
SE名 単体販売名 擬音 用途 単体販売URL
twinkle_001 決定(キラキラ)_01 バシューン アプリ http://audiostock.jp/audio/57221 
twinkle_002 キラキラ系_02 キラキラキラッ アプリ http://audiostock.jp/audio/57208 
twinkle_003 キラキラ系_01 キラリン アプリ http://audiostock.jp/audio/56724 
twinkle_004 キラキラ系_09 タラララン↑ アプリ http://audiostock.jp/audio/65496 
twinkle_005 キラキラ系_08 チャララララン↑ アプリ http://audiostock.jp/audio/65495 
twinkle_006 キラキラ系_10 タ↑ラ↓ラン↑ アプリ、STG http://audiostock.jp/audio/65497 
twinkle_007 キラキラ系_04 キラキラキラッ↑ アプリ http://audiostock.jp/audio/60454 
twinkle_008 キラキラ系_05 キラキラキラッ↑ アプリ http://audiostock.jp/audio/60457 
twinkle_009 キラキラ系_06 キラキラキラッ↓ アプリ http://audiostock.jp/audio/60458 
twinkle_010 キラキラ系_07A キラキラキラッ↓ アプリ http://audiostock.jp/audio/60459 
twinkle_011 キラキラ系_07B ピュルルルルル アプリ http://audiostock.jp/audio/66777 
twinkle_012 キラキラ系_07C ピュルルルル↓ アプリ http://audiostock.jp/audio/66778 
twinkle_013 ポップ系_01 ティロリロリロ↑ アプリ、ポップ http://audiostock.jp/audio/60455 
twinkle_014 キラキラ系_03 キラキラキラーン アプリ http://audiostock.jp/audio/57933 
twinkle_015 決定(キラキラ)_02 キラーンキラーン アプリ http://audiostock.jp/audio/60465 
twinkle_016 回想_01 キランキラン… TV http://audiostock.jp/audio/62008 
twinkle_017 回想_01A キラキラーン TV http://audiostock.jp/audio/62009 
twinkle_018 キラキラ系_11A シュイッ＋キラキラ ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/66968
twinkle_019 キラキラ系_11B シュイーッ＋キラキラ ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/66970 
twinkle_020 キラキラ系_11C シュイーッ＋キラキラ ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/66971 
twinkle_021 キラキラ系_12A シャーン ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/67510 
twinkle_022 キラキラ系_12B シャーン ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/67511 
twinkle_023 魔法A_06(氷) キラキラーン RPG http://audiostock.jp/audio/57405 
twinkle_024 場面転換_07 ピロロロロロ↓ TV http://audiostock.jp/audio/62163 
twinkle_025 場面転換_08 ティロロロロロ↑ TV http://audiostock.jp/audio/62164 
twinkle_026 キラキラ系_13 きらきらきら・・・↑ ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/67512 
twinkle_027 キラキラ系_14 きらきらきら・・・↑ ゲーム、アプリ http://audiostock.jp/audio/67513 
twinkle_028 転換_01 チャラララララン アプリ http://audiostock.jp/audio/57932 
twinkle_029 場面転換_04 ティロロロリュリン↑ TV http://audiostock.jp/audio/62158 
twinkle_051 キラキラ系_15 キラッキラッ･･･ Twinkle http://audiostock.jp/audio/70043 
twinkle_057 キラキラ系_16 タラララン↑ Twinkle http://audiostock.jp/audio/70044 
twinkle_058 キラキラ系_17 キラキラン↑ Twinkle http://audiostock.jp/audio/70045 
twinkle_069 キラキラ系_18 キラキラキラ･･･ Twinkle http://audiostock.jp/audio/70046 
twinkle_070 キラキラ系_19 キラキラキラ･･･ Twinkle http://audiostock.jp/audio/70047 
twinkle_072 キラキラ系_20 キラキラ↑ Twinkle http://audiostock.jp/audio/71581 
twinkle_073 キラキラ系_21 キラキラキラ･･･ Twinkle http://audiostock.jp/audio/71582 
twinkle_081 キラキラ系_22 演出 https://audiostock.jp/audio/72514 
twinkle_082 キラキラ系_23 演出 https://audiostock.jp/audio/72515 
twinkle_101 キラキラ系_24 キラキラキラ･･･ 演出 https://audiostock.jp/audio/74556 
twinkle_102 キラキラ系_25 タラララン↑ 演出 https://audiostock.jp/audio/76317 
twinkle_103 キラキラ系_26 キラキラ･･･ 演出 https://audiostock.jp/audio/76318 
twinkle_104 キラキラ系_27 キラリン 演出 https://audiostock.jp/audio/76319 
twinkle_105 キラキラ系_28 キラーン ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79370 
twinkle_106 キラキラ系_29 キラキラン ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79371 
twinkle_107 キラキラ系_30 ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79372 
twinkle_108 キラキラ系_31A キラーン ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79373 
twinkle_109 キラキラ系_31B キラーン ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79374 
