
効果音ライブラリー（フォーリーサウンド・Prop・FX）

No.(検索No.) URL タイトル コメント1 コメント2

795408 htt
ps:

automatic door_1 自動ドア開く　コンビニ・スーパーなど 1 自動ドアです。
コンビニ・スーパーマーケット・ビルなどの自動ドアです。

795410 htt
ps:

basket_1 バスケットを置く　コンビニ・スーパー 1 コンビニ・スーパーマーケットなどのバスケットです。
置くときなどに使ってください。

795412 htt
ps:

cloth_1 衣擦れ　軽く抱きしめるなど 1 衣擦れです。
軽く抱く音（子供を抱くなど）

796423 htt
ps:

cloth_2 衣擦れ　Tシャツ 2 衣擦れ　2
ゴソゴソした後で首・腕が出る感じの音

796428 htt
ps:

cloth_3 衣擦れ　Tシャツ 3 衣擦れ　３
ゴソゴソしている音

809492 htt
ps:

cloth_4 衣擦れ コートなどを着る音 4 衣擦れ　4
コート、ジャケットを着る時の「バサッ」いう感じの音

809493 htt
ps:

cloth_5 衣擦れ コートなどを着る音5 衣擦れ　5
コート、ジャケットを着る時の「バサッ」いう感じの音

809494 htt
ps:

cloth_6 衣擦れ コート、ジャケットなどを着る音6 衣擦れ　6
コート、ジャケットなどを着る音、袖を通す音

809565 htt
ps:

cloth_7 衣擦れ コート、ジャケットなどを着る音7 衣擦れ　7
コート、ジャケットなどを着る音、袖を通す音

809568 htt
ps:

cloth_8 衣擦れ ブルゾン、ジャケットなどを着る音8 衣擦れ　8
ブルゾン、ジャケットなどを着る音、袖を通す音

795417 htt
ps:

cloth_grab_1 衣擦れ　腕や肩を掴むなど 1 衣擦れです。
腕を掴む、肩に手を置くなど

795421 htt
ps:

cloth_hit_1 衣擦れ　腕と体をぶつける音 1 衣擦れです。
腕・肩・体をぶつける音など

795651 htt
ps:

coins_1 小銭・コインなどの音　１ 小銭・コインなどの音　１
チャリーンと音がなります。

795656 htt
ps:

coins_2 小銭・コインなどの音　２ 小銭・コインなどの音　２
チャリーンと音がなります。

795657 htt
ps:

coins_3 小銭・コインなどの音　３ 小銭・コインなどの音　３
チャリーンと音がなります。

795658 htt
ps:

grab_1 手を掴む 1 手を掴む 1
手を掴む、手を肌の上に置く

795660 htt
ps:

handclap_1 拍手 1 拍手 1
拍手する。

796430 htt
ps:

glass_cup_1 グラス、コップ　置く、倒す 1 グラス・コップの音 1
グラス・コップをテーブルに置く音。

796433 htt
ps:

glass_cup_2 グラス、コップ　置く、倒す 2 グラス・コップの音 2
グラス・コップをテーブルに置く音、倒す音。
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796434 htt
ps:

glass_cup_3 グラス、コップ　置く、倒す 3 グラス・コップの音 3
グラス・コップをテーブルに置く音、倒す音。

796435 htt
ps:

glass_cup_4 グラス、コップ　置く、倒す 4 グラス・コップの音 4
グラス・コップをテーブルに置く音、倒す音。

796436 htt
ps:

glass_cup_5 グラス、コップ　置く、机の上を滑らす 5 グラス・コップの音 5
グラス・コップをテーブルに置いて少しずらす。

796437 htt
ps:

glass_cup_6 グラス、コップ　置く、机の上を滑らす 6 グラス・コップの音 ６
グラス・コップをテーブルに置いて少しずらす。

796440 htt
ps:

paper bag_1 紙袋　袋の中をゴソゴソする物を取り出す 1 紙袋 1
袋の中をゴソゴソ、中から何かを取り出す。

796441 htt
ps:

paper bag_2 紙袋　袋の中をゴソゴソする 2 紙袋 2
袋の中をゴソゴソ。

796444 htt
ps:

shopping bag_1 レジ袋　置く 1 レジ袋 1
硬い床に置く

796445 htt
ps:

shopping bag_2 レジ袋　置く 2 レジ袋 2
硬い床に置く

796447 htt
ps:

wooden door_close_1 ドア　木のドア　閉める 1 ドア 閉める 1
木をドアを閉める

796450 htt
ps:

wooden door_open_1 ドア　木のドア　開ける 1 ドア 開ける 1
木をドアを開ける

809573 htt
ps:

fall_1 落とす(キャベツなど)1 落とす　1
キャベツ・白菜、葉のついた野菜を落とす音

809579 htt
ps:

shopping bag_3 レジ袋 揺れる3 レジ袋 揺れる　3
持ってるビニール袋が揺れる音

811636 htt
ps:

pot_lid_open 鍋の蓋を開ける１ 鍋の蓋を開ける１
鍋の蓋を開ける（金属の蓋）

811637 htt
ps:

pot_lid_close 鍋の蓋を閉める１ 鍋の蓋を閉める１
鍋の蓋を閉める（金属の蓋）

811639 htt
ps:

water_supply_1 台所の水道の音１ 台所の水道の音１
蛇口を開けて水の音が鳴ってる

837058 htt
ps:

shopping bag_4 レジ袋 揺れる4 レジ袋 揺れる　4
持ってるビニール袋が揺れる音

837060 htt
ps:

shopping bag_5 レジ袋 揺れる5 レジ袋 揺れる　5
持ってるビニール袋が揺れる音

837062 htt
ps:

sweep_1 ほうきで掃く1 ほうきで掃く　1
ほうきで地面を掃く音

837888 htt
ps:

cellular_phone_fall_1 携帯電話（小物）などを落とした音１ 携帯電話（小物）などを落とした音１
携帯電話や小さな固めなものを落とした音

837891 htt
ps:

cellular_phone_fall_2 携帯電話（小物）などを落とした音２ 携帯電話（小物）などを落とした音２
携帯電話や小さな固めなものを落とした音

837893 htt
ps:

cellular_phone_fall_3 携帯電話（小物）などを落とした音３ 携帯電話（小物）などを落とした音３
携帯電話や小さな固めなものを落とした音
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837894 htt
ps:
//a

chime_1 学校などのチャイム音（ノーマル） 学校などのチャイム音（ノーマル）
エフェクトをかけていないチャイム音                
chime_3/_4はSoundLibrary_4にあります。

837896 htt
ps:
//a

chime_2 学校などのチャイム音（教室で再生する音） 学校などのチャイム音（教室で再生する音）
教室でなっているような音になっています。        
chime_3/_4はSoundLibrary_4にあります。

837898 htt
ps:

curtain_1 カーテンの開閉１（普通） カーテンの開閉１（普通）
普通、少しきつめのカーテンの開閉音

837902 htt
ps:

curtain_2 カーテンの開閉２（少しゆっくり） カーテンの開閉２（少しゆっくり）
少しゆっくりしたカーテンの開閉音

837906 htt
ps:

picopico_hammer_1 ピコピコハンマーの音１（少し強め） ピコピコハンマーの音（少し強め）
アニメ、ドラマからゲームなどに使ってください。

837910 htt
ps:

picopico_hammer_2 ピコピコハンマーの音２（普通） ピコピコハンマーの音（普通）
アニメ、ドラマからゲームなどに使ってください。

837912 htt
ps:

vibrator_1 携帯電話のバイブ１ 携帯電話のバイブ１
バイブレータ、通常の音です。

837916 htt
ps:

vibrator_2 携帯電話のバイブ２ 携帯電話のバイブ２
バイブレータ、バック・ポケットになっている音

843068 htt
ps:

bath_pail_1 風呂の音（桶の音） 風呂の音（桶の音）
温泉などで良くある「かーーーん」という音です。

958570 htt
ps:

cloth_bag_1 カバンに荷物を入れる カバンに荷物を入れる

958575 htt
ps:

cloth_bag_2 カバンを置く カバンを置く、少し乱暴に置く

958578 htt
ps:

cloth_punch_defense_1 衣擦れ　殴る、防御1 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958582 htt
ps:

cloth_punch_defense_2 衣擦れ　殴る、防御2 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958585 htt
ps:

cloth_punch_defense_3 衣擦れ　殴る、防御3 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958588 htt
ps:

cloth_punch_defense_4 衣擦れ　殴る、防御4 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958589 htt
ps:

cloth_punch_defense_5 衣擦れ　殴る、防御5 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958590 htt
ps:

cloth_punch_defense_6 衣擦れ　殴る、防御6 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958591 htt
ps:

cloth_punch_defense_7 衣擦れ　殴る、防御7 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958594 htt
ps:

cloth_punch_defense_8 衣擦れ　殴る、防御8 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958596 htt
ps:

cloth_punch_defense_9 衣擦れ　殴る、防御9 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。

958597 htt
ps:

cloth_punch_defense_10 衣擦れ　殴る、防御10 衣擦れ　殴る、防御、格闘技・乱闘などの映像、ゲームにご使
用ください。
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958599 htt
ps:

cloth_punch_swish_1 衣擦れ　殴る、風切り音(ヒュッ)1 衣擦れ　殴る、風切り音、少し軽い風を切る音、swish

958603 htt
ps:

cloth_punch_swish_2 衣擦れ　殴る、風切り音(ヒュッ)2 衣擦れ　殴る、風切り音、少し軽い風を切る音、swish

958605 htt
ps:

cloth_punch_swish_3 衣擦れ　殴る、風切り音(ヒュッ)3 衣擦れ　殴る、風切り音、少し軽い風を切る音、swish

958607 htt
ps:

cloth_punch_swish_4 衣擦れ　殴る、風切り音(ヒュッ)4 衣擦れ　殴る、風切り音、少し軽い風を切る音、swish

958608 htt
ps:

cloth_punch_swish_5 衣擦れ　殴る、風切り音(ヒュッ)5 衣擦れ　殴る、風切り音、少し軽い風を切る音、swish

977552 htt
ps:

put_cardboard1 段ボール（ブロック）を置く・持ち上げる 段ボールを置く、持ち上げる

977570 htt
ps:

put_cardboard2 段ボール（ブロック）を置く・持ち上げる 段ボールを置く、持ち上げる

977572 htt
ps:

put_cardboard3 段ボール（ブロック）を置く・持ち上げる 段ボールを置く、持ち上げる

977574 htt
ps:

put_cardboard4 段ボール（ブロック）を置く・持ち上げる 段ボールを置く、持ち上げる

983346 htt
ps:

tape_1 テープをのばす、切る 1 テープをのばす、切る

983351 htt
ps:

tape_2 テープをのばす、切る 2 テープをのばす、切る

983355 htt
ps:

tape_3 テープをのばす、切る 3 テープをのばす、切る

1005296 htt
ps:

plastic_1 プラスチックケース（CDなど）を置く プラスチックケース（CDなど）を置く

1005303 htt
ps:

plastic_2 プラスチックケース（CDなど）を置く プラスチックケース（CDなど）を置く

1005307 htt
ps:

plastic_3 プラスチックケース（CDなど）を置く プラスチックケース（CDなど）を置く

1005308 htt
ps:

plastic_4 プラスチックケース（CDなど）を置く プラスチックケース（CDなど）を置く

1005310 htt
ps:

plastic_5 プラスチックケース（CDなど）を置く プラスチックケース（CDなど）を置く

1005316 htt
ps:

plastic_slide_1 テーブルの上でプラスチックケースを滑らす テーブルの上でプラスチックケースを滑らす。
または、滑らして取る。1005319 htt

ps:
plastic_slide_2 テーブルの上でプラスチックケースを滑らす テーブルの上でプラスチックケースを滑らす。

または、滑らして取る。1005320 htt
ps:

plastic_slide_3 テーブルの上でプラスチックケースを滑らす テーブルの上でプラスチックケースを滑らす。
または、滑らして取る。1035135 htt

