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ボイスデータリスト

【ボイスキャスト】

シーン No. セリフ No. セリフ ●勇者（男）：Kristjan Rohde

Image your own game. Image your own game. ●勇者（女）：中野結衣　Yui Nakano

キミの想像をゲームに キミの想像をゲームに ●敵ボス（男）　Kristjan Rohde

Nobody can beat me! Nobody can beat me! ●敵ボス（女）　中野結衣 Yui Nakano

負ける気がしないぜ！ 負ける気がしない！

Here I go! Here I go! ◆制作協力：有限会社スリートゥリー　THREETREE

行くぜ！ 行くぞ！ 　　　　　　　　　

Here we go! Here we go!
みんな、行くぜ！ みんな、行くぞ！

We gotta win! We gotta win!
勝つしかねー！ 勝つしかない！

Get lost! Get lost!
消え失せろ 消え失せろ

We can’t lose! We can’t lose!
負けるわけにはいかないんだ！ 負けるわけにはいかないんだ！

How dare you! How dare you!
うぜーんだよ！ うぜーんだよ！

Think you can beat me? Think you can beat me?
オレに勝てるかな？ 私に勝てるかな？

We won’ t lose! We won’ t lose!
絶対に、負けねー 絶対に、負けない

I’ll knock you down! I’ll knock you down!
遊んでやるぜ！ 遊んでやるぜ！

What!? What!?
いつの間に？ いつの間に？

What the…!! What the…!!
不意打ちか！？ 不意打ちか！？

Get ready Get ready
相手になってやる 相手になってやる

Yaah Yaah
てやー てやー

Heeyah Heeyah
えーい えーい

Woooow Woooow
とりゃー とりゃー

Yah! Yah!
やー やー

Haaaah Haaaah
はぁーーー はぁーーー

Hah Hah
はっ はっ

Eat this! Eat this!
食らえー 食らえー

Goooo! Goooo!
行っけー！ 行っけー！

Gotcha! Gotcha!
見えた！ 見えた！

Let’s see if you can stand this! Let’s see if you can stand this!
耐えられるか？ 耐えられるか？

Take that! Take that!
受けてみろ！ 受けてみろ！

Guuugh! Guuugh!
おぉぉぉ おぉぉぉ

Yah yah yah Yah yah yah
ほれほれ ほれほれ

Hah hah hah Hah hah hah
おらおら おらおら

How’s that! How’s that!
おりゃー おりゃー

Ultimate skill Ultimate skill
奥義 奥義

Hidden skill Hidden skill
秘義 秘義

Time to finish this! Time to finish this!
これで決めるぜ！ これで決める！

I’ll end you with this! I’ll end you with this!
これで終わりだ！ これで終わりだ！

It’s over! It’s over!
これが最後だ！ これが最後だ！

Clench your teeth! Clench your teeth!
覚悟しな！ 覚悟しな！

Take this Take this
おらよっと おらよっと

Now! Now!
今だ！ 今だ！

Let’s do this! Let’s do this!
今しかない！ 今しかない！

Let’s try again next time Discretion is the better part of valor!
逃げるが勝ちってな 逃げるが勝ちだ

Not bad Not bad
やるじゃねーか やるじゃない

It’ll take more than that to defeat me It’ll take more than that to defeat me
そんなんじゃ倒せないぜ そんなんじゃ倒せないぞ

Too slow Too slow
遅い、遅すぎる 遅い、遅すぎる

I know I can win this I know I can win this
オレが負けるわけねー 私が負けるわけねー

Not good enough! Not good enough!
甘いぜっ！ 甘いっ！

Won’t work Won’t work
効かねーぜ 効かねーな

Hm Hm
ふっ ふっ

シーン No. セリフ No. セリフ

Image your own game Image your own game
キミの想像をゲームに キミの想像をゲームに

Are you expecting to defeat me? Are you expecting to defeat me?
我に勝てると思っているのか？ 我に勝てると思っているのか？

