
株式会社 日惠製作所 2023/1/23 更新

※　対応機種：ニコボイス／ニコソーラー・ボイス／ニコサウンド

※　（男声）から始まるメッセージは男声、それ以外は女声メッセージです。※警告音・効果音を除く 総合カタログ発行後の追加音声 (2022/12/21まで)

※　メッセージご指定方法 新規追加音声 (2023/1/23)

例）「ku04 + te23 + ko68　（車が出ます　ご注意ください）」

例）「si61 + aa05　（信号が　赤に変わります）」

aa01 相次いでおります aa22 安全に注意しましょう aa43 （男声）安全を確保して下さい
aa02 青です aa23 安全ベルトを aa44 アークが
aa03 青にかわります aa24 安全を確認後、 aa45 安全運転　ご苦労様でした
aa04 赤です aa25 安全を確認して aa46 アンモニアガスが
aa05 赤にかわります aa26 安全を確保して下さい aa47 アンモニアガス漏れが発生しました  退避して

ください
aa06 上がります aa27 足元に aa48 足元の段差にご注意ください
aa07 秋の交通安全を aa28 安全に aa49 アームが
aa08 空けて下さい aa29 暗証番号を aa50 アームを
aa09 上げて下さい aa30 あなたが aa51 安全確認してください
aa10 あけましておめでとうございます aa31 頭を aa52 アルコール消毒にご協力お願いします
aa11 足元にご注意下さい aa32 アラームが aa53 安全確認してください　指差し呼称を励行しま

しょう
aa12 圧力が異常です aa33 安全が確保出来ました aa54 安全ベルトを装着してください
aa13 遊ばないで下さい aa34 安全に作業致しましょう aa55 足場作業中です_危険ですので近づかない

でください
aa14 危ないですから aa35 安全弁 aa56 安全を確認後作業を開始してください
aa15 洗いましょう aa36 安全ベルトを aa57 安全を確認して作業を開始してください
aa16 ありがとうございました aa37 足場 aa58 足元に注意してください

aa17 ありがとうございます aa38 上がりました aa59 足場作業者は安全ベルトを着用してください
aa18 安全装置が aa39 上がって下さい aa60 安全確認してください_恐れ入りますがこれよ

り先の立ち入りはご遠慮ください
aa20 安全な場所に離れて下さい aa41 （男声）安全装置が aa61 安全ベルトを付けてください
aa21 安全運転でお帰り下さい aa42 （男声）安全な場所へ aa62 安全ベルトをお付けください

ai01 行き止まりです ai16 行って下さい ai31 以上
ai02 異常箇所を ai17 異常発生！ ai32 以下
ai03 異常が発生しました ai18 異状を ai33 1号機
ai04 異常です ai19 頂きまして ai34 いつも当店をご利用いただきましてありがとう

ございます　混乱を避けるため開店時からの
マスク販売はいたしません

ai05 急いで ai20 一時停止 ai35 医療従事者の皆様お疲れ様です　私たちみ
んなで感謝しましょう

ai06 急いで下さい ai21 移動中です ai36 医療従事者の皆様ご苦労様です　私たちみ
んなで感謝しましょう

ai07 急いで逃げなさい ai22 （男声）異常発生！ ai37 いつもきれいに使っていただきありがとうござ
います

ai08 急いで避難しなさい ai23 （男声）異常が発生しました ai38 いつもきれいにご利用いただきありがとうござ
います

ai09 いったん ai24 一旦停止してください ai39 いつもきれいにご使用いただきありがとうござ
います

ai10 移動して下さい ai25 一旦停止願います ai40 一旦停止して指差し確認お願いします
ai11 移動します ai26 一旦停止し左右を確認して出庫してください ai41 一旦停止し指差し確認お願いします
ai12 いらっしゃいませ ai27 一時停止してください ai42 一旦停止して指差し確認してください
ai13 入り口付近は ai28 一時停止お願いします ai43 一旦停止し指差し確認してください
ai14 入れて下さい ai29 入れ替え作業中です
ai15 インターホンで係員を ai30 入口にご注意ください

au01 上に au06 内側に下がって au11 受付へ
au02 迂回して下さい au07 運転して下さい au12 海から
au03 動きます au08 運転します au13 運搬車両にご注意ください
au04 後ろに動きます au09 運転を au14 ウイルス対策を行っております
au05 右折します au10 運転範囲に

ae01 営業時間外ですので ae05 エレベーター作業中です。歩行者の皆様は一
旦停止して左右を確認してください

ae09 液もれです

ae02 エラーが発生しました ae06 エスカレータをご使用の際には足元に十分お
気をつけてください

ae10 エリアセンサーが作動中です_立ち入らないで
ください

ae03 エリアセンサーが ae07 液面が
ae04 エレベーター作業中です。歩行者は、一旦停

止、左右を確認してください
ae08 エレベーターが

音声メッセージ一覧（音番号順）
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株式会社 日惠製作所 2023/1/23 更新

ao01 お集まり下さい ao29 お待たせしました ao57 落ち着いて身を守ってください
ao02 お急ぎ下さい ao30 お待ち下さい ao58 落ち着いて避難してください
ao03 お入れ下さい ao31 お回り下さい ao59 お気をつけてお通りください
ao04 大雨注意報が ao32 おやめ下さい ao60 お客様がお呼びです
ao05 多く発生しています ao33 降りています ao61 お戻りください
ao06 大津波警報が ao34 降りてきます ao62 大型車両が通過します
ao07 オーバーします ao35 降りて下さい ao63 横断歩道です
ao08 オーバーになりました ao36 終わりました ao64 恐れ入ります  ただいま重機が稼働中です

近づかないでください

ao09 置き忘れに ao37 終わるまで ao65 お疲れ様です  工具などお忘れで無いか再度
チェックをお願いします

ao10 お気をつけ下さい ao38 温度が異常です ao66 横断しないでください
ao11 屋外に ao39 音量を ao67 横断禁止です
ao12 お子さんは家に帰りましょう ao40 お気をつけてお帰り下さい ao68 お忘れ物のないようにお帰りください
ao13 行います ao41 お呼び下さい ao69 お忘れ物がないかご確認ください
ao14 お下がり下さい ao42 お立ち寄り下さい ao70 お振込みされる前にもう一度相手先の確認を

取りましょう
ao15 押して下さい ao43 大雨警報が ao71 お振込みされる前にもう一度詐欺ではと疑っ

てみましょう
ao16 押し釦を押して ao44 大雪警報が ao72 お並びの際には密接しないよう一定の間隔を

あけてお並び願います
ao17 お知らせします ao45 大雪注意報が ao73 お通りください
ao18 お進み下さい ao46 お呼び出し下さい ao74 お忘れ物がないかご確認ください　ヘルメット

