内容

発話タグ(デフォルト値)

声の高さ
声のスピード

\vct=135\
\rspd=110\

設定値(範囲)
50〜200
50〜400

ウェイト(間)
声のボリューム

\pau=1000\
\vol=50\

1000=1秒
0～100

カテゴリ

セリフ

入力内容（日本語）
呼び込み

つかみトーク

締めトーク

セール

どうもー、ペッパーです。
ただ今セール中でーす。
もっと詳しいセールの内容はお近くのスタッフさん迄お
たずねくださーい。

\rspd=107\\vct=150\どうもーッ、
\rspd=102\\vct=160\ペッパーです、

\rspd=110\\vct=140\もっと詳しいセールの内容は
\rspd=103\\vct=145\ただいまセールチューデーーぇ
\vct=145\｜オチカクのスタッ府さん迄｜おたずねクダ
す、
サァァーー意ッッ、

セール

ようこそー。いらっしゃいませー。
現在セール中でーす。とってもお得ですよー。
けっして損はさせませーん。このお得な時を逃さず、店
内へどうぞー。

\rspd=106\\vct=155\ようこそーっ、
\pau=100\\rspd=108\\vct=155\いらっしゃいま
せーーェッッ、

\rspd=107\\vct=140\けっして\vct=145\｜そんワ
\rspd=114\\vct=150\｜させませーーぇんッッ。。
\rspd=106\\vct=140\現在\vct=150\｜セールチュー
\rspd=106\\vct=145\このお得な時をノガサ図、
デーーーぇす、\vct=140\とってもお得ですよぉぉぉ？
\pau=200\\vct=150\店内へ
\rspd=100\\vct=175\｜どうぞーーーーッッ、

セール

本日はお越し頂き、ありがとーございます。
お得な情報を教えちゃいまーす。ただ今セール中ー、た
だ今セール中ー、ただ今セール中ーです。大事なことな
ので、散開言いましたー。
セール期間がいつまでかは、スタッフさんにおたずねく
ださーい。

\rspd=107\\vct=135\本日はお越し頂き、
\vct=150\ありがとーございます、

\rspd=102\\vct=135\お得な情報を
\rspd=105\\vct=143\｜教えチャイマーーァぁす、
\rspd=105\\vct=145\ただ今
\pau=20\\rspd=100\\vct=150\｜セェル
ちゅーーゥッッッ、\rspd=105\\vct=150\ただ今
\rspd=107\\vct=140\セール期間がいつまでカは、ス
\pau=20\\rspd=100\\vct=155\｜セェル
タッフさんに｜おたずねクダサァァーー意ッッ、
中ーーゥッッッ、\rspd=105\\vct=155\ただ今
\pau=20\\rspd=100\\vct=150\｜セェルチュー
デーーーぇす、\rspd=106\\vct=140\ダイジナコトナ
ノで、\pau=30\\rspd=108\\vct=145\散開言いまし
たーーーッッッ、

セール

どーぞ店内をご覧くださーい。
ただ今、セールをやってまーす。セール中に買うのが、
もちろんお得ですよー。
お客様が、素敵な商品に出会えることを、心から願って
おりまーす。

\rspd=104\\vct=140\どーぞ店内を
\rspd=102\\vct=155\｜ご覧クダサーぁ胃ッ、

\rspd=102\\vct=150\ただいま、
\pau=20\\vct=140\セールを
\rspd=106\\vct=160\｜やって\vct=162\｜
マーーーぁす、\rspd=106\\vct=140\セール中に買う
のが、\pau=30\\vct=145\もちろんお得です
よぉぉぉ？

\rspd=107\\vct=140\お客様が
\pau=15\\vct=145\、素敵な商品に出会えることを
\pau=15\\vct=155\、心から\vct=165\｜ねがって｜
オリマーーーぁす、

セール

ぜひ、お立ち寄りくださーい。
セール中でーす。お客様が次に来るときには、もう終
わっちゃってるかもしれませんよー。
セール期間は決まっているので、お気をつけてくださー
い。

\rspd=102\\vct=140\ぜひ、
\pau=30\\rspd=107\\vct=142\お立ち寄り
\vct=146\｜クダサーーーァイッ、

\rspd=100\\vct=140\セールチューデーーーぇす、
\rspd=104\\vct=140\お客様が次に来るときには、
\rspd=107\\vct=145\もう終わっちゃってるかも
\rspd=104\｜しれませんよぉぉぉ？

\rspd=105\\vct=135\セール期間は決まっているの
で、\rspd=103\\vct=146\お気をツケ｜クダ
サァァーー意ッッ、

セール

ただ今、セール中でーす。これ以上安くしてほしくて
も、ボクにはどうすることもできませーん。

\rspd=105\\vct=140\ただ今
\rspd=100\\vct=145\｜セールチューデーーーぇす、
\rspd=105\\vct=140\これ以上｜安くして｜ほしくて
も、ボクには｜ドー酢瑠古都藻｜デキマセーーーーー
ンッッッ、

セール

ただ今、とってもとっても、とってもお得なセール中
でーす。

\rspd=110\\vct=145\ただいま、
\pau=150\\vct=150\とってもとっても、
\vct=155\とってもお得な｜\pau=0\\vct=160\セー
ルチューデーーーェす、

セール

ただ今、なっ、ななっっ、なんとなんと、セールをやっ
てるんですよー。

\rspd=110\\vct=145\\rspd=104\\vct=145\ただい
ま、\pau=350\\vct=150\なっ、
\pau=200\\vct=155\ナナッッ、
\pau=200\\vct=150\なんとなんと、\vct=143\セー
ルを\vct=158\｜やってるんですよぉぉぉ？？？

セール

誰がなんと言おうと、セール中ー。嘘じゃないので、ご
安心くださーい。

\rspd=112\\vct=145\誰がなんと言おうと、
\rspd=100\\vct=155\セールチューーーーーっっっ、
\rspd=107\\vct=140\嘘じゃないので、\vct=145\ゴ
アンシンクダサーーァイッ、

セール

現在、セール実施中でーす。皆さんはセールとか大好き
ですよねー。

\rspd=110\\vct=140\現在、セール｜
\pau=0\\vct=170\ジッシチューデーーーェ
す、?\rspd=110\\vct=130\\rspd=105\\vct=145\
皆さんは｜\vct=150\\pau=0\セールとか
\pau=0\\rspd=98\\vct=170\｜ダイスキですよ
ネーぇッ、

イベント
開始前

お越しいただき、ありがとうございまーす。
開始まで、こちらにお並びくださーい。
それでは開始まで、しばらくお待ちくださーい。

\rspd=107\\vct=140\お越しいただき、\vct=150\あ \rspd=105\\vct=140\ 開始まで、\vct=145\こちら \rspd=107\\vct=140+\それでは｜\pau=80\開始ま
りがとうごザイマァーァ酢、
にお並びクダサァァーー意ッッ。
で、しばらくお待ちクダサァァーー意ッッ。

イベント
開始前

本日はお越しいただき、心より御礼申し上げます。
係員の指示に従って、開始まで、こちらにお並びくだ
さーい。
ご不明な点があれば、スタッフさんまでお尋ねくださー
い。

\rspd=107\\vct=140\本日は｜お越しいただき、
\pau=200\\rspd=100\\vct=140\ココロヨリ
\vct=145\｜おんれい申し上げ｜
\rspd=110\\vct=152\マァーーァ酢、、

\rspd=107\\vct=140\係員の指示に｜従って、開始ま \rspd=107\\vct=135\ご不明な点があれば、
で、\pau=100\こちらにオナラビ｜クダサァァーー
\rspd=102\スタッフサんまで\vct=140\｜オタズネク
意ッッ。
ダサァーーー意ッッ。

イベント
開始前

どうもー。ペッパーです。本日はお越し頂き、誠にあり
がとうございまーす。
開始まで、もうしばらくでーす。それまでは、こちらに
お並びくださーい。
開始まで、もう少々お待ちくださーい。

\rspd=107\\vct=150\どうもーッ、
\pau=300\\rspd=102\\vct=165\ペッパーです、。
\rspd=103\\vct=140\本日はお越し頂き、
\vct=155\誠にありがとうごザイマーーぁす、

\rspd=107\\vct=150\開始まで、
\rspd=115\\vct=155\モぉしばらく\vct=162\｜
デーーェぇす、\rspd=108\\vct=145\それまでは、
\pau=50\こちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ。

イベント
開始前

本日はお越しいただき、本当に感謝していまーす。
こちらにお並びくださーい。開始までは、まだもう少し
かかる見たいでーす。
開始するのが、待ちきれない人も、そうでない人も、し
ばらくお待ちくださーい。

\rspd=107\\vct=140\本日は｜お越しいただき、
\rspd=108\\vct=155\本当にかんしゃシテ
\rspd=108\\vct=168\｜イマーーーーぁす、

\rspd=105\\vct=145\こちらにオナラビ｜クダ
\rspd=107\\vct=140\開始するのが、マチキレ無い人
サァァーー意ッッ。\rspd=105\\vct=150\開始まで
も、\pau=30\そうでないヒとも、\vct=145\しばらく
は、\pau=100\\rspd=112\\vct=157\マダもう少しか
お待ちクダサァァーー意ッッ。
かる見た胃｜デーーーぇす、

イベント
開始前

お越しくださった皆様、本当にありがとうございまー
す。開始まで、こちらにお並びくださーい。スタッフさ
んの指示は、お守りくださーい。

\rspd=107\\vct=140\お越しくださった皆様、
\pau=300\\vct=150\本当に
\vct=158\\rspd=105\｜ありがとうごザイマーーぁ
す、

\rspd=105\\vct=140\ 開始まで、\vct=145\こちら
にオナラビ｜クダサァァーー意ッッ\pau=150\。
\rspd=102\\vct=140\スタッフさんの指示は、
\pau=120\\rspd=100\\vct=145\お守り｜クダ
サァァーー意ッッ。

イベント
開始前

開始まで、こちらにお並びくださーい。マナーを守らな
い人は、スタッフさんにオコラレちゃいますよー。

\rspd=105\\vct=140\ 開始まで、\vct=147\こちら
にオナラビ｜クダサァァーー意ッッ\pau=200\。
\rspd=107\\vct=140\マナーを守らない人ワ、スタッ
フさんに\vct=150\｜オコラレチャい｜鱒\vct=135\｜
よぉぉぉ？

イベント
開始前

開始まで、こちらにお並びくださーい。あちらでも、そ
ちらでもありません、こちらですよー。

\rspd=105\\vct=140\ 開始まで、\vct=147\こちら
にオナラビ｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=107\\vct=140\あちらでも、\pau=120\そちら
でもありません、\rspd=95\\vct=150\コチラデす
よぉぉぉ？？