Bring it on Bring it on
かかってくるがよい かかってくるがよい

So you dare to face me? So you dare to face me?
我に挑むとはのぉ 我に挑むとはのぉ

Be gone Be gone
滅せよ 滅せよ

Turn to dust Turn to dust
滅びるがよい 滅びるがよい

How brave of you to come How brave of you to come
ここまで良く来たな ここまで良く来たな

I’ll beat you to a pulp I’ll beat you to a pulp
ひねり潰してやるわ ひねり潰してやるわ

You maggots You maggots
虫けらどもめが 虫けらどもめが

Why don’t you help me kill some time Why don’t you help me kill some time?
暇つぶしの相手にしてやろう 暇つぶしの相手にしてやろう

Haaaaa! Haaaaa!
はぁーーー はぁーーー

Hmph Hmph
ふんっ ふんっ

Ha! Ha!
はっ はっ

Eat this! Eat this!
食らえっ 食らえっ

Not yet! Not yet!
まだまだー！ まだまだー！

Let’s see if you can take this Let’s see if you can take this
耐えられるかな？ 耐えられるかな？

Take this! Take this!
受けてみよ！ 受けてみよ！

Wooohh Wooohh
おぉぉぉ おぉぉぉ

Ultimate skill Ultimate skill
奥義 奥義

Hidden skill Hidden skill
秘義 秘義

Did that hurt? Did that hurt?
痛いか？ 痛いか？

This is the end! This is the end!
これで終わりだ！ これで終わりだ！

It’s over! It’s over!
これが最後だ！ これが最後だ！

Prepare yourself! Prepare yourself!
覚悟しろ！ 覚悟しろ！

Not even a scratch Not even a scratch
かすりもしないぞ かすりもしないぞ

Not bad Not bad
なかなかやるではないか なかなかやるではないか

It’ll take more than that to defeat me It’ll take more than that to defeat me
それでは倒せないな それでは倒せないな

You’re too slow You’re too slow
遅い、遅すぎる 遅い、遅すぎる

What do you think you’re doing? What do you think you’re doing?
何をしておる？ 何をしておる？

Not good enough!  Not good enough!
甘いっ！ 甘いっ！

08勇者（男性） 09勇者（女性）

キャッチ 0800 0900

バトル開始 0803 0903

バトル開始 0804 0904

バトル開始 0801 0901

バトル開始 0802 0902

バトル開始 0807 0907

バトル開始 0808 0908

バトル開始 0805 0905

バトル開始 0806 0906

バトル開始 0811 0911

バトル開始 0812 0912

バトル開始 0809 0909

バトル開始 0810 0910

掛け声 0815 0915

掛け声 0816 0916

バトル開始 0813 0913

掛け声 0814 0914

掛け声 0819 0919

掛け声 0820 0920

掛け声 0817 0917

掛け声 0818 0918

掛け声 0823 0923

掛け声 0824 0924

掛け声 0821 0921

掛け声 0822 0922

掛け声 0827 0927

掛け声 0828 0928

掛け声 0825 0925

掛け声 0826 0926

掛け声 0831 0931

掛け声 0832 0932

掛け声 0829 0929

掛け声 0830 0930

掛け声 0835 0935

掛け声 0836 0936

掛け声 0833 0933

掛け声 0834 0934

攻撃回避 0839 0939

攻撃回避 0840 0940

掛け声 0837 0937

攻撃回避 0838 0938

攻撃回避 0843 0943

攻撃回避 0844 0944

攻撃回避 0841 0941

攻撃回避 0842 0942

キャッチ 1000 1100

バトル開始 1001 1101

10敵ボス（男性）

攻撃回避 0845 0945

11敵ボス（女性）

バトル開始 1004 1104

バトル開始 1005 1105

バトル開始 1002 1102

バトル開始 1003 1103

バトル開始 1008 1108

バトル開始 1009 1109

バトル開始 1006 1106

バトル開始 1007 1107

掛け声 1012         1112        

掛け声 1013         1113        

掛け声 1010         1110        

掛け声 1011         1111        

掛け声 1016         1116        

掛け声 1017         1117        

掛け声 1014         1114        

掛け声 1015         1115        

掛け声 1020         1120        

掛け声 1021         1121        

掛け声 1018         1118        

掛け声 1019         1119        

攻撃回避 1028         1128        

攻撃回避 1029         1129        

攻撃回避 1026         1126        

攻撃回避 1027         1127        

攻撃回避 1024         1124        

攻撃回避 1025         1125        

掛け声 1022         1122        

掛け声 1023         1123        
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