をもう一度確認してください
ao19 汚染しています ao47 お待ちしております ao75 恐れ入りますが点検中のためエスカレーター

は停止しております
ao20 恐れ入りますが ao48 お疲れ様です ao76 恐れ入りますが点検中のためエレベーターの

使用はできません
ao21 恐れ入りますがこれより先の ao49 押して ao77 お電話です
ao22 恐れが有ります ao50 （男声）恐れいりますが、これより先の立入り

はご遠慮ください
ao78 大雨特別警報が発表されました

ao23 おちています ao51 お気軽に ao79 大雨注意報が発表されました
ao24 お疲れ様でした ao52 オイルが ao80 大型車両が通過します_ご注意願います
ao25 お取り下さい ao53 オーバートルクです ao81 恐れ入りますがこれより先の立ち入りはご遠

慮ください
ao26 お並び下さい ao54 （男声）大雨・洪水警報が ao82 恐れ入りますが検温計で確認後アルコール

消毒にご協力お願い申し上げます
ao27 お願いします ao55 置かないようにしましょう
ao28 おはようございます ao56 置かないよう注意しましょう

ka01 階 ka34 から ka67 ガスが漏れています
ka02 開始します ka35 川から ka68 ガスマスクを着用してください
ka03 外出を控えましょう ka36 川の水位が上昇しています ka69 河川の急な増水にご注意ください
ka04 会場へ ka37 換気して下さい ka70 冠水のためご迷惑をおかけいたしております

お気をつけてお通りください
ka05 解除されました ka38 関係者以外は ka71 下方通行人にご注意ください
ka06 解除しました ka39 乾燥注意報が ka72 監視カメラが作動しています
ka07 解除します ka40 感知しました ka73 監視カメラが
ka08 回転したら ka41 完了しました ka74 監視されています
ka09 回転します ka42 解除して下さい ka75 カートが通ります
ka10 開閉します ka43 海岸から ka76 カートが通ります  ご注意ください
ka11 係員が参ります ka44 関係者以外は立入禁止です ka77 感染防止のためマスク着用と手洗いを実行し

ましょう
ka12 係員の指示に従って ka45 確認してから ka78 カメラや携帯電話での撮影はご遠慮ください
ka13 係員を ka46 確認してからもう一度 ka79 感染防止のため金銭はトレー上で受け渡しさ

せていただきますのでご協力お願いいたしま
す

ka14 係に連絡して下さい ka47 紙切れです ka80 感染予防のためマスクを着用されていないお
客様の入店をお断りしております　ご理解ご
協力お願いいたします

ka15 係りの者が ka48 ガス漏れ発生 ka81 感染予防のためご入店前に非接触の体温計
にて検温を実施しております　ご協力お願い
いたします

ka16 確実に ka49 火災発生 ka82 感染防止のため密集・密閉・密接を避けましょ
う

ka17 確認されました ka50 確認して ka83 感染症対策を行っております
ka18 確認して下さい ka51 監視カメラで警戒し ka84 河川の決壊の恐れがあります_直ちに高台

に避難してください
ka19 確認中です ka52 関係者以外の ka85 川の水位が危険値を超えました_直ちに避

難を開始してください
ka20 確認出来ません ka53 確認しましょう ka86 換気の時間になりました
ka21 かけて下さい ka54 確保しています ka87 換気の時間です
ka22 下降します ka55 体が不自由な方等のために ka88 感染防止のため大声での会話は控えましょう
ka23 火災が発生しました ka56 完全に ka89 川の水位が上昇しています　ご注意ください
ka24 火災出動中です ka57 開口部に ka90 感染予防のためマスク着用のうえアル

コール消毒にご協力お願いします
ka25 火砕流が発生しました ka58 格納 ka91 感染予防のためマスク着用のうえ大声で

の会話は控えていただくようお願いいた
します

ka26 火山が噴火しました ka59 完了です ka92 会話の際にはマスクを着用しましょう
ka27 ガスが ka60 （男声）雷注意報が ka93 監視カメラで記録しています
ka28 ガス濃度が高くなっています ka61 （男声）係員の指示に従い落ち着いて行動し

て下さい
ka94 感染防止のためマスク着用・検温・手と

指の消毒にご協力ください

ka29 ガス濃度をチェックして下さい ka62 カートが ka95 ガス濃度が高くなっています  危険です
ka30 ガス漏れが発生しました ka63 カートリッジを ka96 火災が発生しました_ただちに避難してください
ka31 風邪が流行しています ka64 （男声）関係者以外は立入禁止です ka97 開口部に注意してください
ka32 稼働します ka65 開始してください ka98 係員が参りますので少々お待ちください
ka33 雷注意報が ka66 回収してください
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株式会社 日惠製作所 2023/1/23 更新

ki01 黄色い線まで下がって ki25 救急車を呼んで下さい ki51 緊急車両が
ki02 黄色に変わりました ki27 救助工作車が ki52 給水装置
ki03 黄色の線まで ki28 休憩時間が ki53 供給
ki04 キーを ki29 急行しています ki55 （男声）緊急地震速報が発表されました
ki05 消えました ki30 強風注意報が ki56 （男声）緊急連絡
ki06 気温になりました ki31 今日も一日 ki57 救急患者を移送中です
ki07 機械が ki32 気をつけて家に帰りましょう ki58 貴重品を
ki08 機械警備中です ki33 基準値を超えました ki59 （男声）危険です　立ち入らないでください
ki09 機械警備をしています ki34 休園日です ki60 危険ですから　横断しないでください
ki10 危険温度まで ki35 休館日です ki61 危険です  立ち入らないでください
ki11 危険があります ki36 休業日です ki62 強風にご注意ください
ki12 危険区域です ki37 緊急地震警報が ki63 危険ですからエスカレーター上は歩かないで

ください
ki13 危険区域は ki38 緊急事態が発生しました ki64 今日も元気でコロナウイルスに負けないよう

頑張りましょう
ki14 危険水位まで上昇しました ki39 緊急自動車が ki65 危険です_逆走しています_直ちに停止してくだ

さい
ki15 危険です ki40 緊急走行中です ki66 基準値を超えました　熱中症防止のため水分

補給をしましょう
ki16 危険ですから ki41 緊急です！ ki67 逆走しています_危険です_直ちに停止し

てください
ki17 危険ですからホームの ki42 緊急に ki68 危険物の持ち込みはお断りいたします
ki18 危険ですので ki43 禁煙区域です ki69 危険物の持ち込みはご遠慮ください
ki19 切って下さい ki44 危険ですので、近寄らないで ki70 危険区域です　関係者以外は立入禁止で