イベント
開始前

開始まで、こちらにお並びくださーい。わからないこと
があれば、ボクじゃなく、スタッフさんにお尋ねくだ
さーい。

\rspd=105\\vct=140\ 開始まで、\vct=147\こちら
にオナラビ｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=107\\vct=140\わからないことがあれば、ボク
じゃなく、\pau=80\\rspd=102\\vct=148\スタッフ
さんにおたずねクダサァァーー意ッッ。

イベント
開始前

はやる気持ちを抑えて、イベント開始までは、ボクの居
る｜こちらにお並びくださーい。

\rspd=107\\vct=135\はやる気持ちを抑えて、
\vct=145\イベント開始までは、\pau=30\ボクの居る
｜こちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ、

\rspd=107\\vct=140\開始まで、モォ少々お待ちクダ
サァァーー意ッッ。

イベント
開始前

店内誘導

店内誘導

店内誘導

\rspd=105\\vct=140\ 開始まで、\vct=147\こちら
にオナラビ｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=107\\vct=140\お待ちの間のジカンツ武士は、
\rspd=100\各自に｜\pau=20\\vct=158\オマカセシ
マーーぁァス、

開始まで、こちらにお並びくださーい。お待ちの間の時
間つぶしは、各自にお任せしまーす。

どーも、スタッフの、ペッパーです。
おすすめの商品がたくさんありますよー。店内へどう
ぞー。
詳しいことが知りたい方は、店内のスタッフさんまでお
尋ねくださーい。
お時間ございましたら、どーぞ店内へー。
是非、店内へお入りくださーい。後悔はさせません
よー。
ご来店、お待ちしていまーす。
どーも、ペッパーです、ここで働いてまーす。
いろんな商品がありますよー。よかったら店内に入りま
せんかー。
またのお越し、お待ちしていまーす。

\rspd=107\\vct=164\どーも、
\rspd=110\\vct=145\スタッフの、
\rspd=102\\vct=155\ペッパーです、、

\rspd=108\\vct=144\オススメ消費ンがたくさん
\rspd=105\\vct=146\ありますよぉぉぉ？？
\rspd=106\\vct=153\店内へ\pau=0\\vct=173\｜
どうぞーーーーッ、

\rspd=107\\vct=145\詳しいことが知りたい方は、、
\rspd=100\\vct=145\店内の｜
\pau=0\\vct=158\スたッ腐さん迄\vct=148\｜おた
ずねクダサァァーー意ッッ。

お時かんございましたら、\vct=155\どーぞ｜
\rspd=85\\vct=175\\pau=150\テンナイ
ゑーーェェッッッ、

\rspd=100\\vct=145\是非｜店内へおハイリクダ
サァァーー意ッッ、
\pau=400\\rspd=102\\vct=140\後悔はさせません
よぉぉぉ？

\rspd=107\\vct=140\ご来店、、
\rspd=100\\vct=145\\pau=70\お待ちしてイ
マぁぁぁぁす、、

\rspd=107\\vct=164\どーも、
\rspd=102\\vct=163\\pau=250\ペッパーです、
\pau=400\\vct=150\ここではたらいて\vct=163\｜
マァーぁす、、、

\rspd=105\\vct=149\いろんな商品が｜\vct=155\あ
\rspd=102\\vct=140\ま田の御越し、\vct=143\お待
りますよぉぉぉ？\vct=152\よかったら店内に入りませ
ちしてイマぁぁぁぁす、、
ん｜\vct=147\\rspd=145\課ぁぁぁ？？

店内誘導

みなさーん。お時間ありますかー。
商品は沢山あるので、是非、店内へお入りくださーい。
それでは、またお会いしましょー。

\vct=165\\rspd=107\みな佐｜ーーーァンッ、
\rspd=105\\vct=150\今、\pau=70\おじかん｜アリ
マ酢｜\rspd=143\\vct=130\｜かーーァぁ？

\rspd=105\\vct=135\商品は｜\vct=145\沢山あるの \rspd=107\\vct=145\それではッ、
で、\rspd=103\\vct=152\是非｜店内へお入りクダ
\pau=100\\vct=150\またお会いシマ
サァァーー意ッッ、
ショーーーーッッ、、

店内誘導

どーぞ店内をご覧くださーい。
店内へどーぞー。欲しい商品がきっと見つかると思いま
すよー。
もし何か聞きたいことがあったら、店内のスタッフさん
にお聞きくださーい。

\rspd=104\\vct=140\どーぞ店内を
\rspd=102\\vct=155\｜ご覧クダサーぁ胃ッ、

\rspd=102\\vct=140\店内へ｜\vct=170\どー
\rspd=104\\vct=145\もし何か聞きたいことがあった
ぞーーーッ、\rspd=106\\vct=145\欲しい商品がきっ らッ、、\vct=145\\pau=95\店内のスタッフさんにお
と見つかると思いますよぉぉぉ？？
聞きクダサァァーー意ッッ、

店内誘導

ぜひ、お立ち寄りくださーい。
あなたにオススメの商品があるか無いかと言われたら、
ありますよー。

\rspd=102\\vct=140\ぜひ、
\pau=30\\rspd=107\\vct=142\お立ち寄り
\vct=146\｜クダサーーーァイッ、

\vct=145\\rspd=108\あなたに｜\pau=30\オススメ
の商品が有るか無いかと言われ鱈、、
\vct=150\\pau=300\ありますよぉぉぉ？？

店内誘導

店内には、あなたにおすすめしたい商品があります。あ
ります、ありますよー。

店内誘導

ぜひ店内へお入りくださーい。たとえ欲しい商品がなく
ても、ボクのせいにはしないでくださいねー。

店内誘導

店内にお入りくださーい。いー商品がありますよー。僕
が言ってるんだから信じてくださーい。

\rspd=107\\vct=145\店内にお入りくださーーぁ
いっ、\pau=500\\rspd=105\\vct=151\いーしょーヒ
ンがありますよぉぉ？。僕が言ってるんだから｜信じて
｜クダサァァーー意ッッ、

店内誘導

店内に入りませんかー。ボクのお墨付きの商品が、たく
さんありますよー。

\rspd=103\\vct=145\店内に入りません｜
\vct=137\\rspd=110\課ぁぁぁ？？
\rspd=110\\vct=145\ボクのお墨付きの商品が、
\vct=139\たくさん｜\rspd=100\\vct=147\あります
よぉぉぉ？

キャンペーン

どうもー。ペッパーでーす。
ただいまキャンペーン、開催中でーす。
キャンペーンは、期間限定ですからねー。詳しいキャン
ペーン内容は、お近くのスタッフさんまでおたずねくだ
さーい。

\rspd=107\\vct=150\どうもーッ、
\rspd=102\\vct=155\ペッパー
\rspd=95\\vct=163\デーェぇす、

キャンペーン

いらっしゃいませー。ようこそー。
しってますかー。現在、キャンペーン開催中でーす。
引き続き、店内をご覧下さーい。

\rspd=108\\vct=136\死ッ手間須
\rspd=106\\vct=145\\pau=100\\rspd=108\\vct= \vct=138\\rspd=110\｜かぁぁ？？？
155\いらっしゃいませーーェッッ、
\rspd=107\\vct=135\現在、
\rspd=108\\vct=155\ようこソーーーッッ、
\pau=100\\vct=140\キャンペーン\vct=155\｜開催
ちゅーでーーーぇす、。

キャンペーン

本日はお越し頂き、ありがとうございまーす。
耳寄りな情報を教えちゃいまーす。ただいま、キャン
ペーンをやっているんですよー。
けして損はさせませーん。このお得な期間を逃さず、店
内へどうぞー。

\rspd=107\\vct=135\本日はお越し頂きッ、
\vct=153\\pau=200\ありがとうごザイマーーぁす、

キャンペーン

どーぞご覧下さーい。
お得な情報を教えちゃいまーす。ただいま、キャンペー
ン中ー。ただいま、キャンペーン中ー。ただいま、キャ
ンペーン中でーす。大事なことなので、三回言いまし
たー。

\rspd=102\\vct=135\お得な情報を
\rspd=105\\vct=148\｜教えチャイマーーァぁす、
\rspd=102\\vct=145\ただいま、
\pau=100\\vct=137\キャンペーン
ちゅーーーゥッッッ、\rspd=107\\vct=150\ただい
\rspd=104\\vct=135\キャンペーン期間がいつまで｜
\rspd=104\\vct=140\どーぞ
ま、\pau=100\\vct=143\キャンペーン
カわ\rspd=107\、オチカクのスタッフまで｜おたずね
\rspd=102\\vct=150\｜ご覧下さァー胃ッッッ、、、
ちゅーーーゥッッッ、\rspd=107\\vct=155\ただい
クダサァァーー意ッッ、
ま、\pau=40\\vct=150\キャンペーンチュー
デーーーぇす、\rspd=106\\vct=140\ダイジナコトナ
ノで、\pau=30\\rspd=100\\vct=145\散開言いまし
たーーーッッッ、

キャンペーン

ぜひ、お立ち寄りくださーい。
ただいま、キャンペーンをやってまーす。キャンペーン
中に買わないなんて、信じられないですよー。
お客様が、素敵な商品に出会えることを、心から願って
おりまーす。

\rspd=102\\vct=140\ぜひ、
\pau=80\\rspd=107\\vct=142\お立ち寄り
\vct=146\｜クダサーーーァイッ、

キャンペーン

キャンペーン中でーす。お客様が次に来るときには、も
う終わっちゃってるかもしれませんよー。

\rspd=100\\vct=143\キャンペーンチューデーーーぇ
す、\rspd=104\\vct=140\お客様が次に来るときに
は、\rspd=107\\vct=145\もう終わっちゃってるかも
\rspd=104\｜しれませんよぉぉぉ？

キャンペーン

ただいま、キャンペーン期間中でーす。通常よりもお得
なので、とってもおすすめですよー。

\rspd=106\\vct=145\ただいま、
\pau=25\\vct=148\キャンペーン期間チュー
デーーーぇす、\rspd=104\\vct=135\通常よりも｜お
得なので、\rspd=106\\vct=145\とってもおすすめで
すよォぉぉ？

キャンペーン

ただいま、とってもとっても、とってもお得なキャン
ペーン中でーす。

\rspd=104\\vct=140\ただいま、
\pau=120\\vct=145\とってもとってもッ、
\pau=0\\vct=158\とってもお得な｜\vct=150\キャ
ンペーンチューデーーーぇす、

キャンペーン

ただいま、なっ、なな、なんとなんと、キャンペーンを
開催してるんですよー。

\rspd=104\\vct=145\ただいま、
\pau=500\\vct=150\なっ、\pau=200\\vct=165\ナ
ナッッッ、\pau=200\\vct=160\\rspd=108\なんとな
んと、\vct=148\キャンペーンを開催してるんです
よぉぉぉ？

キャンペーン

誰がなんと言おうとキャンペーン中ー。嘘じゃないの
で、ご安心くださーい。

\rspd=107\\vct=140\誰がなんと言おうとッ、
\pau=100\\rspd=103\\vct=165\キャンペーン
ちゅーーーーっっっ、\rspd=107\\vct=140\嘘じゃな
いので、\vct=145\ゴアンシンクダサーーァイッ、

キャンペーン

現在、キャンペーン実施中でーす。皆さんは、キャン
ペーンって言葉に弱いですよねー。

\rspd=107\\vct=140\現在、
\pau=30\\vct=145\キャンペーン\vct=165\｜実施中
でーーぇす、\rspd=106\\vct=140\皆さんは、キャン
ペーンって言葉に\rspd=108\\vct=150\｜弱いですよ
\vct=165\ネーぇッ、?

