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File Name Words Category File Name Words Category File Name Words Category

KGV_Mao_Komiya_Aim_Hidari 左から狙って パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Congratulations_1 コングラッチュレーション 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Congratulations_1 コングラッチュレーション (高-低) 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Aim_Migi 右から狙って パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Congratulations_2 コングラッチュレーション (長) 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Congratulations_2 コングラッチュレーション (低-高) 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Aim_Nerae 狙え パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_MissionComplete_1 ミッションコンプリート 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_MissionComplete ミッションコンプリート 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Big ビッグボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_MissionComplete_2 ミッション、コンプリート 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Omedeto おめでとう 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Helium_Big [He] ビッグボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Omedeto おめでとう 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Reverb_Congratulations_1 [+残響] コングラッチュレーション (高-低) 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Helium_Kakutei [He] ボーナス確定 パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_Congratulations_1 [+残響] コングラッチュレーション 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Reverb_Congratulations_2 [+残響] コングラッチュレーション (低-高) 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Helium_Oatari [He] 大当たり パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_Congratulations_2 [+残響] コングラッチュレーション (長) 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Reverb_MissionComplete [+残響] ミッションコンプリート 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Helium_Regular [He] レギュラーボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_MissionComplete_1 [+残響] ミッションコンプリート 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Reverb_Omedeto [+残響] おめでとう 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Helium_Special [He] スペシャルボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_MissionComplete_2 [+残響] ミッション、コンプリート 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Reverb_Yattane_1 [+残響] やったね 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Kakutei ボーナス確定 パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_Omedeto [+残響] おめでとう 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Reverb_Yattane_2 [+残響] やったね (長) 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Oatari 大当たり パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_Yattane_1 [+残響] やったね 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Yattane_1 やったね 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Regular レギュラーボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Reverb_Yattane_2 [+残響] やったね (長) 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Achieve_Yattane_2 やったね (長) 祝福・達成