す
ki20 起動します ki45 緊急事態発生！ ki71 9号機
ki21 来ました ki46 近隣の皆様は ki72 緊急車両が出動します
ki22 来ます ki47 （男声）危険ですから足元にご注意下さい ki73 緊急車両が通ります_車道中央を開けてく

ださい
ki23 救急車が ki48 （男声）緊急事態発生！ ki74 機械が通ります_ご注意ください
ki26 救助出動中です ki49 キースイッチにより
ki24 救急車が通ります ki50 緊急通報です

ku01 下り列車が接近しています ku17 （男声）車が通ります ku33 クレーンが移動します　ご注意ください
ku02 熊が出没しています ku18 空気圧 ku34 クレーンが異常です
ku03 暗くなる前にお家に帰りましょう ku19 クランプが ku35 クレーンが異常です　電源をお切りください
ku04 車が ku20 車が出ますので ku36 クレーンが異常です　急いで電源をお切りくだ

さい
ku05 車から ku21 クレーンに ku37 クレーンに異常が発生しました
ku06 車の中にお子さんを置いての ku22 車の中には貴重品を置かないようにしましょう ku38 クレーンに異常発生　電源をお切りください
ku07 車を捨てて逃げて下さい ku23 車の中に ku39 クレーンに異常発生　急いで電源をお切りくだ

さい
ku08 車を止めないで下さい ku24 車の中には ku40 クレーンに注意してください
ku09 クレーンが ku25 クレーンが移動中です ku41 クレーンにご注意ください
ku10 クレーン作業中は ku26 クレーンが動きます ku42 車が出ますのでご注意ください
ku11 クレーン自動運転中です ku27 クレーンが移動します ku43 車が出庫します_ご注意ください
ku12 クレーン負荷バランス異常です ku28 車を出庫させてください ku44 訓練が始まります_警報が鳴りました_安全を

確保してください
ku13 訓練が ku29 車が出ます_ご注意ください ku45 訓練が始まります_警報が発令されました_落

ち着いて避難してください
ku14 （男声）車が出入(デイリ)します ku30 車が出入りします_ご注意ください ku46 訓練がただいまより始まります_警報が発令さ

れました_落ち着いて避難してください
ku15 （男声）車がでます。ご注意ください。 ku31 車が通ります_ご注意ください ku47 クレーンが通過します_ご注意ください
ku16 （男声）車が来ます。ご注意ください。 ku32 車が接近中です_ご注意ください ku48 車の中に貴重品を置かないようにしま

しょう

ke01 警戒解除されました ke22 検出されました ke43 計測中です
ke02 警戒セットされました ke23 検問中ですので ke44 傾動中です
ke03 警戒して下さい ke24 玄関へ ke45 牽引車が
ke04 経過しました ke25 （男声）ゲートが閉まります ke46 ゲームが終わられましたら手洗いとアルコー

ル消毒をしましょう
ke05 警察車両が ke26 （男声）現在１１０番通報中です ke47 検温をお願いします
ke06 警察に通報されます ke27 警報が ke48 検温を行っています_ご協力お願いします
ke07 警察に通報して下さい ke28 警備設備を ke49 ゲートが動きます　通らないでください
ke08 警戒を ke29 携帯電話のご使用は禁止されております ke50 ゲートが開きます　通らないでください
ke09 警察に ke30 ケース ke51 ゲートが動きます　ご注意ください
ke10 警察へ ke31 ケーシングが ke52 警告　1番エリア侵入者を感知しました
ke11 携帯電話を ke32 計量を開始します ke53 警告　2番エリア侵入者を感知しました
ke12 警備員が ke33 計測を開始します ke54 警告　3番エリア侵入者を感知しました
ke13 警備会社に通報して下さい ke34 計量が完了しました ke55 警告　4番エリア侵入者を感知しました
ke14 警備室に ke35 計測が完了しました ke56 警告　北側エリア侵入者を感知しました
ke15 警備を ke36 計量が終わりました ke57 警告　東側エリア侵入者を感知しました
ke16 ゲートが ke37 計測が終わりました ke58 警告　西側エリア侵入者を感知しました
ke17 ゲートが閉まります ke38 計量器が異常です ke59 警告　南側エリア侵入者を感知しました
ke18 ゲートが開くまで ke39 計測器が異常です ke60 警報が発令されました　落ち着いて避難してく

ださい

ke19 現在110番通報中です ke40 計量できません ke61 警報が鳴りました_安全を確保してくださ
い

ke20 現在工事中です ke41 計測できません
ke21 検査異常です ke42 計量中です

け
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ko01 ご案内しますので ko48 ごみのお持ち帰りに ko95 この先危険です  立ち入らないでください
ko02 ご案内の必要な方は ko49 ごみの不法投棄は ko96 これより先立ち入らないでください
ko03 号 ko50 ご迷惑をおかけいたしております ko97 これより先には立ち入らないでください
ko04 号機 ko51 御用の方は ko98 これより先進入禁止です
ko05 交差点に ko52 ご来場頂きありがとうございました ko99 ご通行ください
ko06 交差点に進入します ko53 ご来店 ko100 後方注意ください
ko07 交差点を通過します ko54 ご連絡下さい ko101 この辺りは監視カメラで記録されています
ko08 工事中です ko55 コンプレッサーが ko102 ごみの不法投棄は法律で罰せられますので

ご注意ください
ko09 工事中ご迷惑をおかけ致します ko56 コンベアーラインが ko103 この周辺はただいま監視中です  警報後自動

通報を行います
ko10 工場内ですので ko57 コンベアが ko104 工事中のためただいまマンホールの蓋が開

いています  ご注意ください
ko11 後退します ko58 ご遠慮下さい ko105 この地域一帯は不法侵入監視中です  警報

が出ますと通報されます
ko12 交通安全週間 ko59 ご協力お願いします ko106 高圧発生しています
ko13 交通事故が ko60 交換して下さい ko107 高圧に注意願います
ko14 号棟 ko61 洪水警報が ko108 この建物は危険です  立ち入らないでください
ko15 強盗です ko62 洪水注意報が ko109 高圧にご注意ください
ko16 行動半径以内に ko63 光化学スモッグ注意報が ko110 ここから先は私有地のため入ることはできま

せん
ko17 号ライン ko64 ここから先 ko111 ここでの横断は危険です
ko18 午後 ko65 この先、演習中です ko112 この先段差があります  気をつけてお通りくだ

さい
ko19 ここから ko66 ゴミをお持ち帰りいただきますよう ko113 ここは上りエスカレーターです
ko20 ここから先は ko67 これより先の ko114 ここは下りエスカレーターです
ko21 ここからは ko68 ご注意下さい ko115 5号機
ko22 ここは ko69 ご来場頂き ko116 ご来店ありがとうございます_当店ではコロナ