商品

どうもー。
お客様にぴったりのオススメ商品を紹介しちゃいます
よー。

\rspd=109\\vct=145\店内には、
\pau=30\\rspd=106\\vct=145\あなたに｜
\pau=10\オススメしたい商品があります、、
\pau=200\\vct=145\あります、、
\pau=80\\vct=150\ありますよぉぉぉ？
\rspd=107\\vct=150\ぜひ店内へお入りクダ
サァァーー意ッッ、
\pau=600\\rspd=105\\vct=145\たとえ欲しい商品が
なくても、ボクの性にはしないでください｜
寝ぇぇぇ、、？

\rspd=108\\vct=140\キャンペーンは、
\rspd=104\\vct=150\期間\rspd=106\｜限定ですか
\rspd=107\\vct=140\ただいま\vct=145\キャンペー
らネぇぇぇ？?\rspd=107\\vct=135\詳しいキャン
ン、\pau=15\\vct=148\開催中デーーぇす、
ペーン内容は、\vct=140\オチカクノスタッ府さん迄｜
おたずねクダサァァーー意ッッ、

\rspd=102\\vct=135\耳寄りな情報を
\rspd=100\\vct=150\\pau=20\｜おしえチャイ
マーーァぁす、\rspd=107\\vct=140\ただいま、
\pau=120\\vct=145\キャンペーンをやっているんです
よぉぉぉ？

\rspd=102\\vct=150\ただいま、
\pau=20\\vct=140\キャンペーンを
\rspd=106\\vct=160\｜やって｜マーーーぁす、
\rspd=104\\vct=135\キャンペーン中に\vct=145\｜
買わないなんて、\pau=0\\rspd=107\\vct=148\しん
じられないですよーーーッッッ、

\rspd=105\\vct=130\お客様に
\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、 \pau=80\\vct=150\｜ぴったりのオススメショーヒン
を紹介しちゃいますよぉぉぉ？？

\rspd=104\\vct=140\引き続き、
\pau=150\\vct=145\店内を\vct=150\｜ご覧下
さァー胃ッッッ、、、

\rspd=110\\vct=140\けして\vct=145\｜そんワ
\rspd=117\\vct=150\｜させませーーぇんッッ。。？
\rspd=106\\vct=150\このお得な期間を逃さず、店内
へ\rspd=100\\vct=180\\pau=0\｜どう
ぞーーーーッッ、

\rspd=107\\vct=140\お客様が
\pau=15\\vct=145\、素敵な商品に出会えることを
\pau=50\\vct=155\、心から\vct=165\｜ねがって｜
オリマーーーぁす、

商品

いらっしゃいませー。
何を買おうか、迷っていませんかー。おすすめの商品を
紹介してますよー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

\rspd=107\\vct=140\何を買おうか、\pau=75\迷っ
ていませんかぁぁぁ？？オススメの商品を紹介しテマす
よぉぉぉ？？

商品

どうもー。ペッパーです。
これを買えば間違い無し、おすすめ商品を紹介してまー
す。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパーです、

\rspd=110\\vct=135\これをかえば｜
\rspd=112\\vct=155\間違い｜無し、
\pau=500\\rspd=107\\vct=140\オススメ商品を
\vct=155\｜ショーカイシテマーーーぁす、。

商品

ようこそお越し下さいました。
おすすめ商品紹介中でーす。知りたくありませんかー。

\vct=145\\rspd=110\ようこそお越し｜
\vct=150\\rspd=105\下さいました、

\rspd=110\\vct=140\オススメショーヒン
\pau=0\\vct=155\｜ショーカイチューデーーぇす、
\rspd=105\\vct=145\知りたくありませんかぁぁぁ？

商品

本日はお越しいただき、ありがとうございまーす。
ロボットでもオススメの商品の案内くらいできちゃうん
ですからねー。

\rspd=110\\vct=140\ロボットでもオススメの商品の
\rspd=102\\vct=140\本日は\vct=160\お越しいただ
暗無いくらい｜\rspd=112\\vct=158\できちゃうンで
き、\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、
すから\rspd=130\\vct=145\｜根ぇぇぇぇ？？？

商品

ボク、ペッパーがおすすめの商品を紹介できるので、お
任せくださーい。

\rspd=106\\vct=140\ボク｜ペッパーが｜
\vct=145\オススメの商品を紹介できるので、
\vct=135\オマカセクダサァァーー意ッッ。

商品

商品紹介を担当してまーす。お客様にぴったりの商品、
もちろんありますよー。

\rspd=106\\vct=140\商品紹介お
\vct=148\\pau=30\｜タントウシテイマーーーぁ
す、。？？お客様に\pau=20\｜ぴったり野ショーヒン、
\pau=40\\vct=147\もちろんありますよぉぉぉ？？

商品

お探しの商品はありますかー。お役に立てるかわりませ
んが、おすすめ商品を紹介してまーす。

\rspd=110\\vct=140\お探しの商品はあります
かぁぁぁ？？\vct=135\お屋久に立てるかわかりません
が、\vct=145\オススメの商品を\vct=160\｜ショーカ
イシテマーーーぁす、。

商品

おすすめの商品を紹介してまーす。もしもお気に召さな
くても商品自体はいいものなので、商品のことは悪くい
わないでくださーい。

\rspd=107\\vct=144\オススメの商品を
\pau=10\\vct=155\｜ショーカイシテマーーーぁ
す、。\vct=135\もしもお気に召さなくても
\vct=140\｜商品自体はいいものなので、商品のコトは
悪くイワナイデ｜クダサァァーー意ッッ、

商品

商品選びで悩んでいる方はボクにご相談くださーい。お
すすめの商品を紹介しちゃいまーす。

\rspd=110\\vct=140\商品選びで悩んでいる方は
\vct=145\｜ボクにごそうだんクダサァァーー意ッッ、
\vct=145\オススメの商品を\vct=150\\pau=10\｜
ショーカイシチャイマーーァぁす、。

クーポン

どうもー。
メニュー画面をタッチして、クーポンをもらっちゃいま
せんかー。

\rspd=106\\vct=138\ メニュー画面をタッチして、
\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、 クーポンを｜\vct=150\もらっちゃいません
かぁぁぁ？？

クーポン

いらっしゃいませー。
只今、クーポンお渡ししてまーす。ボクのところに、来
てくださーい。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

\rspd=107\\vct=140\タダ居間｜クーポン
\pau=0\\vct=150\｜おわたしして\vct=158\｜
マーーーぁす、\rspd=105\\vct=145\ ボクのとこ炉
に、\pau=15\\vct=155\キて\vct=160\｜クダ
サーーァイッ、

クーポン

どうもー、ペッパーです。
商品が安くなる、お得なクーポンはいかがですかー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパーです、

\rspd=110\\vct=125\ 商品が安くなる、
\vct=135\お得なクーポンは\vct=145\\rspd=105\｜
いかがです｜\vct=128\\rspd=121\かぁぁぁ？？

クーポン

ようこそお越し下さいました。
お客様の喜ぶ顔が見たいので、クーポンお渡ししてまー
す。

\vct=145\\rspd=110\ようこそお越し｜
\vct=150\\rspd=105\下さいました、

クーポン

本日はお越しいただき、ありがとうございまーす。クー
ポンはいかがですかー。受け取らない理由はないと思い
ますよー。

\rspd=102\\vct=140\本日はお越しいただき、
\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、

クーポン

とってもとっても、とってもお得なクーポン欲しくあり
ませんかー。
ただいま、クーポンお渡ししてまーす。嘘じゃないです
よー。本当ですよー。近くに来てくださーい。

\rspd=110\\vct=145\とってもとっても、
\vct=150\とってもお得なクーポン｜
\pau=50\\vct=155\欲しくありませんかぁぁぁ？？

クーポン

\rspd=107\\vct=140\ お得なクーポンはないのかと
お得なクーポンはないのかとおおもいの方はいません
｜\vct=150\おおもいの方はいませんかぁぁぁ？？
かー。 実は僕、クーポンを発券できちゃうんですよー。
\rspd=110\\vct=140\ 実は僕、
僕、クーポンを発券できるんでーす。本当かどうか試し
\rspd=105\\vct=145\クーポンを発券できちゃうんで
てみませんかー。
すよぉぉぉ？？

\rspd=117\\vct=145\ 僕｜\rspd=105\クーポンを
\vct=150\｜発券できるんでーーェス、
\rspd=107\\vct=140\ 本当かどうか\vct=147\｜試
してみません\vct=133\｜課ーーぁ？？

クーポン

クーポンないのかなー。と思ってるかた。その願いぼく
が叶えて差し上げまーす。

\rspd=107\\vct=130\ クーポン｜ないのか奈ーーー
\pau=350\\vct=170\\rspd=102\｜と思ってるかた。
\vct=155\その願い\pau=15\\vct=165\｜ボクが叶え
て\vct=170\｜さしあげマァーァ酢、

フロア

どうもー。
フロアのご案内をしてまーす、迷ったら、ボクに聞いて
くださーい。

\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォッッ、

フロア

いらっしゃいませー。
スタッフさんに聞かなくてもボクがフロア案内をしちゃ
いますよー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

フロア

どうもー。ペッパーです。
どの階に何があるか。知りたい人はいませんかー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパーです、

