！ 呼びかけ
いろはさん 呼びかけ
いろはさーん！ 呼びかけ
いろはちゃん 呼びかけ
いろはちゃーん！ 呼びかけ
きりたん 呼びかけ
きりたーん！ 呼びかけ
ずん⼦ちゃん 呼びかけ
ずん⼦ちゃーん！ 呼びかけ
ゆかりさん 呼びかけ
ゆかりさーん！ 呼びかけ



ゆかりん 呼びかけ
ゆっかりーん！ 呼びかけ
アイちゃん 呼びかけ
アイちゃーん！ 呼びかけ
イタコさん 呼びかけ
イタコさーん！ 呼びかけ
カナちゃん 呼びかけ
カナちゃーん！ 呼びかけ
カノンちゃん 呼びかけ
カノンちゃーん！ 呼びかけ
キヨテル先⽣ 呼びかけ
キヨテル先⽣ー！ 呼びかけ
コウ先⽣ 呼びかけ
コウ先⽣ー！ 呼びかけ
ショウタくーん！ 呼びかけ
ショウタ君 呼びかけ
セイカさん 呼びかけ
セイカさーん！ 呼びかけ
ナナさん 呼びかけ
ナナさーん！ 呼びかけ
ナナちゃん 呼びかけ
ナナちゃーん！ 呼びかけ
ノンちゃん 呼びかけ
ノンちゃーん！ 呼びかけ
フリモメン 呼びかけ
マキちゃん 呼びかけ
マキちゃーん！ 呼びかけ
マリーちゃん 呼びかけ
マリーちゃーん！ 呼びかけ
ユキちゃん 呼びかけ
ユキちゃーん！ 呼びかけ
リズムちゃん 呼びかけ
リズムちゃーん！ 呼びかけ
先⽣ 呼びかけ
先⽣ー！ 呼びかけ
吉⽥くーん！ 呼びかけ
吉⽥君 呼びかけ



茜ちゃん 呼びかけ
茜ちゃーん！ 呼びかけ
葵ちゃん 呼びかけ
葵ちゃーん！ 呼びかけ
Breath Slow1 ブレス
Breath big ブレス
Breath both ブレス
Breath both strong ブレス
Breath fast1 ブレス
Breath fast2 ブレス
Breath fast3 ブレス
Breath fast stop ブレス
Breath fast strong ブレス
Breath nose to mouth strong ブレス
Breath nose to mouth ブレス
Breath nose to mouth strong ブレス
Breath nose ブレス
Breath release ブレス
Breath rip ブレス
Breath ripnoise ブレス
Breath slow to fast ブレス
Breath slow2 ブレス
Breath toofast ブレス
scream1 シャウト
scream2 シャウト
shout1 シャウト
shout2 シャウト
shout3 シャウト
shout4 シャウト
あ ⺟⾳ウィスパー
い ⺟⾳ウィスパー
う ⺟⾳ウィスパー
え ⺟⾳ウィスパー
お ⺟⾳ウィスパー
か 子⾳補助
が 子⾳補助
き 子⾳補助



きゃ 子⾳補助
きゅ 子⾳補助
きょ 子⾳補助
ぎ 子⾳補助
ぎゃ 子⾳補助
ぎゅ 子⾳補助
ぎょ 子⾳補助
く 子⾳補助
ぐ 子⾳補助
け 子⾳補助
げ 子⾳補助
こ 子⾳補助
ご 子⾳補助
さ 子⾳補助
ざ 子⾳補助
し 子⾳補助
しぇ 子⾳補助
しゃ 子⾳補助
しゅ 子⾳補助
しょ 子⾳補助
じ 子⾳補助
じぇ 子⾳補助
じゃ 子⾳補助
じゅ 子⾳補助
じょ 子⾳補助
す 子⾳補助
すぃ 子⾳補助
ず 子⾳補助
ずぃ 子⾳補助
せ 子⾳補助
ぜ 子⾳補助
そ 子⾳補助
ぞ 子⾳補助
た 子⾳補助
だ 子⾳補助
ち 子⾳補助
ちぇ 子⾳補助