ウイルス対策を行っております
ko23 心がけましょう ko70 （男声）強盗事件発生。１１０番通報して下さ

い。
ko117 高圧、通電中です　感電の危険がありますの

で近づいたり触れたりしないでください
ko24 故障が ko71 （男声）ここは機械警備をしています。すぐに

退出して下さい。
ko118 工事中のためご迷惑をおかけしています　足

元と頭上に注意してお通りください
ko25 故障です ko72 （男声）ここから先は関係者以外の立入りはご

遠慮下さい
ko119 この周辺一帯はバーベキュー禁止になってお

ります
ko26 午前 ko73 （男声）ここは駐車禁止区域です ko120 ご利用ありがとうございます
ko27 ご退出願います ko74 （男声）ご注意ください ko121 ご来社ありがとうございます_当社ではコロナ

ウイルス対策を行っております
ko28 ご注意願います ko75 （男声）ここから先は立入禁止です ko122 ご来店ありがとうございます　感染症対

策を行っております　手洗いとアルコー
ル消毒にご協力お願いいたします

ko29 こちらです ko76 （男声）コラッ！出て行け！ ko123 この周辺では車上荒らしが頻発しています
社内には貴重品・バッグを置かないようにして
ください

ko30 こちらは ko77 高所作業では安全帯を使用してください ko124 ご注意願います_重機が作業中です_近づ
かないでください

ko31 子供は家に帰りましょう ko78 工事中の為、ご迷惑をおかけしております。
足もとに、ご注意の上

ko125 この周辺は禁煙エリアになっています

ko32 この入口は ko79 この先、開口部があります。足もとに充分注
意してください

ko126 コンベアが異常を感知しました

ko33 このカードは ko80 この付近は放置自転車禁止区域です ko127 コンベアが異常を検知しました
ko34 この先段差があります ko81 この駐車スペースは、体の不自由な方等の為

に確保しています。一般の方の駐車はご遠慮
ください

ko128 ここから先は関係者以外は立入禁止です

ko35 この先は ko82 ご来店の皆様は ko129 これより先は立入禁止です_この辺りは監視カ
メラで記録されています

ko36 この周辺では ko83 ここは車イス専用駐車スペースです ko130 ここから先は安全帯を使用してください
ko37 この周辺は ko84 高温注意報が ko131 この先で工事をしております_頭上や足元

にご注意ください
ko38 この道路は ko85 ここに案内板があります。 ko132 こちらは関係者以外の立入禁止です
ko39 この場所は ko86 ご乗車下さい ko133 この先は充電中です_注意してください
ko40 これ以上 ko87 ご乗車願います。 ko134 ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたし

ます
ko41 これより先は ko88 ゴミ収集車が ko135 これより先は関係者以外の立ち入りはご遠慮

ください

ko42 これより先は立入禁止です ko89 工事中の為、ご迷惑をおかけしております。
頭上や足元に十分気をつけてお通りください

ko136 工事車両が通ります_ご注意ください

ko43 これより先は入れません ko90 コンテナを ko137 工事車両が通ります
ko44 これより中に入ると110番通報されます ko91 更新します ko138 これより先は立ち入らないでください
ko45 ご確認して下さい ko92 ご安全に ko139 ここから先は立入禁止です
ko46 ごくろうさまでした ko93 この先
ko47 ご協力ありがとうございました ko94 この先通行止めです

sa01 再開しました sa17 作業を開始します sa33 左右を
sa02 再開します sa18 作業を中断して sa34 下がりました
sa03 最近この周辺で sa19 下げて下さい sa35 （男声）作動しました
sa04 最初からやり直して下さい sa20 差し込んで下さい sa36 酸欠発生
sa05 サイドブレーキを sa21 左折します sa37 酸欠です
sa06 材料が sa22 作動しています sa38 酸素圧力が低下しました
sa07 下がってきます sa23 作動しました sa39 左右確認お願いします
sa08 下がって下さい sa24 作動します sa40 左右確認してください
sa09 下がります sa25 作動中です sa41 3号機
sa10 作業者は sa26 更に増えますので sa42 左右、指差し確認、ご安全に
sa11 作業終了します sa27 触らないで下さい sa43 最新情報はホームページをご覧ください
sa12 作業中断します sa28 最終退出者です sa44 三密注意
sa13 作業中です sa29 最終です sa45 三密にならないようご注意ください
sa14 作業に戻って下さい sa30 最初の入館者です sa46 作業中です　近づかないでください
sa15 作業半径内に sa31 最終退館者です sa47 作業中です　ここから先は関係者以外の

立ち入りはご遠慮ください
sa16 作業を sa32 最初です sa48 作業中です_ご注意ください

こ

さ
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si01 時間です！ si49 出庫します si100 車上ねらいが多発しています
si02 時間になりました si50 出発 si101 車上ねらいが
si03 時です si51 使用しないで下さい si102 地震を感知しました
si04 至急！ si54 上昇しています si103 地震です
si05 至急に si55 上昇します si104 締め付けトルクが
si06 試験が si56 使用できません si105 集塵機
si07 試験が始まっています si57 消防車が si106 事務所内には立ち入らないでください
si08 地震が si58 照明が si107 侵入者を検知しました　警報装置が作動しま
si09 静かに si59 除雪車が si108 （男声）事務所内には立ち入らないでください
si10 従って下さい si60 調べて下さい si109 （男声）地震を感知しました
si11 下に si61 信号が si110 （男声）侵入者を検知しました　警報装置が作

動します
si12 実施しています si62 信号機が si111 （男声）事業所内には立ち入らないでください
si13 指定の位置で si63 浸水注意報が si112 修正してください
si14 指定の位置まで si64 進入禁止です si113 地震です　エレベーターから降りてください
si15 自動運転します si65 進入してきます si114 所定の位置に戻ってください
si16 自動停止しました si66 進入しました si115 自動機が止まりました
si17 時になりました si67 進入します si116 自動運転が再開しました
si18 しばらく si68 巡回を si117 自動運転が再開します

si19 暫くお待ち下さい si69 巡回中です si118 自動運転を再開しました
si20 閉まります si70 侵入者があります si119 自動運転を再開します
si21 閉めて下さい si71 侵入者です si120 自動運転中です
si22 閉めます si72 侵入発生！ si121 自動搬送車が走行中です  ご注意ください
si23 地面が隆起しています si73 進路をあけて下さい si122 自動監視システムが作動いたしました
si24 霜注意報が si74 出動します si123 上方注意願います
si25 車上荒らしが si75 徐行して下さい si124 自転車置き場
si26 車上荒らしが頻発しています si76 消灯します si125 自転車にご注意ください
si27 シャッターが si77 終了致しました si126 自転車は
si28 シャッターを si78 所定の場所に si127 車両が出ます  ご注意ください

si29 車内には貴重品、バックを置かないようにして
下さい

si79 所定の配備に着いてください si128 信号が変わります

si30 車両が si80 侵入できません si129 修正します
si31 車両が出入りします si81 侵入者を si130 しております
si32 車両内に si82 浸入（侵入）が si131 人身事故が増えています
si33 車両は si83 （男声）侵入発生！　１１０番通報を行います。 si132 受動喫煙防止のためこの周辺での喫煙はご