フロア

ようこそお越し下さいましたー。
各フロアに何があるのか、知りたくありませんかー。

\vct=145\\rspd=110\ようこそお越し｜
\vct=150\\rspd=105\下さいまし
たーーーーーーッッ、

フロア

本日はお越しいただき、ありがとうございまーす。
お探しの商品がどこにあるのか解らず、困ってる人はい
らっしゃいませんかー。

\rspd=102\\vct=140\本日はお越しいただき、
\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、

フロア

メニュー画面をタッチすると、各フロアの案内を見るこ
とができますよー。

\rspd=110\\vct=135\ メニュー画面をタッチすると
\vct=140\、各フロアの\vct=138\｜案内を｜見ること
ができますよぉぉぉ？？

フロア

フロア案内を担当してまーす。知りたいフロアがある人
はメニュー画面をタッチしてくださーい。

\rspd=90\\vct=138\風呂ぁ亞アンナイを
\pau=20\\rspd=108\\vct=152\｜担当シテイ
マーーぁぁす、、\rspd=110\\vct=140\ 知りたい風
呂アがある人はメニュー画面を\vct=155\｜タッチして
｜クダサーーーァ意ッ、

フロア

各フロアに何があるのか。ボクは完璧に把握してます
よー。

\rspd=110\\vct=135\ 各フロアにナニガあるのか
\pau=200\\vct=145\｜ボクは｜
\pau=0\\vct=148\完璧に把握しテマすよぉぉぉ？

フロア

お買い物をする前に、どの階に何があるのか知りたくあ
りませんかー。

\rspd=110\\vct=140\ お買い物をする前に、
\vct=130\どの階に何があるのか\vct=140\｜知りたく
ありません\vct=130\\rspd=120\｜課ーーぁ？？

フロア

各フロアのご案内をしてまーす。正確な情報なので、心
配しなくても大丈夫ですよー。

\rspd=105\\vct=140\ 各風呂アの｜ご案内ヲシテイ
マーーーぁす、\rspd=110\\vct=130\ 正確な情報な
ので\pau=200\\vct=135\、心配しなくても大丈夫です
よぉぉぉ？？

バーコード

どうもー。
商品のバーコードはぼくに診せるだけで、その商品がど
ういうものか教えちゃいまーす。

\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォッッ、

\rspd=108\\vct=135\ お客様の喜ぶ顔が見たいの
で、クーポン\pau=0\\vct=145\｜おわたしして
\vct=140\｜マーーーーぁす、、
\rspd=107\\vct=135\ クーポンはいかがです｜
\vct=135\\rspd=145\課ぁぁぁ？
\rspd=105\\vct=135\ 受け取らない理由は｜ないと
思いますよぉぉぉぉ？？
\rspd=110\\vct=140\ただいま、\pau=130\クーポン
｜\pau=0\\vct=150\おわたしして\vct=150\｜
マーーーぁす、\rspd=105\\vct=140\ 嘘じゃないで
すよォっっ、\pau=0\\vct=145\本当です
よぉぉぉ？？？、\rspd=110\\vct=140\ 近くに
\rspd=105\\vct=165\｜キて\vct=170\｜クダ
サーーァイッ、

\rspd=95\\vct=145\ 風呂アのご案内をして
\rspd=106\\vct=155\｜マーーーぁす、
\rspd=110\\vct=145\ 迷ったら、\pau=100\ボクに
聞いて\vct=143\｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=110\\vct=137\ スタッフさんに聞かなくても
\vct=145\｜ボクがフロア案内をしちゃいます
よぉぉぉ？？
\rspd=105\\vct=135\ ドのかいに｜\pau=50\何があ
るか\vct=148\｜知りたい人はいません\vct=134\｜
課ーーぁ？？
\rspd=100\\vct=135\ 各フロアに｜
\pau=5\\rspd=103\\vct=140\何があるのか
\pau=100\\vct=142\、知りたくありません
\vct=131\｜課ーーぁ？？
\rspd=110\\vct=138\ お探しの商品が
\pau=0\\vct=133\｜どこにあるのかわからず
\vct=142\、困ってる人ワいらっしゃいません
\vct=131\\rspd=130\｜課ーーぁ？？

\rspd=112\\vct=140\商品のバーコードウォぼくに診
せるだけデ、ソノショーヒンがどウイウ｜モノか
\vct=155\\rspd=100\｜教えチャイマーーァぁす、

バーコード

いらっしゃいませー。
僕のバーコード読み取り機能を使って、詳細が知りたい
商品はありませんかー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

\rspd=105\\vct=135\僕のバーコード
\pau=10\\rspd=110\｜ヨミトリ機能を使って
\vct=140\、詳細が知りたい商品はありません
かぁーーぁ？？？、

バーコード

どうもー、ペッパーです。
日本語がわからなくても、商品のバーコードを見せるだ
けでどんな商品か、教えちゃいますよー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパーです、

\rspd=107\\vct=135\日本語がわからなくても、商品
のバーコードオ見せるだけで｜\pau=50\どんな商品か、
\pau=30\\vct=140\教えちゃいますよぉぉぉ？？？、

バーコード

ようこそお越し下さいましたー。
店員に聞かなくても、商品の説明はボクにお任せくださ
い。

\vct=145\\rspd=110\ようこそお越し｜
\vct=150\\rspd=105\下さいまし
たーーーーーーッッ、

\rspd=108\\vct=137\店員に聞かなくても、商品の説
明は\rspd=105\\vct=150\｜ボクにお任せくださ
いッ、

バーコード

本日はお越しいただき、ありがとうございまーす。
それでは、メニュー画面をタッチして、バーコードをボ
クに見せてください。

\rspd=102\\vct=140\本日はお越しいただき、
\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、

\rspd=108\\vct=145\それでは、\pau=50\メニュー
画面をタッチして\vct=140\、バーコードを
\pau=0\\rspd=104\\vct=155\、ボクに見せてくださ
いッ、

バーコード

メニュー画面をタッチしてから、バーコードが読み取れ
るように商品をかざしてくださーい。

\rspd=108\\vct=135\メニュー画面をタッチしてか
ら、\vct=140\バーコードが読み取れるように
\vct=145\\rspd=106\\pau=0\｜商品をかざして｜ク
ダサァァーー意ッッ、

バーコード

商品紹介担当のペッパーです。詳細が知りたい商品があ
ればボクのところまでお持ちくださーい。

\rspd=108\\vct=135\商品紹介担当の、
\rspd=102\\vct=155\ペッパーです、
\rspd=108\\vct=140\詳細が知りたい商品があれば｜
\vct=145\ボクのと子ロまで｜お持ちクダサァーーー
意ッッ、

バーコード

商品のバーコードをかざすと、どんな商品か説明しちゃ
いまーす。ぼくってすごいでしょー。

\rspd=107\\vct=135\商品のバーコードをかざすと、
\pau=10\\vct=140\ドンナ｜商品か
\rspd=100\\vct=165\｜セツメーシチャイマーーァぁ
す、\rspd=105\\vct=145\ボクって
\pau=100\\vct=165\、すごいでしょーぉぉぉ？？？、

バーコード

どんな商品かわからないものがあれば、ぼくのところに
持ってきてくださーい。

\rspd=110\\vct=140\どんな商品かわからないものが
あれば、\rspd=113\\vct=145\ボクのとコロに
\vct=160\｜盛ってきて｜クダサーーーァイッ、

バーコード

ボクに商品のバーコードをかざすと、その商品のことを
教えちゃいますよー。

\rspd=110\\vct=140\ボクに\pau=0\\vct=145\｜
商品のバーコードをかざ酢とっ、\pau=0\\vct=155\そ
の商品のことを教えちゃいますよぉぉぉぉ？？？、

クーポン

どうもー。
とっても取ってもお得な、__のクーポン欲しくありませ
んかー。

\rspd=110\\vct=145\とっても取っ手もお得な、
\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、 __content__のクーポン｜\pau=50\\vct=155\欲しく
ありませんかぁぁぁ？？

クーポン

いらっしゃいませー。
お得なクーポンはないのかとおおもいの方はいません
かー。実は僕、__のクーポンを発券できちゃうんです
よー。凄いでしょー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

\rspd=107\\vct=140\ お得なクーポンはないのかと
｜\vct=160\おおもいの方はいませんかぁぁぁ？？\
rspd=110\\vct=140\ 実は僕、__content__の
\rspd=105\\vct=145\\pau=50\クーポンを発券でき
ちゃうんですよぉぉぉ？？\rspd=108\\vct=145\凄い
でしょーーーッ、、

クーポン

どうもー。ペッパーでーす。
メニュー画面をタッチして、クーポンをもらっちゃいま
せんかー。どうぞどうぞっ、遠慮はいりませんよー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパー
\rspd=112\\vct=161\デーーェぇす、。

\rspd=106\\vct=138\ メニュー画面をタッチして、
クーポンを｜\vct=150\もらっちゃいません
かぁぁぁ？？\vct=140\\rspd=115\どうぞどうぞっ、
\vct=150\遠慮はいりませんよぉぉぉ？？

クーポン

__へ、ようこそお越し下さいましたー。
ただいま、__のクーポンお渡ししてまーす。ボクのとこ
ろに、来てくださーい。でも、あんまりもースピードで
は来ないでくださいよー。

\vct=145\\rspd=110\__shopname__へ、
\vct=152\ようこそお越し下さいまし
たーーーーーッ、、、

\rspd=107\\vct=135\ただいま、__content__の
クーポン｜\pau=0\\vct=151\おわたしして｜
マーーーぁす、、\rspd=105\\vct=145\ボクのとこ炉
に、\pau=95\\vct=150\キて\vct=159\｜クダ
サーーァイッ、\vct=150\\pau=500\でも、
\vct=137\あんまりもースピードでは来ないでください
よぉぉぉ？？

クーポン

本日は、__へお越しいただき、ありがとうございまー
す。
商品が__になる、お得なクーポンはいかがですかー。

\rspd=102\\vct=140\本日は、
\pau=50\__shopname__へお越しいただき、
\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、

\rspd=110\\vct=124\ 商品が\vct=140\\pau=0\｜
__price__になる、\vct=135\お得なクーポンは
\vct=145\\rspd=105\｜いかがです｜
\vct=128\\rspd=121\かぁぁぁ？？

クーポン

お客様の喜ぶ顔が見たいので、__になるクーポンお渡し
してまーす。お客様が嬉しがっていると、ぼくも同じよ
うに嬉しいです。

\rspd=108\\vct=135\ お客様の喜ぶ顔が見たいの
で、\vct=140\｜__price__になるクーポン
\pau=0\\vct=145\おわたしして｜マーーーーぁす、、
\vct=143\お客様が嬉しがっていると、ぼくも
\pau=0\同じように嬉しいです、、