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Reverb_Big [+残響] ビッグボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Yattane_1 やったね 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Aim_Hidari 左から狙って パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Reverb_Oatari [+残響] 大当たり パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Achieve_Yattane_2 やったね (長) 祝福・達成 KGV_Reika_Fujisawa_Aim_Migi 右から狙って パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Reverb_Special [+残響] スペシャルボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Janken_1_saishohagu 最初はグー じゃんけん KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Big ビッグボーナス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Bonus_Special スペシャルボーナス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Janken_2_janken じゃんけん じゃんけん KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Kakutei ボーナス確定 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Chikarano 力の限り？ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Janken_3_pon ぽん じゃんけん KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Oatari 大当たり パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Hike 引け パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Jeering_Madamadane まだまだね 咎め KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Regular レギュラーボーナス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Hite 引いて パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Jeering_Moo もう 咎め KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Reverb_Big [+残響] ビッグボーナス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Ose 押して パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Jeering_Naniyattenno なにやってんの 咎め KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Reverb_Kakutei [+残響] ボーナス確定 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Osunda 押すんだ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Nakanakayarune なかなかやるね 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Reverb_Oatari [+残響] 大当たり パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Push プッシュ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Sasugane さすがね 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Reverb_Regular [+残響] レギュラーボーナス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Button_Renda 連打 パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Sonochoshi その調子 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Reverb_Special [+残響] スペシャルボーナス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_1 チャンス パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Sugoi_1 すごい 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Bonus_Special スペシャルボーナス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_2 チャンス (強) パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Sugoi_2 すごい (強) 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Button_Chikarano 力の限り？ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_Gekiatsu_1 激アツ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Sugoiwa_1 すごいわ (強) 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Button_Hike 引け パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_Gekiatsu_2 超激アツ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Sugoiwa_2 すごいわ 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Button_Hite 引いて パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_Reverb_2 [+残響] チャンス (強) パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Yarujanai やるじゃない 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Button_Oshite 押して パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_Reverb_Gekiatsu_1 [+残響] 激アツ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Yarune やるね 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Button_Osunda 押すんだ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Chance_Reverb_Gekiatsu_2 [+残響] 超激アツ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Praise_Yokudekimashita よくできました 称賛 KGV_Reika_Fujisawa_Button_Renda 連打 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Continue_Keizoku 継続 パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Q_OK OK？ 他 KGV_Reika_Fujisawa_Chance_1 チャンス パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Continue_Madamada まだまだ パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Quiz_Batsu ばつ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Chance_2 チャンス (長) パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Continue_Mo1kai_1 もう1回 パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Quiz_Bubu ぶっぶー クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Continue_Keizoku 継続 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Continue_Mo1kai_2 もう1回 パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Quiz_Dareda_1 だーれだ？ (長) クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Continue_Madamada まだまだ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Continue_Next_1 ネクスト パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Quiz_Dareda_2 だーれだ？ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Continue_Mo1kai もう1回 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Continue_Next_2 ネクスト パチ/スロ KGV_Pu_Marui_Quiz_Doreda_1 どーれだ？ (高) クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Continue_Next ネクスト パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_00 ゼロ カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Doreda_2 どーれだ？ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_00 ゼロ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_01 ワン カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Korenanda_1 これなーんだ？ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_01 ワン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_02 ツー カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Korenanda_2 これ、なーんだ？ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_02 ツー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_03 スリー カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Korenani これなーに？ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_03 スリー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_04 フォー カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Maru まる クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_04 フォー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_05 ファイブ カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Oshii おしい クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_05 ファイブ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_06 シックス カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Pinpon ピンポン クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_06 シックス カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_07 セブン カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Sagashitene 探してね クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_07 セブン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_08 エイト カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Seikai_1 正解 (強) クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_08 エイト カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_09 ナイン カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Seikai_2 正解 (長) クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_09 ナイン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_10 テン カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Seikai_3 正解 クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_10 テン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_from03to00 スリー、ツー、ワン、ゼロ カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Seikaiha 正解は？ クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_from03to00 スリー、ツー、ワン、ゼロ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_en_down_from10to00 テン、ナイン…ワン、ゼロ カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Zannen_1 ざんねん (強) クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_down_from10to00 テン、ナイン…ワン、ゼロ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Last ラスト カウント KGV_Pu_Marui_Quiz_Zannen_2 ざんねん クイズ KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_01 ワン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Nokori_10 残り10 カウント KGV_Pu_Marui_Timing_Atosukoshi あと少し タイミング KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_02 ツー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Nokori_30 残り30 カウント KGV_Pu_Marui_Timing_Imayo 今よ タイミング KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_03 スリー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Nokori_50 残り50 カウント KGV_Pu_Marui_Timing_Madayo まだよ タイミング KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_04 フォー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Nokori_s10 残り10秒 カウント KGV_Pu_Marui_Timing_Mochotto もうちょっと タイミング KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_05 ファイブ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Nokori_s30 残り30秒 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_06 シックス カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Android_Nokori_s60 残り60秒 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_07 セブン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_00 ゼロ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_08 エイト カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_01 ワン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_09 ナイン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_02 ツー カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_en_up_10 テン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_03 スリー カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_00 ぜろ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_04 フォー カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_01 いち カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_05 ファイブ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_02 に カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_06 シックス カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_03 さん カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_07 セブン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_04 よん カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_08 エイト カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_05 ご カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_09 ナイン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_06 ろく カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_10 テン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_07 なな カウント
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KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_from03to00 スリー、ツー、ワン、ゼロ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_08 はち カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_down_from10to00 テン、ナイン……ワン、ゼロ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_09 きゅう カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_01 ワン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_10 じゅう カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_02 ツー カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_from05to00 ご、よん、さん、に、いち、ぜろ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_03 スリー カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_down_from10to00 じゅう、きゅう……いち、ぜろ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_04 フォー カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_01 いち カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_05 ファイブ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_02 に カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_06 シックス カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_03 さん カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_07 セブン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_04 よん カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_08 エイト カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_05 ご カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_09 ナイン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_06 ろく カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_en_up_10 テン カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_07 なな カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_00 [He] ぜろ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_08 はち カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_01 [He] いち カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_09 きゅう カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_02 [He] に カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_jp_up_10 じゅう カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_03 [He] さん カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Last ラスト カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_04 [He] よん カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_01 ワンライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_05 [He] ご カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_02 ツーライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_06 [He] ろく カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_03 スリーライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_07 [He] なな カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_04 フォーライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_08 [He] はち カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_05 ファイブライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_09 [He] きゅう カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_06 シックスライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_10 [He] じゅう カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_07 セブンライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_from05to00 [He] ご、よん、さん、に、いち、ぜろ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_08 エイトライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_Helium_jp_down_from10to00 [He] じゅう、きゅう……いち、ぜろ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_09 ナインライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_00 ぜろ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Line_10 テンライン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_01 いち カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Nokori_10 残り10 カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_02 に カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Nokori_30 残り30 カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_03 さん カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Nokori_50 残り50 カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_04 よん カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Nokori_s10 残り10秒 カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_05 ご カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Nokori_s30 残り30秒 カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_06 ろく カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Nokori_s60 残り60秒 カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_07 なな カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Round_1 ラウンドワン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_08 はち カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Round_2 ラウンドツー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_09 きゅう カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Round_3 ラウンドスリー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_10 じゅう カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Round_4 ラウンドフォー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_from05to00 ご、よん、さん、に、いち、ぜろ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Round_5 ラウンドファイブ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_down_from10to00 じゅう、きゅう……いち、ぜろ カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Round_Final ファイナルラウンド カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_01 いち カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Speaker_Round_1 [館内放送] ラウンドワン カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_02 に カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Speaker_Round_2 [館内放送] ラウンドツー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_03 さん カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Speaker_Round_3 [館内放送] ラウンドスリー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_04 よん カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Speaker_Round_4 [館内放送] ラウンドフォー カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_05 ご カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Speaker_Round_5 [館内放送] ラウンドファイブ カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_06 ろく カウント KGV_Reika_Fujisawa_Count_Speaker_Round_Final [館内放送] ファイナルラウンド カウント