遠慮ください
si34 車両を移動させて下さい si84 （男声）車両が出ます si133 車両がバックします_ご注意ください
si35 車両を止める事は出来ません si85 （男声）車両が通ります si134 従いましてラストオーダーは9時半までにお願

いいたします
si36 重機が si86 （男声）シャッターが閉まります si135 車両が出入りします　ご注意ください
si37 集合場所に si87 試験を si136 車両が出入りします　ご注意願います
si38 私有地です si89 従業員以外の si137 車両が近づいています　ご注意ください
si39 充電が si90 順番に、ご案内いたします si138 車両が通過します　ご注意ください
si40 十分に水分を補給しましょう si91 充電中です si139 重機作業中です_離れてください
si41 十分に注意して下さい si92 充電が完了しました si140 車両が出庫します_注意してください
si42 充満しています si93 蒸気 si141 出庫します_ご注意ください
si43 重量オーバーです si94 シリンダー si142 10号機
si44 終了して下さい si95 閉まっています si143 車両に注意してお通りください
si45 終了しました si96 （男声）地震が発生しました si144 信号が青になりました
si46 終了します si97 遮断機が si145 信号が赤になります
si47 守衛室に si98 車両に近づかないでください
si48 出庫して下さい si99 車両に

su01 水圧が su08 進んで下さい su15 速やかに退出願います
su02 水位が su09 スタッフが su16 頭上の
su03 水温が su10 スプリンクラーが su17 頭上  吊荷に注意してください
su04 スイッチを su11 滑りますから su18 頭上  注意願います
su05 過ぎました su12 滑りやすいので su19 スチール
su06 すぐに su13 速やかに su20 スリッター
su07 頭上に su14 ステップが su21 頭上にご注意ください

se01 制限速度内で se14 洗車が se27 雪上車が
se02 生産が se15 前進します se28 洗浄
se03 整理券を se16 線のところまで車を se29 セキュリティシステムが作動しました。警戒エ

リアですので退去して下さい
se04 席について下さい se17 線路から退避して下さい se30 セキュリティシステム作動
se05 接近しています se18 （男声）セキュリティシステムが作動しました。

警戒エリアですので退去して下さい。
se31 制限速度内でゆっくりお進みください

se06 接近中です se19 （男声）セキュリティシステム作動 se32 清掃中です
se07 設定されました se20 （男声）制限速度内でゆっくりお進みください se33 清掃作業中です
se08 旋回します se21 清掃車が se34 清掃ロボットが走行中です  ご注意ください
se09 セットされていません se22 是非お立ち寄りください se35 前方注意ください
se10 セットされました se23 全館警備を se36 石灰を
se11 セットして下さい se24 旋回中です。吊り荷の下に se37 窃盗は自動通報されますのでご注意ください
se12 セットします se25 制限速度を守り、安全運転を励行してください se38 セフティーバーを
se13 全館警備中です se26 Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ａ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ｂｏａｒｄ ｈｅｒｅ．

し

す

せ
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so01 早急に so09 そのままでお待ち下さい so18 測定中です
so02 走行します so10 速度超過です。前の車両は左に寄って停止し

なさい
so19

装置が異常です　点検してください

so03 走行中です so12 装着して下さい。 so20 装置が停止しました
so04 操作して下さい so13 測定を開始します so21 ソーシャルディスタンスにご配慮ください
so05 装置が so14 測定が完了しました so22 増水します_川から離れてください
so06 挿入して下さい so15 測定が終わりました so23 走行中です_ご注意願います
so07 速度超過です so16 測定器が異常です
so08 そのまま so17 測定できません

ta01 第 ta29 竜巻注意報が ta57 段取りしています
ta02 待機して下さい ta30 建物内から ta58 打球
ta03 大至急避難しなさい ta31 ダムの放流を ta59 退避
ta04 台車が ta32 ダムの水が ta60 タンディッシュが移動します
ta05 台車を ta33 ダムの放流を開始します ta61 ただいま不法侵入者を感知しました  自動通

報されます
ta06 退避して下さい ta34 タンクの水位が ta62 ただいま非常に混雑しております  身の回り

品には十分にご注意ください
ta07 台風が ta35 担当者を ta63 台車が通ります  ご注意ください
ta08 大変混雑しております ta36 高潮警報が ta64 ただいまポイントは定位です
ta09 高い場所に ta37 対応します ta65 ただいまポイントは反位になっています
ta10 高潮注意報が ta38 退出して下さい ta66 ただいま感染防止のため扉を開けております

のでご了承くださいませ
ta11 高台に ta39 立ち入らないで下さい ta67 ただいま感染防止のため窓を開けております

のでご了承くださいませ
ta12 高台に逃げて下さい ta40 退去してください ta68 ただいま感染防止のため扉を開けております_

ご了承ください
ta13 高台に避難して下さい ta41 隊員の ta69 ただいま感染防止のため窓を開けております_

ご了承ください
ta14 只今、 ta42 立ち入りはご遠慮ください ta70 ただいま館内は混み合っておりますので入場

制限中です
ta15 只今係員が ta43 立入りは ta71 ただいま店内は混み合っておりますので入場

制限中です

ta16 只今この入口は ta44 退館してください ta72 ただいま会場内は非常に混み合っております
ので入場制限を行っております

ta17 只今通報中です ta45 高さ制限オーバーです ta73 ただいま満車です
ta18 只今の時間は、 ta46 段差が有ります ta74 ただいま清掃作業中です　ご注意くださ
ta19 只今満席です ta47 ターンテーブル ta75 ターンテーブルが回転します_注意してください
ta20 只今より ta48 （男声）大至急 退去せよ ta76 ただいま人身事故の影響で運行を見合わせ

ております
ta21 ただいまよりはじめます ta49 （男声）ただちに 避難せよ ta77 ただいまからラストオーダーになります　御用

のお客様はスタッフまでお声掛けくださいませ

ta22 ただちに ta50 （男声）高潮警報が ta78 ただいま浸水しています_足元にご注意くださ
い

ta23 ただちに上がって下さい ta51 多発しています ta79 高さ制限オーバーです_危険です
ta24 立入り禁止です ta52 ただいま火災感知器が作動しました ta80 只今作業中です
ta25 立ち入りを ta53 ダンパートルクが ta81 台車が走行中です_ご注意願います
ta26 経ちました ta54 只今、工事中です　ご迷惑をお掛けいたしま