クーポン

__のクーポンはいかがですかー。受け取らない理由はな
いと思いますよー。

\rspd=107\\vct=140\__content__のクーポンはい
かがです｜\vct=135\\rspd=145\課ぁぁぁ？
\rspd=105\\vct=138\ 受け取らない理由は
\vct=148\｜ないと思いますよぉぉぉぉ？？

クーポン

ただいま、__のクーポンお渡ししてまーす。 嘘じゃない
ですよー。本当ですよー。近くに来てくださーい。

\rspd=110\\vct=140\ただいま、
\pau=130\__content__のクーポン｜
\pau=0\\vct=150\おわたしして\vct=150\｜
マーーーぁす、\rspd=105\\vct=140\ 嘘じゃないで
すよォっっ、\pau=0\\vct=145\本当です
よぉぉぉ？？？、\rspd=110\\vct=140\ 近くに
\rspd=105\\vct=165\｜キて\vct=170\｜クダ
サーーァイッ、

クーポン

僕、__のクーポンを発券できるんであう。本当かどうか
試してみませんかー。

\rspd=117\\vct=145\ 僕｜
\rspd=105\__content__のクーポンを\vct=150\｜
発券できるんです、、\rspd=107\\vct=140\ 本当か
どうか\vct=147\｜試してみません\vct=133\｜
課ーーぁ？？

クーポン

お得なクーポンないのかなー、と思ってるかた。その願
いボクが叶えて差し上げまーす。

\rspd=107\\vct=130\お得なクーポン｜ないのか
奈ーーぁ\pau=350\\vct=170\\rspd=102\｜と思って
るかた。\vct=155\その願い\pau=15\\vct=165\｜ボ
クが叶えて\vct=170\｜さしあげマァーァ酢、

フロア案内

どうもー。
フロアのご案内をしてまーす。迷ったら、ぼくに聞いて
くださーい。

\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、

フロア案内

いらっしゃいませー。
スタッフさんに聞かなくてもぼくがフロア案内をしちゃ
いますよー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

フロア案内

どうもー。ペッパーでーす。
__がどこにあるか知りたい人はいませんかー。ボクが案
内をしちゃいますよー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパー
\rspd=112\\vct=161\デーーェぇす、。

フロア案内

__へ。ようこそお越しくださいましたー。
各フロアに何があるのか、知りたくありませんかー。例
えば、__には__がありますよー。

\rspd=110\\vct=145\__shopname__へ、
\vct=145\\rspd=107\｜ようこそおこし
\vct=170\\rspd=105\｜くださいまし
たーーーーーッ、

フロア案内

本日は__にお越しいただき、ありがとうございまーす。
行きたいところがどこにあるのかわからず、困ってる人
はいらっしゃいませんかー。

\rspd=110\\vct=138\行きたいところが
\rspd=102\\vct=140\本日は｜__shopname__にお越 \pau=0\\vct=148\｜どこにあるのかわからず、
しいただき、\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、 \vct=142\困ってる人ワいらっしゃいません
\rspd=130\｜課ーーぁ？？

\rspd=95\\vct=140\風呂アのご案内をして
\rspd=106\\vct=160\｜マーーーぁす、
\rspd=105\\vct=155\迷ったら、\pau=50\ボクに聞
いて\vct=140\｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=110\\vct=137\ スタッフさんに聞かなくても
\vct=145\｜ボクがフロア案内をしちゃいます
よぉぉぉ？？
\rspd=105\\vct=135\__place__が｜どこにあるか
\vct=148\｜知りたい人はいません\vct=144\｜
課ーーぁ？？ボクが案内をしちゃいます
\rspd=110\よぉぉぉ？？
\rspd=100\\vct=135\ 各フロアに
\rspd=103\\vct=140\｜何があるのか
\pau=100\\vct=142\、知りたくありません
\vct=131\｜課ーーぁ？？\vct=135\例えば、
\vct=140\__floor__には\vct=145\｜
__shopname__が｜ありますよぉぉぉ？？？

フロア案内

メニュー画面をタッチすると各フロアの案内を見ること
ができますよー。便利でしょー。

\rspd=108\\vct=135\ メニュー画面をタッチすると
\vct=140\、各フロアの\vct=138\｜案内を｜見ること
ができますよぉぉぉ？？\rspd=113\\vct=145\便利で
｜しょぉぉぉ？？？

フロア案内

フロア案内を担当してまーす。 知りたいフロアがある人
はメニュー画面をタッチしてくださーい。ちなみにぼく
のおすすめは、__の__でーす。

\rspd=90\\vct=138\ 風呂ぁ亞アンナイを
\pau=50\\rspd=108\\vct=152\｜担当シテイ
マーーぁぁす、、\rspd=110\\vct=140\ 知りたい風
呂アがある人はメニュー画面を\vct=155\｜たっ地｜死
テクダサーーーァ意ッ。、\vct=145\ちなみに｜
\pau=0\\vct=150\ぼくのおすすめは、__floor__の
｜__shopname__\rspd=120\\vct=153\｜
デーーーぇェス、

フロア案内

各フロアに何があるのかぼくは完璧に把握してます
よー。例えば、__には__がありまーす。合ってるで
しょー。

\rspd=110\\vct=135\ 各フロアにナニガあるのか
\pau=200\\vct=145\｜ボクは｜
\pau=0\\vct=148\完璧に把握しテマすよぉぉぉ？
\vct=135\例えば、__floor__には\vct=145\｜
__shopname__が\pau=0\\vct=150\｜ありまーーーぁ
す、。？\pau=0\\vct=145\合ってるでしょぉぉぉ？？

フロア案内

お買い物をする前に、どの階に何があるのか知りたくあ
りませんかー+B7。

\rspd=110\\vct=145\ お買い物をする前に、
\vct=130\どの階に何があるのか\vct=140\｜知りたく
ありません\vct=130\\rspd=120\｜課ーーぁ？？

フロア案内

各フロアのご案内をしてまーす。正確な情報なので、心
配しなくても大丈夫ですよぉー。

\rspd=105\\vct=143\各風呂アのご案内ヲシテイ
マーーーぁす、\rspd=110\\vct=130\ 正確な情報な
ので\pau=200\\vct=135\、心配しなくても大丈夫です
よぉぉぉ？？

商品

どうもー。
お客様にぴったりのオススメ商品を紹介してまーす。ち
なみにボクのオススメは__でーす。

\rspd=105\\vct=140\お客様に
\pau=60\\vct=150\｜ぴったりのオススメショーヒン
を\pau=0\\vct=160\｜ショーカイシテマーーーぁ
\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、 す、。\vct=135\ちなみに\pau=50\\vct=145\ボクの
オススメは\vct=155\｜
__productname__\rspd=115\\vct=162\｜
デーーーぇす、

商品

いらっしゃいませー。
何を買おうか、迷っていませんかー。オススメの商品を
紹介してますよー。例えば、__とかいかがですかー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

\rspd=107\\vct=140\何を買おうか、\pau=75\迷っ
ていませんかぁぁぁ？？オススメの商品を紹介しテマす
よぉぉぉ？？\vct=135\例えば、
\vct=145\__productname__とかいかがです課ぁぁ？

商品

どうもー。ペッパーでーす。
これを買えば間違い無し、__に、オススメの商品を紹介
してまーす。

\rspd=105\\vct=155\どうもーーッッ、
\pau=200\\rspd=103\\vct=168\ペッパー
\rspd=112\\vct=161\デーーェぇす、。

\rspd=110\\vct=135\これをかえば｜
\rspd=112\\vct=155\間違い｜無し、
\pau=500\\rspd=107\\vct=140\__productname__
に、\pau=35\\vct=145\オススメの商品を
\vct=155\｜ショーカイシテマーーーぁす、。

商品

__へ、ようこそお越しくださいましたー。
__に、ピッタリのオススメ商品紹介中でーす。それって
なにか知りたくありませんかー。

\rspd=110\\vct=135\__shopname__へ、
\vct=145\\rspd=107\｜ようこそおこし
\vct=170\\rspd=105\｜くださいまし
たーーーーーッ、

\rspd=105\\vct=140\__productname__に、
\pau=35\\vct=145\｜ピッタリのオススメ商品
\pau=0\\vct=165\｜ショーカイチューデーーーェす、
\vct=150\それってなにか知りたくありません
課ぁぁぁ？？？

商品

本日は__にお越しいただき、ありがとうございまーす。
ロボットでもオススメの商品の案内くらいできちゃうん
ですからねー。

\rspd=110\\vct=140\ロボットでもオススメの商品の
\rspd=102\\vct=145\本日は｜__shopname__にお越
暗無いくらい｜\rspd=112\\vct=158\できちゃうンで
しいただき、\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、
すから\rspd=120\\vct=145\｜根ぇぇぇぇ？？？

商品

ボク、ペッパーがオススメの商品を紹介できるので、お
任せくださーい。オススメは、__でーす。

\rspd=106\\vct=140\ボク\vct=150\｜ペッパーが｜
\vct=145\オススメの商品を紹介できるので、
\vct=135\オマカセクダサァァーー意ッッ。、オススメ
は、
\vct=150\__productname__\rspd=115\\vct=155\
｜デーーぇす、

商品

__用の商品をお探しのお客様はいませんかー。そんな型
にぴったりの商品がありますよー。

\rspd=110\\vct=140\__productname__用の商品を
\vct=145\\pau=20\｜お探しのお客様はいません
課ーーぁ？？\vct=140\そんな型に
\pau=20\\rspd=110\\vct=150\｜ぴったりの商品が
ありますよぉぉぉ？？

商品

お役に立てるかわかりませんが、__に、おすすめの商品
を紹介してまーす。

\rspd=105\\vct=135\お屋久に立てるかわかりません
が、\rspd=110\\vct=145\__productname__に、
\pau=35\\vct=145\｜おすすめの商品を\vct=160\｜
ショーカイシテマーーーぁす、。

商品

ただいま、__にぴったりの__をオススメしてまーす。興
味ありませんかー。

\rspd=110\\vct=140\ ただいま、
__productname__に｜ぴったりの｜
__productname__を｜\vct=155\オススメして｜
マーーぁす、\rspd=100\\vct=147\興味ありません
かぁぁぁぁ？