twinkle_110 キラキラ系_32A キラーン ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79375 
twinkle_111 キラキラ系_32B キラキラー ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79376 
twinkle_112 キラキラ系_33A キラーン ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79377 
twinkle_113 キラキラ系_33B キラキラキラ･･･ ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79378 
twinkle_114 キラキラ系_34 キラリッ ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79379 
twinkle_115 キラキラ系_35 ピロリロ↓ ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79382 
twinkle_116 キラキラ系_36A キラリン↑ ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79385 
twinkle_117 キラキラ系_36B キラリン↑ ゲーム、アプリ https://audiostock.jp/audio/79387 
twinkle_118 キラキラ系_37 キラッ 演出 https://audiostock.jp/audio/80490 
twinkle_119 キラキラ系_38 キラーン 演出 https://audiostock.jp/audio/80491 
twinkle_120 キラキラ系_39A キラリン ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83086 
twinkle_121 キラキラ系_39B キラリン ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83087 
twinkle_122 キラキラ系_40 キラキラキラ… 場面転換 https://audiostock.jp/audio/83088 
twinkle_123 キラキラ系_41 シュルル… 場面転換 https://audiostock.jp/audio/83089 
twinkle_124 キラキラ系_42 キラキラ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83090 
twinkle_125 キラキラ系_43 キラキラ↓ ゲーム、キャンセル https://audiostock.jp/audio/83093 
twinkle_126 キラキラ系_44 キラキラ↓ ゲーム、キャンセル https://audiostock.jp/audio/83095 
twinkle_127 キラキラ系_45 キラキラ･･･ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83096 
twinkle_128 キラキラ系_46 キラキラ･･･ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83098 
twinkle_129 キラキラ系_47 キラキラ･･･ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83100 
twinkle_130 キラキラ系_48 キラキラ↑ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83101 
twinkle_131 キラキラ系_49 キラキラ↓ 場面転換 https://audiostock.jp/audio/83102 
twinkle_132 キラキラ系_50 キラキラ・・・↑ 場面転換 https://audiostock.jp/audio/83103 
twinkle_133 キラキラ系_51 キラキラ・・・↑ 場面転換 https://audiostock.jp/audio/83111 
twinkle_134 キラキラ系_52 キラキラ・・・↑ 場面転換 https://audiostock.jp/audio/83113 
twinkle_135 キラキラ系_53 キラキラ・・・↑ ゲーム、アイテム https://audiostock.jp/audio/83114 
twinkle_136 キラキラ系_54 キラキラ・・・↑ ゲーム、アイテム https://audiostock.jp/audio/83115 
twinkle_137 キラキラ系_55A キラキラ ゲーム、UI https://audiostock.jp/audio/83116 
twinkle_138 キラキラ系_55B キラキラ ゲーム、UI https://audiostock.jp/audio/83117 
twinkle_139 キラキラ系_55C キラキラ ゲーム、UI https://audiostock.jp/audio/83118 
twinkle_140 キラキラ系_56 キラキラ･･･ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83119 
twinkle_141 キラキラ系_57 キラキラ･･･ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83120 
twinkle_142 キラキラ系_58 キラキラ･･･ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83121 
twinkle_143 キラキラ系_59 キラキラ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83278 
twinkle_144 キラキラ系_60 キラキラ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83279 
twinkle_145 キラキラ系_61 ゲーム、起動 https://audiostock.jp/audio/83280 
twinkle_146 キラキラ系_62 キラキラ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83281 
twinkle_147 キラキラ系_63A キラリッ↑ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83295 
twinkle_148 キラキラ系_63B キラッ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83296 
twinkle_149 決定(キラキラ)_03 チャララッ↑ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83316 
twinkle_150 決定(キラキラ)_04A タララッ↑ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83317 
twinkle_151 決定(キラキラ)_04B タララッ↑ ゲーム、決定 https://audiostock.jp/audio/83318 

単体販売リスト
MA2 Sound(MATSU)

※リストに記載のない効果音は現在単品販売しておらず「Twinkle Sound FX」にのみ収録されています。(2016/06/23)
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