ps:
can_fall_1 金属製の物を落とす・置く 1 金属製（缶など）の物を落とす・置く

1035333 htt
ps:

can_fall_2 金属製の物を落とす・置く 2 少し小さな缶を落とす

1035334 htt
ps:

can_fall_3 金属製の物を落とす・置く 3 少し小さな缶を落とす

1035344 htt
ps:

can_fall_7 金属製の物を落とす・置く 7 少し小さな缶を落とす

1035364 htt
ps:

chair_table_move_1 椅子、テーブルを動かす音１ 椅子、テーブルを動かす音、床との軋み音

1036298 htt
ps:

cloth_lift_1 衣擦れ　抱き上げる１ 衣擦れ　赤ちゃん、または動物（猫・犬など）を抱き上げる。

1036305 htt
ps:
//a

cloth_lift_2 衣擦れ　抱き上げる２ 衣擦れ　赤ちゃん、または動物（猫・犬など）を抱き上げる。
寝ている赤ちゃん、また、動物なので敷いている布の音がなっ
ています。

1036307 htt
ps:
//a

cloth_lift_3 衣擦れ　抱き上げる３ 衣擦れ　赤ちゃん、または動物（猫・犬など）を抱き上げる。
寝ている赤ちゃん、また、動物なので敷いている布の音がなっ
ています。

1036423 htt
ps:

pour_water_1 水（飲料水）を注ぐ音１ 飲み物を器に入れる

1036984 htt
ps:

metal_fall_1 金属を落とした音１ 金属を落とした音

1036999 htt
ps:

metal_fall_2 金属を落とした音２ 金属を落とした音

1037217 htt
ps:

paper_bag_3 紙袋をさわる音3 紙袋をさわる音
少し小さな紙袋を開ける音

1037232 htt
ps:

paper_bag_4 紙袋をさわる音4 紙袋をさわる音
少し小さな紙袋を開ける音

https://audiostock.jp/audio/958599
https://audiostock.jp/audio/958599
https://audiostock.jp/audio/958603
https://audiostock.jp/audio/958603
https://audiostock.jp/audio/958605
https://audiostock.jp/audio/958605
https://audiostock.jp/audio/958607
https://audiostock.jp/audio/958607
https://audiostock.jp/audio/958608
https://audiostock.jp/audio/958608
https://audiostock.jp/audio/977552
https://audiostock.jp/audio/977552
https://audiostock.jp/audio/977570
https://audiostock.jp/audio/977570
https://audiostock.jp/audio/977572
https://audiostock.jp/audio/977572
https://audiostock.jp/audio/977574
https://audiostock.jp/audio/977574
https://audiostock.jp/audio/983346
https://audiostock.jp/audio/983346
https://audiostock.jp/audio/983351
https://audiostock.jp/audio/983351
https://audiostock.jp/audio/983355
https://audiostock.jp/audio/983355
https://audiostock.jp/audio/1005296
https://audiostock.jp/audio/1005296
https://audiostock.jp/audio/1005303
https://audiostock.jp/audio/1005303
https://audiostock.jp/audio/1005307
https://audiostock.jp/audio/1005307
https://audiostock.jp/audio/1005308
https://audiostock.jp/audio/1005308
https://audiostock.jp/audio/1005310
https://audiostock.jp/audio/1005310
https://audiostock.jp/audio/1005316
https://audiostock.jp/audio/1005316
https://audiostock.jp/audio/1005319
https://audiostock.jp/audio/1005319
https://audiostock.jp/audio/1005320
https://audiostock.jp/audio/1005320
https://audiostock.jp/audio/1035135
https://audiostock.jp/audio/1035135
https://audiostock.jp/audio/1035333
https://audiostock.jp/audio/1035333
https://audiostock.jp/audio/1035334
https://audiostock.jp/audio/1035334
https://audiostock.jp/audio/1035344
https://audiostock.jp/audio/1035344
https://audiostock.jp/audio/1035364
https://audiostock.jp/audio/1035364
https://audiostock.jp/audio/1036298
https://audiostock.jp/audio/1036298
https://audiostock.jp/audio/1036305
https://audiostock.jp/audio/1036305
https://audiostock.jp/audio/1036305
https://audiostock.jp/audio/1036307
https://audiostock.jp/audio/1036307
https://audiostock.jp/audio/1036307
https://audiostock.jp/audio/1036423
https://audiostock.jp/audio/1036423
https://audiostock.jp/audio/1036984
https://audiostock.jp/audio/1036984
https://audiostock.jp/audio/1036999
https://audiostock.jp/audio/1036999
https://audiostock.jp/audio/1037217
https://audiostock.jp/audio/1037217
https://audiostock.jp/audio/1037232
https://audiostock.jp/audio/1037232