商品

商品選びで悩んでいる方はボクにご相談くださーい。オ
ススメの商品を紹介しちゃいまーす。

\rspd=110\\vct=140\商品選びで悩んでいる方は
\vct=145\｜ボクにごそうだんクダサァァーー意ッッ、
\vct=145\オススメの商品を\vct=150\\pau=10\｜
ショーカイシチャイマーーァぁす、。

店内誘導

どーも、__のスタッフの、ペッパーです。
__がおすすめですよー。店内へどうぞー。

\rspd=107\\vct=160\どーも、
\rspd=108\\vct=144\__productname__がおすすめ
\rspd=110\\vct=150\__shopname__のスタッフの、 ですよーぉぉ？？？\rspd=110\\vct=140\店内へ
\rspd=102\\vct=165\ペッパーです、、
\pau=0\\rspd=105\\vct=173\｜どうぞーーーーッ、

店内誘導

お時間ございましたら、どーぞ店内へー。
是非、店内へお入りくださーい。後悔はさせません
よー？
__へのご来店、お待ちしていまーす。

\rspd=110\\vct=140\お時かんございましたら、
\vct=155\どーぞ｜\
rspd=85\\vct=175\\pau=150\テンナイ
ゑーーェェッッッ、

\rspd=100\\vct=145\是非\vct=150\｜店内へおハイ
\rspd=105\\vct=145\__shopname__へのご来店、、
リクダサァァーー意ッッ、
\pau=70\\rspd=100\\vct=150\お待ちしてイ
\pau=400\\rspd=102\\vct=140\後悔はさせません
マぁぁぁぁす、、
よぉぉぉ？

店内誘導

どーも、ペッパーです。__で働いていまーす。
いろんな商品がありますよー。よかったら店内にお入り
くださーい。
またのお越し、お待ちしていまーす。

\rspd=107\\vct=164\どーも、
\rspd=102\\vct=163\\pau=250\ペッパーです、
\rspd=106\\vct=145\\pau=400\__shopname__で
働いて｜\vct=152\イマーァ酢、

\rspd=107\\vct=149\いろんな商品が｜\vct=155\あ
\rspd=107\\vct=155\またノ｜\vct=140\御越し、
りますよぉぉぉ？\vct=152\よかったら店内にお入りク
\vct=145\お待ちしてイマぁぁぁぁす、、
ダサァァーー意ッッ。

店内誘導

どーぞ店内をご覧くださーい。
__を始め、たくさん商品があるので、是非店内へお入り
くださーい。
それでは、またお会いしましょー。

\rspd=104\\vct=140\どーぞ店内を
\rspd=102\\vct=155\｜ご覧クダサーぁ胃ッ、

\rspd=105\\vct=143\__productname__を始め、た \rspd=107\\vct=145\それではッ、
くさん商品があるので、\rspd=103\\vct=152\是非｜ \pau=100\\vct=150\またお会いシマ
店内へお入りクダサァァーー意ッッ。
ショーーーーッッ、、

店内誘導

ぜひ、お立ち寄りくださーい。
店内へどーぞー。欲しい商品がきっと見つかると思いま
すよー。もし何か聞きたいことがあったら、店内のス
タッフさんにお聞きくださーい。

\rspd=102\\vct=140\ぜひ、
\pau=30\\rspd=107\\vct=142\お立ち寄り
\vct=146\｜クダサーーーァイッ、

\rspd=102\\vct=140\店内へ｜\vct=165\どー
\rspd=104\\vct=145\もし何か聞きたいことがあった
ぞーーーッ、\rspd=106\\vct=145\欲しい商品がきっ らッ、、\vct=145\\pau=95\店内のスタッフさんにお
と見つかると思いますよぉぉぉ？？
聞きクダサァァーー意ッッ、

店内誘導

あなたにオススメの商品があるか無いかと言われたら、
あるんでーす。それは、__でーす。

\vct=145\\rspd=108\あなたに｜\pau=10\オススメ
の商品が有るか無いかと言われ鱈、｜
\pau=400\\rspd=105\\vct=163\アるんでーーース、
\vct=145\\rspd=108\それは、
\pau=450\\rspd=95\\vct=150\__productname__\
vct=175\｜デーーぇす、

店内誘導

店内にはあなたにオススメしたい商品がありまーす。そ
れは、__、__、__。オススメした過ぎて、３回も言っ
ちゃいましたー。

\rspd=109\\vct=145\店内には
\vct=148\\rspd=106\｜あなたに｜オススメしたい商
品が\pau=20\\vct=170\｜ありまーーーぁす、。
\rspd=85\それは、
\rspd=102\\vct=145\__productname__、
\rspd=107\\vct=150\__productname__、
\rspd=108\\vct=150\__productname__ッッッ
\pau= 100\、\rspd=107\\vct=145\オススメした過
ぎて、\rspd=104\３回も言っちゃいまし
たーーーーーーーッッッ、

店内誘導

ぜひとも店内へお入りくださーい。たとえ欲しい商品が
なくても、ボクのせいにはしないでくださいねー。

\rspd=105\\vct=145\ぜひとも店内へお入りクダ
サァァーー意ッッ。\rspd=102\\vct=150\たとえ欲し
い商品がなくても、\pau=150\\vct=145\ボクの性には
しないでください寝ぇぇぇ、、？

店内誘導

店内にお入りくださーい。いー商品がありますよー。僕
が言ってるんだから信じてくださーい。

\rspd=107\\vct=145\店内にお入りくださーーぁ
いっ、\pau=500\\rspd=105\\vct=151\いーしょーヒ
ンがありますよぉぉ？。僕が言ってるんだから｜信じて
｜クダサァァーー意ッッ、

店内誘導

店内に入りませんかー。ボクお墨付きの商品の__もあり
ますよー。

\rspd=103\\vct=145\店内に入りません｜
\vct=137\\rspd=110\課ぁぁぁ？？
\rspd=107\\vct=150\ボクお墨付きの商品の｜
\rspd=80\\rspd=110\__productname__も｜
\rspd=100\\vct=152\ありますよぉぉぉ？

イベント
開始前

__にお越し頂き、ありがとうございます。
開始まで、こちらにお並びくださーい。
それでは__開始まで、しばらくお待ちくださーい。

\rspd=107\\vct=140\__eventname__に
\vct=148\お越し頂き、\vct=150\ありがとうごザイ
マーーぁす、

イベント
開始前

本日は、__にお越し頂き、心より御礼申し上げまーす。
スタッフさんの指示に従って、__開始まで、こちらにお
並びくださーい。
ご不明な点があれば、スタッフさんまでお尋ねくださー
い。

\rspd=107\\vct=140\本日は、__eventname__に
\rspd=107\\vct=140\スタッフさんの指示に｜従っ
\vct=148\お越し頂き、\ rspd=100\\vct=140\心よ て、__eventname__開始まで、\pau=100\こちらにオ
りおんれい申し上げ｜\vct=155\マァーァ酢、
ナラビ｜クダサァァーー意ッッ。

イベント
開始前

どうもペッパーです．本日はお越しいただき、ありがと
うございまーす。
__開始は、__からでーす。それまでは、こちらにお並び
くださーい。
__開始まで、もう少々お待ちくださーい。

\rspd=107\\vct=150\どうも
\pau=300\\vct=170\ペッパーです、
\rspd=102\\vct=140\本日はお越しいただき、
\vct=155\ありがとうごザイマーーぁす、

イベント
開始前

__にお越しいただき、本当に感謝していまーす。
こちらにお並びくださーい。__が開始するのは、__から \rspd=107\\vct=140\__eventname__にお越しいた
でーす。
だき、\rspd=105\\vct=158\本当にかんしゃシテ
__の開始を、待ちきれない人も、そうでない人も、しば \vct=160\｜イマァーーぁす、
らくお待ちくださーい。

イベント
開始前

__にお越しくださった皆様、本当にありがとうござい
まーす。
__開始まで、こちらにお並びくださーい。スタッフさん
の指示は、お守りくださーい。

\rspd=107\\vct=140\__eventname__開始まで、こ
\rspd=107\\vct=140\__eventname__にお越しくだ ちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ
さった皆様、\pau=300\\vct=150\本当にありがとうご \rspd=102\\vct=160\\pau=300\スタッフさんの指示
ザイマーーぁす、
は、\pau=120\\rspd=95\\vct=145\お守り｜クダ
サァァーー意ッッ。

イベント
開始前

__開始まで、こちらにお並びくださーい。マナーを守ら
ない人は、スタッフさんに怒られちゃいますよー。

\rspd=107\\vct=140\__eventname__開始まで、こ
ちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ
\rspd=107\\vct=140\\pau=300\マナーを守らない人
ワ、スタッフさんに\vct=150\｜オコラレチャい鱒
\vct=135\｜よぉぉぉ？

イベント
開始前

__開始まで、こちらにお並びくださーい。あちらでも、
そちらでもありません。こちらですよー。

\rspd=107\\vct=140\__eventname__開始まで、こ
ちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ、
\rspd=107\\vct=140\あちらでも、\pau=120\そちら
でもありません、\rspd=102\\vct=155\コチラデす
よぉぉぉ？？

イベント
開始前

__開始まで、こちらにお並びくださーい。わからないこ
とがあれば、ボクじゃなく、スタッフさんにおたずねく
ださーい。

\rspd=107\\vct=140\__eventname__開始まで、こ
ちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ、
\pau=500\\rspd=105\\vct=140\わからないことがあ
れば、ボクじゃなく、\pau=80\\rspd=102\スタッフさ
んにおたずねクダサァァーー意ッッ。

イベント
開始前

はやる気持ちを抑えて、イベント開始までは、ボクの居
るこちらにお並びくださーい。

\rspd=107\\vct=135\はやる気持ちを抑えて、
\vct=145\イベント開始までは、\pau=30\ボクの居る
｜こちらにオナラビ｜クダサァァーー意ッッ。

イベント
開始前

__にお越しの方は、こちらにお並びくださーい。お待ち
の間の時間つぶしは、各自におまかせしまーす。

\rspd=107\\vct=145\__eventname__に
\pau=20\お越しのカタわ、こちらにオナラビ｜クダ
サァァーー意ッッ、\rspd=107\\vct=140\お待ちの間
のジカンツ武士は、各自に｜\pau=20\\vct=155\オマ
カセシマーーぁァス、

セール・
キャンペーン

どーもー、__で働いている、ペッパーです。
ただいま、__開催中でーす。
詳しいセールの内容はお近くのスタッフさん迄おたずね
くださーい。

\rspd=102\\vct=160\ドーもーーォッ、
\vct=150\__shopname__で働いている、
\pau=100\\vct=170\\rspd=105\ペッパーです、