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_07 なな カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Hidari 左 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_08 はち カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Mae 前 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_09 きゅう カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Migi 右 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_jp_up_10 じゅう カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Naka 中 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Last ラスト カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Shita 下 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Nokori_10 残り10 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Ue 上 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Nokori_30 残り30 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_1_Ushiro 後ろ 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Nokori_50 残り50 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Hidari 左よ 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Nokori_s10 残り10秒 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Mae 前よ 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Nokori_s30 残り30秒 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Migi 右よ 方向

KGV_Mao_Komiya_Count_Nokori_s60 残り60秒 カウント KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Naka 中よ 方向

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Hidari 左 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Shita 下よ 方向

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Mae 前 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Ue 上よ 方向

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Migi 右 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Direction_2_Ushiro 後ろよ 方向

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Naka 中 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Draw ドロー 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Shita 下 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Fight ファイト 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Ue 上 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_GO ゴー 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_1_Ushiro 後ろ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_KO ケーオー 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Hidari 左よ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Lose ユールーズ 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Mae 前よ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Perfect パーフェクト 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Migi 右よ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Ready レディ？ 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Naka 中よ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_Draw [館内放送] ドロー 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Shita 下よ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_Fight [館内放送] ファイト 対戦ゲーム



Voice Actor : Mao Komiya Voice Actor : Pu Marui Voice Actor : Reika Fujisawa
File Name Words Category File Name Words Category File Name Words Category

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Ue 上よ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_GO [館内放送] ゴー 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Direction_2_Ushiro 後ろよ 方向 KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_KO [館内放送] ケーオー 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Lucky ラッキー パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_Lose [館内放送] ユールーズ 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Mode_BattleMode_1 バトルモード パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_Perfect [館内放送] パーフェクト 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Mode_BattleMode_2 バトルモード (強) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_Ready [館内放送] レディ 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Mode_ChanceTime チャンスタイム パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Speaker_Win [館内放送] ユーウィン 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Mode_Continue_1 継続 (強) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Fighting_Win ユーウィン 対戦ゲーム

KGV_Mao_Komiya_Mode_Continue_2 継続 (弱) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Gekiatsu_1 激アツ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Mode_ExtraStage エクストラステージ パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Gekiatsu_2 超激アツ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Mode_MusoMode 無双モード パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Janken_1Saishohagu 最初はグー じゃんけん

KGV_Mao_Komiya_Mode_RevengeMode リベンジモード パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Janken_2Janken じゃんけん じゃんけん

KGV_Mao_Komiya_Mode_SpecialChanceTime スペシャルチャンスタイム パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Janken_3Pon ぽん じゃんけん

KGV_Mao_Komiya_Mode_Start_1 突入 (強) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Janken_4choki チョキ じゃんけん

KGV_Mao_Komiya_Mode_Start_2 突入よ パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Janken_4gu グー じゃんけん

KGV_Mao_Komiya_Mode_Start_3 突入 (弱) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Janken_4pa パー じゃんけん