す
ta82 台車が通ります_ご注意願います

ta27 達しました ta55 （男声）只今、工事中です　ご迷惑をお掛けい
たします

ta83 台車が移動中です_ご注意願います

ta28 脱出して下さい ta56 耐圧試験中です

ti01 小さなお子様は ti11 着用して下さい ti21 駐車はできません
ti02 チェックして下さい ti12 注意しましょう ti22 駐車場内では
ti03 違います ti13 駐車禁止区域です ti23 中止して下さい
ti04 近づいています ti14 駐車禁止です ti24 注意して下さい
ti05 近づいてきます ti15 駐車券を ti25 注意して、お通りください
ti06 近づかないで下さい ti16 駐車しないで下さい ti26 駐輪は
ti07 近づかない様に ti17 駐車場 ti27 駐車場から車が出てきますので
ti08 近寄らないで下さい ti18 駐車場へ ti28 駐車場は満車です
ti09 着雪注意報が ti19 直進します ti29 注意してお渡りください
ti10 着氷注意報が ti20 駐車は ti30 駐車場内では監視カメラが作動しています

tu01 通過します tu10 津波が来ます tu19 通行はご遠慮ください
tu02 通過中です tu11 津波警報が tu20 吊荷が動きます
tu03 通行できません tu12 津波注意報が tu21 吊荷にご注意ください
tu04 通行止めです tu13 通報してください tu22 つり銭のお取り忘れのないようにご注意くださ

い
tu05 通行の妨げになります tu14 通過するまで tu23 吊荷が動きます　安全な場所へ退避してくだ

さい
tu06 通報します tu15 （男声）強い揺れに警戒してください tu24 津波がきます_直ちに高台に避難してくだ

さい
tu07 通報中です tu16 通行に tu25 吊荷が動きます_ご注意ください
tu08 通報しました tu17 通行にご注意ください
tu09 通路を tu18 通行にはご注意ください

た

そ
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te01 手洗いとウガイをしましょう te20 鉄砲水の te40 適度に水分を取り休息しましょう
te02 定員が te21 出ています te41 電線にご注意ください
te03 低温注意報が te22 出て下さい te42 電線にお気を付けください
te04 低下しています te23 出ます te43 電柱にご注意ください
te05 低下しました te24 手を te44 出口にご注意ください
te06 定休日です te25 点検が te45 電話です！詐欺にあわないよう十分注意しま

しょう！
te07 定刻時間が te26 点検して下さい te46 電話です！お金の話は詐欺です  注意しま

しょう

te08 停止させて下さい te27 電源をお切り下さい te47 電話です！警察や普段かからない相手から
の電話は注意してください

te09 停止しています te28 展示品には手を触れないよう te48 点検作業中です

te10 停止して下さい te29 電車が te49 電話です「あなたのカードが悪用されていま
す」は詐欺です

te11 停止しました te30 手をふれないで下さい te50 手洗いとアルコール消毒にご協力お願いいた
します

te12 停止します te31 電源を te51 電話がかかっています
te13 出入りします te32 停止して te52 電車がきます_黄色い線の内側までお下がりく

ださい
te14 手入れして下さい te33 デマンド警報が te53 電車が通過します_黄色い線の内側までお下

がりください
te15 テーブルが te35 点検整備中です te54 手洗いとアルコール消毒をしましょう
te16 手順を te36 電車が到着します te55 適度に水分を取り休息しましょう
te17 です te37 電話です te56 デマンド警報が発生しました　投入停止してく

ださい
te18 テスト警報です te38 出ますので te57 天井クレーンが動きます
te19 テスト中です te39 停止バーが te58 天井クレーンが動きます_ご注意ください

to01 ドアが to16 土石流が to33 （男声）トラックが出入りします　ご注意ください
to02 ドアロックをし to17 土石流の to34 扉にご注意ください
to03 ドアをロックして下さい to18 扉が to35 投入中です
to04 凍結しています to19 トラックが出ます to36 ドアロックを確認してください  また車内には貴

重品は置かないようにしてください
to05 動作します to20 ドロボー！ドロボー！ to37 当店では安全のため監視カメラを設置いたし

ております
to06 動作中です to21 トンネル内は to38 通らないでください
to07 どうぞお入り下さい to22 戸締りを確認して下さい to39 当店では夜10時をもって閉店とさせていただ

いております
to08 到着します to23 道路をあけて下さい to40 扉が開きます_ご注意ください
to09 盗難が to24 トラックが to41 トイレ内での喫煙はご遠慮ください
to10 投入されました to25 扉が閉まります。ご注意願います to42 道路に出る前に左右を確認して人や車や自

転車に注意しましょう
to11 通ります to26 道路工事中です to43 道路に出る時は車や自転車に注意しましょう
to12 閉じ込められました to29 投入 to44 ドアが開きます_ご注意ください
to13 戸締りを to30 トラックが出ます　ご注意ください to45 ドアが閉まります_ご注意ください
to14 土砂崩れの to31 トラックが出入りします　ご注意ください to46 トラックがきます  ご注意ください
to15 土砂崩れの為、 to32 （男声）トラックが出ます　ご注意ください

na01 中に na05 雪崩注意報が na09 7号機
na02 中に入れません na06 なりました
na03 流れてきます na07 ナンバーが
na04 無くなりました na08 鳴りました

ni01 逃げて下さい ni08 入場されますと110番通報します nu01 抜いて下さい
ni02 になりました ni09 入力して下さい
ni03 入庫します ni10 入山規制を行っています
ni04 入場は出来ません ni11 荷降ろし中です
ni05 入店は出来ません ni12 荷降ろし中ですので
ni06 入場できません ni13 2号機
ni07 逃げなさい ni14 荷下ろし中です　安全な場所へ退避してくださ

い

ne01 熱中症の恐れのある温度になりました no01 濃霧注意報が
ne02 燃料が no02 上り列車が接近しています
ne03 願います no03 乗り降りには
ne04 熱中症防止のため水分補給をしましょう no04 …のため
ne05 熱中症にご注意ください
ne06 熱中症の恐れのある温度になりました