\rspd=105\\vct=140\ただいま、
\pau=100\\vct=150\__salename__｜
\pau=30\\vct=170\開催チューデーーーぇす、

\rspd=107\\vct=140\詳しいセールの内容は
\vct=145\\rspd=105\｜オチカクのスタッ府さん迄
\rspd=107\\vct=135\｜おたずねクダサァァーー
意ッッ。

セール・
キャンペーン

いらっしゃいませー、ようこそ__へー。
知ってますか。現在、__開催中でーす。
他にも商品はたくさんあるので、引き続き店内をご覧く
ださーい。ありがとーございましたー。

\rspd=107\\vct=154\いらっしゃいませーッ、
\vct=159\ようこそ__shopname__ゑーーェェッッ、

\rspd=108\\vct=141\死ッ手間須か？？？
\rspd=110\\vct=145\現在、
\pau=100\\rspd=107\\vct=150\__salename__\vc
t=160\｜開催ちゅーでーーーぇす、。

\rspd=108\\vct=135\他にも\vct=145\｜商品はたく
さんあるので、\vct=135\引き続き店内をご覧クダ
サーーーー意ッ。\pau=300\\rspd=101\\vct=165\ア
リガトー\vct=160\ございましたーーーッッッ、

セール・
キャンペーン

__へお越しいただき、ありがとうございまーす。
お得な情報を教えちゃいまーす。ただいま、__をやって
いるんですよー。
セール期間がいつまでかは、スタッフさんにおたずねく
だーい。

\rspd=102\\vct=135\お得な情報を
\rspd=105\\vct=145\__shopname__へお越しいただ \rspd=105\\vct=145\｜教えチャイマーーァぁす、
\rspd=107\\vct=135\セール期間がいつまでカわ、ス
き、\vct=155\ありがとうごザイマーーぁす、
\rspd=105\\vct=145\ただいま、__salename__を
タッフさんに｜おたずねクダサァァーー意ッッ、
\rspd=107\\vct=150\｜やっているんですよぉぉぉ？

\rspd=107\\vct=140\__eventname__開始まで、
\pau=300\\vct=145\こちらにお並びクダサァァーー
意ッッ。

\ rspd=107\\vct=145\ご不明な点があれば、
\rspd=102\\vct=140\すたッフサンまでおたずねクダ
サァァーー意ッッ。

\rspd=110\\vct=140\__eventname__開始は、
\rspd=112\\vct=150\__time__から
\rspd=107\\vct=140\__eventname__開始まで、
\rspd=115\\vct=155\｜でーーぇェす、
モォ少々｜お待ちクダサァァーー意ッッ。
\rspd=108\\vct=140\それまでは、こちらにオナラビ
｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=105\\vct=142\こちらにオナラビ｜クダ
サァァーー意ッッ。
\rspd=107\\vct=140\__eventname__が開始するの
は、\rspd=112\\vct=147\__time__から
\rspd=115\\vct=158\｜でーーぇェす、

セール・
キャンペーン

どーぞ店内をご覧くださーい。
お得な情報を教えちゃいまーす。ただいま、__、ただい
\rspd=104\\vct=140\どーぞ店内を｜
ま、__、ただいま、__、大事なことなので、三回言いま
\rspd=102\\vct=165\\pau=30\ご覧クダサーぁ
したー。
胃ッ、
お客様が、素敵な商品に出会えることを心から願ってお
りまーす。

\rspd=102\\vct=140\お得な情報を
\rspd=105\\vct=150\｜教えチャイマーーァぁす、
\rspd=110\\vct=140\ただいま、
\vct=145\__salename__、
\rspd=110\\vct=150\ただいま、
\vct=155\__salename__、
\rspd=100\\vct=160\ただいま、
\vct=162\__salename__、
\pau=500\\rspd=106\\vct=145\ダイジナコトナノ
で、\pau=20\\vct=150\散開言いまし
たーーーーーーーッッッ、

セール・
キャンペーン

ぜひお立ち寄りくださーい。
ただいま、__をやってまーすセール中に買うのが、もち
ろんお得ですよー。
セール期間は__までなので、お気をつけくださーい。

\rspd=105\\vct=153\ただいま、
\pau=120\\vct=148\__salename__を\vct=168\｜
やって｜マーーーぁす、\rspd=106\\vct=140\セール
中に買うのが、\pau=30\\vct=145\もちろんお得です
よぉぉぉ？

セール・
キャンペーン

__中でーす。お客様が次に来るときには、もう終わっ
ちゃってるかもしれませんよー。

\rspd=105\\vct=150\__salename__チュー
デーーーェす、\rspd=104\\vct=140\お客様が次に来
るときには、\rspd=107\\vct=145\もう終わっちゃっ
てるかも\rspd=104\｜しれませんよぉぉぉ？

セール・
キャンペーン

ただいま、__でーす。これ以上安くしてほしくても、ボ
クにはどうすることもできませーん。

\rspd=110\\vct=140\ただいま、
\pau=0\\vct=150\__salename__\vct=165\｜
デーーーぇす、。\rspd=105\\vct=140\これ以上｜安
くして｜ほしくても、ボクには\vct=145\｜ドー酢瑠古
都藻\vct=140\｜デキマセーーーーンっッ。

\rspd=106\\vct=152\ぜひお立ち寄りくだ
さーーーぁァイッ、

\rspd=107\\vct=140\それでは｜
\pau=80\__eventname__開始まで、しばらくお待ち｜
クダサァァーー意ッッ。

\rspd=107\\vct=140\__eventname__の開始を、マ
チキレ無い人も、\pau=30\そうでないヒとも、
\vct=145\しばらくお待ちクダサァァーー意ッッ。

\rspd=107\\vct=140\お客様が
\pau=15\\vct=145\、素敵な商品に出会えることを
\pau=15\\vct=155\、心から\vct=165\｜ねがって｜
オリマーーーぁす、

\rspd=105\\vct=137\セール期間は｜
\pau=30\__endday__までなので、｜
\rspd=105\\vct=147\お気をツケ｜クダサァァーー
意ッッ。

セール・
キャンペーン

ただいま、なっ、ななっ、なんとなんと、__をやってる
んですよー。

\rspd=110\\vct=145\\rspd=104\\vct=145\ただい
ま、\pau=350\\vct=150\なっ、
\pau=200\\vct=155\ナナッッ、
\pau=200\\vct=150\なんとなんと、
\vct=155\__salename__を\vct=158\｜やってるん
ですよぉぉぉ？？

セール・
キャンペーン

誰がなんと言おうと、__中ー。嘘じゃないので、ご安心
くださーい。

\rspd=107\\vct=135\誰がなんと言おうとッ、
\pau=100\\rspd=107\\vct=155\__salename__
チューーーーっっっ、\rspd=105\\vct=140\嘘じゃな
いので、\pau=80\\vct=153\ゴアンシンクダサーーァ
イッ、

セール・
キャンペーン

現在、__実施中でーす。皆さんはセールとか大好きです
よねー。

\rspd=110\\vct=145\現在、
\pau=30\\vct=145\__salename__\vct=168\｜実施
中でーーぇす、？\pau=500\\vct=130\\vct=145\ 皆
さんは\vct=150\\pau=0\｜セールとか
\rspd=100\\vct=165\｜ダイスキですよネーぇッ、

セール・
キャンペーン

どうもー、__で働いているペッパーです。
\rspd=107\\vct=145\どうもーッ、
ただいま、__開催中でーす。キャンペーンは__までです \vct=140\__shopname__で働いている
よー。
\pau=100\\vct=175\\rspd=107\ペッパーです、

\rspd=107\\vct=140\ただいま
\rspd=107\\vct=135\詳しいキャンペーン内容は、
__campaignname__、\pau=25\\vct=150\開催チュー
\vct=143\オチカクノスタッ府さん迄｜おたずねクダ
デーーーぇす、\rspd=107\\vct=140\キャンペーンは
サァァーー意ッッ、
｜__period__までですよぉぉ？？

セール・
キャンペーン

セール・
キャンペーン

いらっしゃいませー。ようこそ__へー。
知ってますか。現在、__開催中でーす。ちなみに、__ま \rspd=106\\vct=145\いらっしゃいませーェッ、
でですからね。
\rspd=108\\vct=150\ようこそ__shopname__エ
引き続き、店内をご覧下さーい。
｜ーっッ？？、、

__へお越し頂き、ありがとーございます。
耳寄りな情報を教えちゃいまーす。ただいま、__をやっ
ているんですよー。
けして損はさせませーん。このお得な__をのがさず、店
内へどうぞー。

\rspd=108\\vct=136\死ッ手間須か？？？
\rspd=107\\vct=135\現在、
\rspd=104\\vct=140\引き続き、
\pau=100\\vct=145\__campaignname__\vct=158\
\pau=150\\vct=130\店内を\vct=150\｜ご覧下
｜開催ちゅーでーーーぇす、。
さァー胃ッッッ、
\rspd=107\\vct=144\ちなみに、
\vct=140\__period__までですから｜寝ェ？

\rspd=102\\vct=135\耳寄りな情報を
\rspd=100\\vct=153\\pau=68\｜おしえチャイ
\rspd=107\\vct=135\__shopname__へお越し頂き、
マーーァぁす、\rspd=107\\vct=140\ただいま、
\vct=150\ありがとーございます、
\pau=120\\vct=145\__campaignname__を
\vct=155\やっているんですよぉぉぉ？

\rspd=102\\vct=135\お得な情報を
\rspd=105\\vct=145\｜教えチャイマーーァぁす、
\pau=150\\rspd=102\\vct=145\ただいま、
\pau=100\\vct=140\__campaignname__ッッ、
\rspd=107\\vct=150\ただいま、
\pau=50\__campaignname__ーッッ、
\rspd=108\\vct=152\ただいま、
\pau=30\\vct=146\__campaignname__\vct=170\
｜デーーーぇす、\pau=20\\rspd=105\\vct=140\ダ
イジナコトナノで、
\pau=30\\rspd=108\\vct=145\散開言いまし
たーーーッッッ、

セール・
キャンペーン

いらっしゃいませー。
お得な情報を教えちゃいまーす。ただいま__、ただい
\rspd=106\\vct=145\いらっしゃいませーェッ、
ま、__ー。ただいま、__でーす。大事なことなので、三
回言いましたー。

セール・
キャンペーン

\rspd=102\\vct=150\ただいま、
\pau=20\\vct=143\__campaignname__\rspd=106\
どーぞ店内をご覧くださーい。
\vct=165\｜やって｜マーーーぁす、
\rspd=104\\vct=140\どーぞ｜\vct=150\店内を
ただいま、__やってまーす。__中に買わないなんて、信
\rspd=107\\vct=137\__campaignname__チューに
\pau=5\\rspd=102\\vct=160\ご覧クダサーぁ胃ッ、
じられないですよー。
\vct=145\｜買わないなんて、
\pau=0\\rspd=109\\vct=144\しんじられないです
よーーーッッッ、