KGV_Mao_Komiya_Mode_SurvivalMode サバイバルモード パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Jeering_Madamadane まだまだね 咎め

KGV_Mao_Komiya_Mode_TansakuMode 探索モード パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Jeering_Moo もう 咎め

KGV_Mao_Komiya_Mode_UltraBattleMode ウルトラバトルモード パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Jeering_Naniyattenno なにやってんの 咎め

KGV_Mao_Komiya_P_Error_Door 扉が開いています パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Lucky ラッキー パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Error_Mantan 玉を抜いてください パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_BattleMode_1 バトルモード パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Hidariuchi_1 左打ちに戻してください パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_BattleMode_2 バトルモード (強) パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Hidariuchi_2 左打ちに戻してね パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_ChanceTime チャンスタイム パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Kakuhen 確率変動 パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_ExtraStage エクストラステージ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Migiuchi_1 右打ち パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_Kakuhen 確率変動 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Migiuchi_2 右打ちよ パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_MusoMode 無双モード パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_P_Migiuchi_3 右を狙って パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_RevengeMode リベンジモード パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Reach_1 リーチ パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_SpecialChanceTime スペシャルチャンスタイム パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Reach_2 リーチ (強) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_Start_1 突入 (強) パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Reach_Double ダブルリーチ パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_Start_2 突入よ パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Reach_Reverb_2 [+残響] リーチ (強) パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_Start_3 突入 パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Reach_Reverb_Double [+残響] ダブルリーチ パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_SurvivalMode サバイバルモード パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Slot_Bacchirine バッチリね パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_TansakuMode 探索モード パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Slot_Get ゲット パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_Mode_UltraBattleMode ウルトラバトルモード パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Slot_Kanpeki かんぺき パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_P_Error_Door 扉が開いています パチ/スロ

KGV_Mao_Komiya_Slot_Yooshi よーし パチ/スロ KGV_Reika_Fujisawa_P_Error_Mantan 玉を抜いてください パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Hidari_1 左打ちに戻してください パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Hidari_2 左打ちに戻してね パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Keizoku_1 継続 (強) パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Keizoku_2 継続 パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Migi_1 右打ち パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Migi_2 右打ちよ パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_P_Migi_3 右を狙って パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Bacchiri バッチリね 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Kanpeki かんぺき 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Sonochoshi その調子 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Sugoi すごい 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Sugoiwa すごいわ 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Yarujanai やるじゃない 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Yarune やるね 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Yokudekimashita よくできました 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Praise_Yoshi よーし 称賛

KGV_Reika_Fujisawa_Q_Continue コンティニュー？ 他

KGV_Reika_Fujisawa_Q_OK_1 オッケー？ 他

KGV_Reika_Fujisawa_Q_OK_2 オーケー？ 他

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Batsu ばつ クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Bubu ぶっぶー クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Dareda だーれだ？ クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Doreda どーれだ？ クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Korenanda これ、なーんだ？ クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Korenani これなーに？ クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Maru まる クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Oshii おしい クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Pinpon ピンポン クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Sagashitene 探してね クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Seikai_1 正解 (長) クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Seikai_2 正解 クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Seikaiha 正解は？ クイズ
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KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Zannen_1 残念 クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Quiz_Zannen_2 残念 (長) クイズ

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Don どん 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Finish フィニッシュ 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Hajime はじめ 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Ichinitsuite 位置について 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Shuryo 終了 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Sokomade そこまで 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Start_1 スタート 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Start_2 スタート (長) 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Time_over タイムオーバー 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Time_up タイムアップ 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Race_Yooi よーい 時間・競争

KGV_Reika_Fujisawa_Reach_1 リーチ パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_Reach_2 リーチ (長) パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_Reach_Double ダブルリーチ パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_RouletteStart ルーレット、スタート パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_Slot_Get ゲット パチ/スロ

KGV_Reika_Fujisawa_Timing_Atosukoshi あと少し タイミング

KGV_Reika_Fujisawa_Timing_Imayo 今よ タイミング

KGV_Reika_Fujisawa_Timing_Madayo まだよ タイミング

KGV_Reika_Fujisawa_Timing_Mochotto もうちょっと タイミング

KGV_Reika_Fujisawa_Timing_Motto_1 もっと (強) タイミング

KGV_Reika_Fujisawa_Timing_Motto_2 もっと タイミング