適度に水分を取り休息しましょう

ね・の

に・ぬ

て

と

な
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ha01 入れません ha21 発令されましたので ha41 バーが
ha02 入れませんので ha22 離れて下さい ha42 バスが出ます　ご注意ください
ha03 白線内で ha23 早く ha43 パレット位置を
ha04 白線の内側まで ha24 春の交通安全を ha44 パレット供給が
ha05 白線まで ha25 波浪注意報が ha45 パレット供給を
ha06 はしご車が ha26 番 ha46 パレットコンベア
ha07 始まります ha27 番号札をお取り下さい ha47 パレットコンベアが
ha08 はじめます ha28 犯罪です ha48 パレットコンベアを
ha09 外れています ha29 搬送車が ha49 パレットストッカーが
ha10 パスワードが ha30 番台 ha50 パレットストッカーを
ha11 破損しました ha31 番の ha51 パレット不足です
ha12 バックして下さい ha32 入らないで下さい ha52 搬出してください
ha13 バックします ha33 波浪警報が ha53 バックしないでください
ha14 発行します ha34 発行ボタンを ha54 発生
ha15 発車します ha35 端から ha55 発生しています
ha16 発生しました ha36 パレットが ha56 走らないでください
ha17 発生する危険があります ha37 パレットを ha57 バックします　ご注意ください
ha18 発表されました ha38 （男声）発令されました ha58 8号機
ha19 発表されましたので ha39 （男声）発令されましたので ha59 鳩に餌をやらないでください_また犬や猫

に餌を与えることは条例で禁止されてい
ます

ha20 発令されました ha40 （男声）波浪警報が

hi01 110番通報して下さい hi15 左に旋回します hi29 引いて下さい
hi02 110番通報を行います hi16 左に走行します hi30 火の元にご注意下さい
hi03 119番通報して下さい hi17 左に曲がります hi31 ＰＭ２．５の濃度が
hi04 119番に通報して下さい hi18 左に寄って下さい hi32 避難勧告を発令します
hi05 ヒーターが hi19 左へ走行します hi33 火の元に
hi06 ヒーターを hi20 人がいます hi34 （男声）避難してください
hi07 日陰の場所に hi21 避難して下さい hi35 非常停止ボタンが押されました
hi08 非常口は hi22 避難出口があります hi36 非常事態発生
hi09 非常事態が hi23 火の後始末をして hi37 左側が女子トイレです
hi10 非常停止しました hi24 火の始末に hi38 左側が男子トイレです
hi11 非常に高くなっています hi25 火の元や戸締りを hi39 人がいます_ご注意ください
hi12 左側にあります hi26 表層雪崩の hi40 人がいます_注意してお通りください
hi13 左に hi27 開きます
hi14 左に回転します hi28 頻発しています

hu01 風雪注意報が hu17 文章 hu33 付近の
hu02 ブームが hu18 （男声）フォークリフトが通ります hu34 不法侵入者は警察に通報します
hu03 フォークリフトが hu19 フォークリフトが通ります。ご注意ください hu35 フォークリフトは停止してください
hu04 不審火が hu20 ファックスが届きました。 hu36 プロペラにご注意ください
hu05 札のお客様は hu21 噴火警戒レベル hu37 フォークリフトがバックします_ご注意ください
hu06 不法者が侵入しました hu22 フード hu38 ファックスが届いています
hu07 不法侵入がありました hu23 フィルター hu39 フォークリフトが通ります　扉にご注意ください
hu08 不法投棄 hu24 ブレーキ hu40 フォークリフトが接近中です_ご注意ください
hu09 踏切から hu25 不審物が発見されました hu41 フォークリフトが動きます_ご注意くださ

い
hu10 プレス機が hu26 不審物を発見された方は hu42 踏切内では立ち止まらないでください
hu11 噴火しました hu27 不審物を見かけた方は hu43 踏切にご注意ください
hu12 降ってきました hu28 不審な荷物を発見された方は hu44 踏切に注意してください
hu13 付近の人は hu29 不十分です hu45 フォークリフトにご注意ください
hu14 プリンターが hu30 不足しています hu46 フォークリフトに注意してください
hu15 プリンターのリボンを hu31 不良です
hu16 プリンター用紙を hu32 付近の作業者は退避してください

he01 閉鎖中です he04 変更しました he07 変更してください
he02 別の入口に he05 閉鎖バーが
he03 ヘルメットを he06 ベッセルが

ho01 ホイストが ho17 本日の業務は ho33 歩行帯を
ho02 放火事件が ho18 本日のご来店有難うございました ho34 本日は非常に混雑しております  恐れ入りま

すが最後尾にお並びください
ho03 方向に ho19 本日は、 ho35 補充お願いします
ho04 防護服を着用して下さい ho20 本日はご苦労様でした ho36 本日、マスク・アルコール消毒液の入荷はご

ざいません　また入荷も未定となっております
ho05 放射線量が ho21 ポンプ ho37 保護具を着用してください
ho06 放出されます ho22 暴風警報が ho38 本日のご来店ありがとうございました　またの

ご来店をお待ちしております
ho07 防犯カメラが ho23 防犯カメラで監視されています ho39 歩行者に注意してください
ho08 防犯装置が ho24 ホームの ho40 歩行者が接近しています
ho09 暴風雪警報が ho25 （男声）防犯カメラが作動しました ho41 歩行者が通ります
ho10 放流されます ho26 保護してください ho42 歩行者にご注意ください
ho11 放流しています ho27 歩行者に ho43 本日は猛暑のため適度に水分を補給し熱中

症を予防しましょう
ho12 ホームの端から離れて下さい ho28 ホッパー ho44 本日のご来店ありがとうございました　まもな

く閉店の時間になります
またのお越しをお待ちしております

ho13 歩行者が ho29 本数NGです ho45 歩行者が通ります_左右確認してください
ho14 補充して下さい ho30 （男声）暴風警報が ho46 歩行者が通ります_注意してください
ho15 補填して下さい ho31 本日のご来店ありがとうございます
ho16 本日の営業は ho32 歩行帯

ほ

ひ
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ma01 毎度 ma13 間もなく到着します ma25 まもなく閉館の時間になります。ご入場の皆
ma02 参りました ma14 間もなく発車します ma26 （男声）まもなく大きな地震がきます。落ち着い

て身の安全を確保して下さい。
ma03 また明日お越し下さいませ ma15 まもなく日が暮れます ma27 （男声）またのお越しをお待ちしております
ma04 又のお越しを ma16 間もなく参ります ma28 マストが
ma05 またのお越しをお待ちしております ma17 まもなく列車が ma29 マストを
ma06 またのご来店をお待ちしております ma18 回りに人が ma30 マストの位置を修正します
ma07 またのご利用を ma19 満車です ma31 マスク着用にご協力お願いします
ma08 間近です ma20 マンホール内は ma32 窓を開けて換気しましょう
ma09 窓口に ma21 参ります ma33 窓を開けて換気してください
ma10 窓口にお越し下さい ma22 前の車は左によって、よく安全を確かめて停

車して下さい
ma34 マスクの着用とアルコール消毒にご協力

ください
ma11 窓を開け ma23 前の車は左に寄って下さい ma35 マスク会食にご協力お願いします
ma12 まもなく ma24 前をあけて下さい ma36 マスク着用のうえ検温にご協力お願いい