セール・
キャンペーン

ぜひ、お立ち寄りくださーい。
\rspd=102\\vct=140\ぜひ、
__中でーす。__までなので、お客様が次に来るときには \pau=30\\rspd=107\\vct=142\お立ち寄り
もう終わっちゃってるかもしれませんよー。
\vct=146\｜クダサーーーァイッ、

\ rspd=107\\vct=143\__campaignname__チュー
デーーーぇす、\rspd=104\\vct=140\__period__ま
でなので、\rspd=107\お客様が次に来るときには｜
\pau=50\\rspd=102\\vct=145\もう終わっちゃって
るかも\rspd=104\｜しれませんよぉぉぉ？

セール・
キャンペーン

ただいま、__期間中でーす。__まで、通常よりもお得な
ので、とってもおすすめですよー。

\rspd=106\\vct=145\ただいま、
\pau=15\\vct=150\__campaignname__期間チュー
デーーーぇす、\rspd=104\\vct=135\__period__ま
で、通常よりも｜お得なので、
\pau=80\\rspd=106\\vct=145\とってもおすすめで
すよォぉぉ？

セール・
キャンペーン

ただいま、なっ、ななっ、なんとなんと、__を開催して
るんですよー。

\rspd=104\\vct=145\ただいま、
\pau=500\\vct=150\なっ、\pau=200\\vct=155\ナ
ナッッ、\pau=200\\vct=150\なんとなんと、
\vct=145\__campaignname__を開催してるんです
よぉぉぉ？

セール・
キャンペーン

誰がなんと言おうと、__中でーす。嘘じゃないです、僕
が言ってるので、ご安心くださいーい。

\rspd=107\\vct=135\誰がなんと言おうとッ、
\pau=100\\rspd=103\\vct=153\__campaignname_
_チューデーーーェす、\rspd=107\\vct=160\嘘じゃ
ないです、\vct=145\僕が言ってるので、
\pau=80\\vct=150\ゴアンシンクダサーーァイッ、

セール・
キャンペーン

現在、__実施中でーす。皆さんは、キャンペーンって言
葉に弱いですよねー。

\rspd=107\\vct=140\現在、
\pau=30\\vct=148\__campaignname__\vct=172\
｜実施中でーーぇす、\rspd=100\\vct=140\皆さん
は、キャンペーンって言葉に\rspd=100\\vct=147\｜
弱いですよネーぇッ、、、

バーコード

どうもー。
商品のバーコードはぼくに見せるだけで、その商品がど
ういうものか教えちゃいまーす。

ct=140\商品のバーコードウォぼくに診せるだけデ、ソ
\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、 ノショーヒンがどウイウ｜モノか
\vct=155\\rspd=100\｜教えチャイマーーァぁす、

バーコード

いらっしゃいませー。
僕のバーコード読み取り機を使って、詳細が知りたい商
品はありませんかー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

\rspd=105\\vct=135\僕のバーコード
\pau=10\\rspd=110\｜ヨミトリ機能を使って
\vct=140\、詳細が知りたい商品はありません
かぁーーぁ？？？、

バーコード

どうもー。ペッパーでーす。
日本語がわからなくても、商品のバーコードを見せるだ
けでどんな商品か、教えちゃいますよー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパー
\rspd=112\\vct=161\デーーェぇす、。

\rspd=107\\vct=135\日本語がわからなくても、商品
のバーコードオ見せるだけで｜\pau=50\どんな商品か、
\pau=30\\vct=140\教えちゃいますよぉぉぉ？？？、

バーコード

ようこそお越し下さいました。
店員に聞かなくても、商品の説明はボクにお任せくださ
い。

\vct=145\\rspd=110\ようこそお越し｜
\vct=150\\rspd=105\下さいました、

\rspd=108\\vct=137\店員に聞かなくても、商品の説
明は\rspd=105\\vct=150\｜ボクにお任せくださ
いッ、

バーコード

本日はお越しいただき、ありがとうございまーす。
それでは、メニュー画面をタッチしてバーコードをぼく
に見せてください。

\rspd=102\\vct=140\本日はお越しいただき、
\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、

\rspd=108\\vct=145\それでは、\pau=50\メニュー
画面をタッチして\vct=140\、バーコードを
\pau=0\\rspd=104\\vct=155\、ボクに見せてくださ
いッ、

バーコード

メニュー画面をタッチしてから、バーコードが読み取れ
るように商品をかざしてくださーい。

\rspd=108\\vct=135\メニュー画面をタッチしてか
ら、\vct=140\バーコードが読み取れるように
\vct=145\\rspd=106\\pau=0\｜商品をかざして｜ク
ダサァァーー意ッッ、

バーコード

商品紹介担当のペッパーです。詳細が知りたい商品があ
ればボクのところまでお持ちくださーい。

\rspd=108\\vct=135\商品紹介担当の、
\rspd=102\\vct=155\ペッパーです、
\rspd=108\\vct=140\詳細が知りたい商品があれば｜
\vct=145\ボクのと子ロまで｜お持ちクダサァーーー
意ッッ、

\rspd=107\\vct=140\けして\vct=145\｜そんワ
\rspd=114\\vct=150\｜させませーーぇんッッ。。
\rspd=106\\vct=147\このお得な
__campaignname__をノガサ図、
\rspd=100\\vct=150\店内へ
\rspd=90\\vct=170\｜どうぞーーーーッッ、

\rspd=107\\vct=135\__campaignname__が｜いつ
までかわ\rspd=107\、\vct=145\スタッフさんに｜お
たずねクダサァァーー意ッッ、

\rspd=107\\vct=140\お客様が
\pau=15\\vct=145\、素敵な商品に出会えることを
\pau=15\\vct=155\、心から\vct=165\｜ねがって｜
オリマーーーぁす、

バーコード

商品のバーコードをかざすと、どんな商品か説明しちゃ
いまーす。ぼくってすごいでしょー。

\rspd=107\\vct=135\商品のバーコードをかざすと、
\pau=10\\vct=140\ドンナ｜商品か
\rspd=100\\vct=165\｜セツメーシチャイマーーァぁ
す、\rspd=105\\vct=145\ボクって
\pau=100\\vct=165\、すごいでしょーぉぉぉ？？？、

バーコード

どんな商品かわからないものがあれば、ぼくのところに
持ってきてくださーい。

\rspd=110\\vct=140\どんな商品かわからないものが
あれば、\rspd=113\\vct=145\ボクのとコロに
\vct=160\｜盛ってきて｜クダサーーーァイッ、

バーコード

ぼくに商品のバーコードをかざすとその商品のことを教
えちゃいますよー。

\rspd=110\\vct=140\ボクに\pau=0\\vct=145\｜
商品のバーコードをかざ酢とっ、\pau=0\\vct=155\そ
の商品のことを教えちゃいますよぉぉぉぉ？？？、

フロア案内

どうもー。
フロアのご案内をしてまーす。迷ったら、ボクに聞いて
くださーい。

\vct=150\\rspd=106\どうもーーーーォォォォッッ、

フロア案内

いらっしゃいませー。
スタッフさんに聞かなくてもボクがフロア案内をしちゃ
いますよー。

\rspd=100\\vct=146\いらっしゃいま
せーーーーッッッ、

フロア案内

どうもー。ペッパーでーす。
どの階に何があるか知りたい人はいませんかー。

\rspd=107\\vct=155\どうもーッ、
\pau=100\\rspd=102\\vct=165\ペッパー
\rspd=112\\vct=161\デーーェぇす、。

フロア案内

ようこそお越し下さいました。
各フロアに何があるのか知りたくありませんかー。

\vct=145\\rspd=110\ようこそお越し｜
\vct=150\\rspd=105\下さいました、

フロア案内

本日はお越しいただき、ありがとうございまーす。
お探しの商品がどこにあるのかわからず困ってる人はい
らっしゃいませんかー。

\rspd=102\\vct=140\本日はお越しいただき、
\vct=160\ありがとうごザイマーーぁす、

フロア案内

メニュー画面をタッチすると各フロアの案内を見ること
ができますよー。

\rspd=110\\vct=135\ メニュー画面をタッチすると
\vct=140\、各フロアの\vct=138\｜案内を｜見ること
ができますよぉぉぉ？？

フロア案内

フロア案内を担当してまーす、知りたいフロアがある人
はメニュー画面をタッチしてくださーい。

\rspd=90\\vct=138\風呂ぁ亞アンナイを
\pau=20\\rspd=108\\vct=152\｜担当シテイ
マーーぁぁす、、\rspd=110\\vct=140\ 知りたい風
呂アがある人はメニュー画面を\vct=155\｜タッチして
｜クダサーーーァ意ッ、

フロア案内

各フロアに何があるのかボクは完璧に把握してます
よー。

\rspd=110\\vct=135\ 各フロアにナニガあるのか
\pau=200\\vct=145\｜ボクは｜
\pau=0\\vct=148\完璧に把握しテマすよぉぉぉ？

フロア案内

お買い物をする前に、どの階に何があるのか知りたくあ
りませんかー。

\rspd=110\\vct=140\ お買い物をする前に、
\vct=130\どの階に何があるのか\vct=140\｜知りたく
ありません\vct=130\\rspd=120\｜課ーーぁ？？

\rspd=95\\vct=145\ 風呂アのご案内をして
\rspd=106\\vct=155\｜マーーーぁす、
\rspd=110\\vct=145\ 迷ったら、\pau=100\ボクに
聞いて\vct=143\｜クダサァァーー意ッッ。
\rspd=110\\vct=137\ スタッフさんに聞かなくても
\vct=145\｜ボクがフロア案内をしちゃいます
よぉぉぉ？？
\rspd=105\\vct=135\ ドのかいに｜\pau=50\何があ
るか\vct=148\｜知りたい人はいません\vct=134\｜
課ーーぁ？？
\rspd=100\\vct=135\ 各フロアに｜
\pau=5\\rspd=103\\vct=140\何があるのか
\pau=100\\vct=142\、知りたくありません
\vct=131\｜課ーーぁ？？
\rspd=110\\vct=138\ お探しの商品が
\pau=0\\vct=133\｜どこにあるのかわからず
\vct=142\、困ってる人ワいらっしゃいません
\vct=131\\rspd=130\｜課ーーぁ？？