ちゃ 子⾳補助
ちゅ 子⾳補助
ちょ 子⾳補助
つ 子⾳補助
つぁ 子⾳補助
つぃ 子⾳補助
つぇ 子⾳補助
つぉ 子⾳補助
て 子⾳補助
てぃ 子⾳補助
で 子⾳補助
でぃ 子⾳補助
と 子⾳補助
とぅ 子⾳補助
ど 子⾳補助
どぅ 子⾳補助
は 子⾳補助
ば 子⾳補助
ぱ 子⾳補助
ひ 子⾳補助
び 子⾳補助
ぴ 子⾳補助
ふ 子⾳補助
ふぁ 子⾳補助
ふぃ 子⾳補助
ふぇ 子⾳補助
ふぉ 子⾳補助
ぶ 子⾳補助
ぷ 子⾳補助
へ 子⾳補助
べ 子⾳補助
ぺ 子⾳補助
ほ 子⾳補助
ぼ 子⾳補助
ぽ 子⾳補助
か ⼦⾳補助ウィスパー
が ⼦⾳補助ウィスパー



き ⼦⾳補助ウィスパー
きゃ ⼦⾳補助ウィスパー
きゅ ⼦⾳補助ウィスパー
きょ ⼦⾳補助ウィスパー
ぎ ⼦⾳補助ウィスパー
ぎゃ ⼦⾳補助ウィスパー
ぎゅ ⼦⾳補助ウィスパー
ぎょ ⼦⾳補助ウィスパー
く ⼦⾳補助ウィスパー
ぐ ⼦⾳補助ウィスパー
け ⼦⾳補助ウィスパー
げ ⼦⾳補助ウィスパー
こ ⼦⾳補助ウィスパー
ご ⼦⾳補助ウィスパー
さ ⼦⾳補助ウィスパー
ざ ⼦⾳補助ウィスパー
し ⼦⾳補助ウィスパー
しぇ ⼦⾳補助ウィスパー
しゃ ⼦⾳補助ウィスパー
しゅ ⼦⾳補助ウィスパー
しょ ⼦⾳補助ウィスパー
じ ⼦⾳補助ウィスパー
じぇ ⼦⾳補助ウィスパー
じゃ ⼦⾳補助ウィスパー
じゅ ⼦⾳補助ウィスパー
じょ ⼦⾳補助ウィスパー
す ⼦⾳補助ウィスパー
すぃ ⼦⾳補助ウィスパー
ず ⼦⾳補助ウィスパー
ずぃ ⼦⾳補助ウィスパー
せ ⼦⾳補助ウィスパー
ぜ ⼦⾳補助ウィスパー
そ ⼦⾳補助ウィスパー
ぞ ⼦⾳補助ウィスパー
た ⼦⾳補助ウィスパー
だ ⼦⾳補助ウィスパー
ち ⼦⾳補助ウィスパー



ちぇ ⼦⾳補助ウィスパー
ちゃ ⼦⾳補助ウィスパー
ちゅ ⼦⾳補助ウィスパー
ちょ ⼦⾳補助ウィスパー
つ ⼦⾳補助ウィスパー
つぁ ⼦⾳補助ウィスパー
つぃ ⼦⾳補助ウィスパー
つぇ ⼦⾳補助ウィスパー
つぉ ⼦⾳補助ウィスパー
て ⼦⾳補助ウィスパー
てぃ ⼦⾳補助ウィスパー
で ⼦⾳補助ウィスパー
でぃ ⼦⾳補助ウィスパー
と ⼦⾳補助ウィスパー
とぅ ⼦⾳補助ウィスパー
ど ⼦⾳補助ウィスパー
どぅ ⼦⾳補助ウィスパー
は ⼦⾳補助ウィスパー
ば ⼦⾳補助ウィスパー
ぱ ⼦⾳補助ウィスパー
ひ ⼦⾳補助ウィスパー
び ⼦⾳補助ウィスパー
ぴ ⼦⾳補助ウィスパー
ふ ⼦⾳補助ウィスパー
ふぁ ⼦⾳補助ウィスパー
ふぃ ⼦⾳補助ウィスパー
ふぇ ⼦⾳補助ウィスパー
ふぉ ⼦⾳補助ウィスパー
ぶ ⼦⾳補助ウィスパー
ぷ ⼦⾳補助ウィスパー
へ ⼦⾳補助ウィスパー
べ ⼦⾳補助ウィスパー
ぺ ⼦⾳補助ウィスパー
ほ ⼦⾳補助ウィスパー
ぼ ⼦⾳補助ウィスパー
ぽ ⼦⾳補助ウィスパー
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