たします

mi01 右側にあります mu01 無断で入ってはいけません mo01 もう一度カードを近づけてから、
mi02 右に mu02 無理な横断はやめましょう mo02 もう一度確認して下さい
mi03 右に回転します mu03 向かいます mo03 もし発見された場合には
mi04 右に旋回します mu04 向かって右側が男子トイレ  左側が女子トイレ

です
mo04 戻して下さい

mi05 右に走行します mu05 向かって左側が男子トイレ  右側が女子トイレ
です

mo05 元栓を

mi06 右に曲がります mo06 元に
mi07 右へ走行します mo07 もれています
mi08 水かさが me01 メンテナンスを mo08 申し訳ございませんが
mi09 道が狭いです me02 メールが届きました mo09 もう一度
mi10 道をあけて下さい me03 迷惑電話にご注意ください mo10 モーター
mi11 皆様は mo11 申し訳ありませんが本日の催しは中止になり

ました
mi12 緑です mo12 申し訳ありませんが本日は閉店しております

mi13 皆さん、密接・密着・密集にならないよう気を
つけましょう

mo13 申し訳ございませんが本日のマスクの入荷は
ございません　また入荷予定は未定となって
おります

mi14 右側が男子トイレです mo14 申し訳ございませんが感染予防のためご入店
をの際はマスク着用をお願いしております_ご
協力お願いいたします

mi15 右側が女子トイレです
mi16 水漏れのためご迷惑をお掛けしております

ya01 やけどする yu01 油圧が yo01 用紙が
ya02 矢印の yu02 遊泳禁止です yo02 幼児や子供を残しての

yu03 融雪注意報が yo03 予定時間が
yu04 ゆっくり yo04 呼出し中です
yu05 ゆっくりお進み下さい yo05 呼び出しています
yu06 指挟まれに注意して下さい yo06 呼び釦を
yu07 指差し呼称を敢行しましょう yo07 呼んでおります
yu08 指差し呼称を、励行しましょう yo08 溶接完了しました
yu09 油漏れが yo09 容量オーバーです
yu10 床面が滑りやすくなっております yo10 容量不足です
yu11 指差し確認お願いします yo11 宜しくお願いします
yu12 床面が滑りやすくなっております　足元

にご注意ください
yo12 横風にご注意ください

yo13 4号機
yo14 よろしくご協力をお願いいたします

ra01 ラインが re01 冷却水ポンプ wa01 忘れ物に
ra02 落下物に re02 列車が wa02 ワーク
ra03 ラインを re03 連絡して下さい wa03 ワイヤー
ra04 落下物危険があります re04 レベル wa04 ワイヤーを戻してください
ra05 落下物危険があります　頭上に注意して

ください
re05 レールにお気を付けください

ra06 ラインの中には立ち入らないでください re06 冷凍庫の温度が上昇しています
ra07 ラインを停止させてください re07 冷凍庫の電源が切れています

re08 冷蔵庫の温度が上昇しています
re09 冷蔵庫の電源が切れています
re10 列車が来ます
re11 列車が来ます_ご注意ください
re12 列車が接近しています_作業停止してくだ

さい
ri01 リフト
ri02 料金を
ri03 リフトが出ます ro01 路面が
ri04 リフトが ro02 路上駐車は
ri05 リフト後方ご注意ください ro03 漏電しています

ro04 ローラー

ro05 ロボットが
ru01 ループを ro06 ロボットの

ro07 ローターが
ro08 ロールが
ro09 漏電にご注意ください
ro10 路面が滑りやすくなっております　ご注意くだ

さい
ro11 6号機

み・む・め・も

や・ゆ・よ

ら・り・る・れ・ろ・わ

ま
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z70 Ａ z81 Ｌ z92 Ｗ
z71 Ｂ z82 Ｍ z93 Ｘ
z72 Ｃ z83 Ｎ z94 Ｙ
z73 Ｄ z84 Ｏ z95 Ｚ
z74 Ｅ z85 Ｐ
z75 Ｆ z86 Ｑ
z76 Ｇ z87 Ｒ
z77 Ｈ z88 Ｓ
z78 Ｉ z89 Ｔ
z79 Ｊ z90 Ｕ
z80 Ｋ z91 Ｖ

x00a 0　ゼロ x30 30 y01 1000
x00b 0　レイ x40 40 y02 2000
x01 1 x50 50 y03 3000
x02 2 x60 60 y04 4000
x03 3 x70 70 y05 5000
x04a 4　シ x08 80 y06 6000
x04b 4　ヨン x09 90 y07 7000
x05 5 x100 100 y08 8000
x06 6 x200 200 y09 9000
x07a 7　ヒチ x300 300
x07b 7　ナナ x400 400
x08 8 x500 500
x09 9 x600 600
x10 10 x700 700
x11 11 x800 800
x12 12 x900 900
x20 20

p04 1時になりました p27 1番線の
p05 2時になりました p28 2番線の
p06 3時になりました p29 3番線の
p07 4時になりました p30 4番線の
p08 5時になりました p31 5番線の
p09 6時になりました p32 6番線の
p10 7時になりました p33 7番線の
p11 8時になりました p34 8番線の
p12 9時になりました p35 9番線の
p13 10時になりました p36 10番線の
p14 11時になりました p37 1番線に
p15 12時になりました p38 2番線に
p16 0時になりました p39 3番線に
p17 1番窓口に p40 4番線に
p18 2番窓口に p41 5番線に
p19 3番窓口に p42 6番線に
p20 4番窓口に p43 7番線に
p21 5番窓口に p44 8番線に
p22 6番窓口に p45 9番線に
p23 7番窓口に p46 10番線に
p24 8番窓口に p47 1番エリア_侵入者を検知しました

p25 9番窓口に p48 2番エリア_侵入者を検知しました

p26 10番窓口に p49 3番エリア_侵入者を検知しました

p50 4番エリア_侵入者を検知しました

p01

p02

p03

c01 ピポン c11 サイレン３（消防車） c21 パパパン
c02 ピンポン(1回) c12 サイレン４（時報） c22 警報音１
c03 ピンポン(2回) c13 破裂音１ c23 警報音２
c04 ピピピン c14 破裂音２
c05 ピポパポピポパン c15 クラクション
c06 ブザー音１ c16 カンカン
c07 ブザー音２ c17 列車の発車音
c08 ブザー音３ c18 ブザー音４
c09 サイレン１（パトカー） c19 パララ
c10 サイレン２（救急車） c20 タラララン

警告音・効果音

ただいま、春の交通安全運動週間を実施中です。歩行者の皆様は車両に十分注意しましょう

ただいま、消火活動中です。この道路は通行止めです

文章

アルファベット

文節

救急車が通ります。道を空けてください

数字・単語
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