1037233 htt
ps:

paper_bag_5 紙袋をさわる音5 紙袋をさわる音
少し小さな紙袋を開ける音

1037236 htt
ps:

paper_bag_6 紙袋をさわる音6 紙袋をさわる音
少し小さな紙袋を開ける音

1037240 htt
ps:

paper_bag_7 紙袋をさわる音7 紙袋をさわる音
紙袋を開ける音

1037246 htt
ps:

paper_bag_8 紙袋をさわる音8 紙袋をさわる音
紙袋を開ける音

1037256 htt
ps:

paper_bag_putin_1 紙袋に物を入れる音1 ショッピング用紙袋に物を入れる音（缶詰、缶ビールなど）

1037417 htt
ps:

plastic_fall_1 プラスチックの容器など プラスチックの容器
雑に置いた音。または、落とした音

1037422 htt
ps:

plastic_fall_2 プラスチックの容器など プラスチックの容器
雑に置いた音。または、落とした音

1037427 htt
ps:

plastic_fall_3 プラスチックの容器など プラスチックの容器
雑に置いた音。または、落とした音

1037431 htt
ps:

plastic_fall_4 プラスチックの容器など プラスチックの容器
蓋を落とした音

1037432 htt
ps:

plastic_fall_5 プラスチックの容器など プラスチックの容器
容器をテーブルの上でずらした音

1037434 htt
ps:

plastic_fall_6 プラスチックの容器など プラスチックの容器
蓋を落とした音、蓋が回っている。

1037439 htt
ps:

plastic_fall_7 プラスチックの容器など プラスチックの容器
蓋を落とした音、蓋が回っている。

1037442 htt
ps:

plastic_fall_8 プラスチックの容器など プラスチックの容器
蓋を落とした音、蓋が回っている。

1037481 htt
ps:

rumble_drawer_bag_1 カバンの中をゴソゴソする カバンの中・引き出しの中をゴソゴソする

1037953 htt
ps:

spoon_1 コーヒー、紅茶をかき混ぜる コーヒー、紅茶をかき混ぜる
コーヒー、紅茶をスプーンで混ぜる

1037961 htt
ps:

spoon_2 コーヒー、紅茶をかき混ぜる コーヒー、紅茶をかき混ぜる
コーヒー、紅茶をスプーンで混ぜる

1037967 htt
ps:

spoon_fork_put_1 食器を置く 食器を置く
食器（皿、カップ、スプーンなど）を雑に置く

1037970 htt
ps:

spoon_fork_put_2 食器を置く 食器を置く
食器（皿、カップ、スプーンなど）を雑に置く

1037973 htt
ps:

spoon_fork_put_3 食器を置く 食器を置く
食器（皿、カップ、スプーンなど）を雑に置く

1117242 htt
ps:

key_m_01 キーボードのタイピング音(1音) 1 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117259 htt
ps:

key_m_02 キーボードのタイピング音(1音) 2 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117260 htt
ps:

key_m_03 キーボードのタイピング音(1音) 3 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117266 htt
ps:

key_m_04 キーボードのタイピング音(1音) 4 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117272 htt
ps:

key_m_normal キーボードのタイピングが普通 キーボードの打つ速さは普通
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1117274 htt
ps:

key_m_fast キーボードのタイピングが速い キーボードの打つ速さは少し速い

1117288 htt
ps:

key_w_01 キーボードのタイピング音(1音) 1 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117291 htt
ps:

key_w_02 キーボードのタイピング音(1音) 2 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117292 htt
ps:

key_w_03 キーボードのタイピング音(1音) 3 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117298 htt
ps:

key_w_04 キーボードのタイピング音(1音) 4 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117312 htt
ps:

key_w_05 キーボードのタイピング音(1音) 5 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117314 htt
ps:

key_w_06 キーボードのタイピング音(1音) 6 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117315 htt
ps:

key_w_07 キーボードのタイピング音(1音) 7 キーボードを打つ音、１文字を打つ音

1117316 htt
ps:

key_w_normal キーボードのタイピングが普通 キーボードの打つ速さは普通

1117319 htt
ps:

key_w_fast_01 キーボードのタイピングが速い1 キーボードの打つ速さは少し速い

1117320 htt
ps:

key_w_fast_02 キーボードのタイピングが速い2 キーボードの打つ速さは少し速い

1117414 htt
ps:

button_01 ボタン・スイッチの音1 ボタン・スイッチの音

1117434 htt
ps:

button_02 ボタン・スイッチの音2 ボタン・スイッチの音

1117440 htt
ps:

button_03 ボタン・スイッチの音3 ボタン・スイッチの音

1117441 htt
ps:

switch_01 スイッチ（ON/OFF)の音1 ボタン・スイッチの音

1117611 htt
ps:

mouse_01 マウス・クリック音 マウス・クリック音
1117696 htt

ps:
mouse_02 マウス・ダブルクリック音 マウス・ダブルクリック音

1117703 htt
ps:

wheel_m_01 マウス・ホイール（慎重に使っている） マウス・ホイール（慎重に使っている）
1117705 htt

ps:
wheel_m_02 マウス・ホイール（大雑把に使っている） マウス・ホイール（大雑把に使っている）

1117747 htt
ps:

key_dentaku_01 電卓・キーを押す音１ 電卓・キーを押す音

1117757 htt
ps:

key_dentaku_02 電卓・キーを押す音２ 電卓・キーを押す音

1117760 htt
ps:

key_dentaku_03 電卓・キーを押す音３ 電卓・キーを押す音

1117763 htt
ps:

key_dentaku_04 電卓・キーを押す音４ 電卓・キーを押す音

1117764 htt
ps:

key_dentaku_05 電卓・キーを押す音５ 電卓・キーを押す音

1117767 htt
ps:

key_dentaku_normal 電卓・計算する音(速さは普通) 電卓・計算する音(速さは普通)

1117770 htt
ps:

key_dentaku_fast 電卓・計算する音(速さは少し速い) 電卓・計算する音(速さは少し速い)

1138951 htt
ps:

jeans_zipper_lower_1 ジーンズのジッパー・チャック下げる1 ジーンズのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）

1138960 htt
ps:

jeans_zipper_lower_2 ジーンズのジッパー・チャック下げる2 ジーンズのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる（あ
ける）

1138969 htt
ps:

jeans_zipper_raise_1 ジーンズのジッパー・チャック上げる1 ジーンズのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）。

1138973 htt
ps:

jeans_zipper_raise_2 ジーンズのジッパー・チャック上げる2 ジーンズのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる（し
める）

1140634 htt
ps:

suit_zipper_lower_1 スーツのズボンのジッパー・チャック下げる1 スーツのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）。

1140663 htt
ps:

suit_zipper_lower_2
スーツのズボンのジッパー・チャック下げる2

スーツのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる（あけ
る）。

1140664 htt
ps:

suit_zipper_raise_1 スーツのズボンのジッパー・チャック上げる1 スーツのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）。

1140665 htt
ps:

suit_zipper_raise_2 スーツのズボンのジッパー・チャック上げる2 スーツのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる（しめ
る）。

1140695 htt
ps:

fleece_zipper_lower_1 フリースのジッパー・チャック下げる1 フリースのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）。
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1140703 htt
ps:

fleece_zipper_lower_2
フリースのジッパー・チャック下げる2

フリースのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる（あ
ける）。

1140704 htt
ps:

fleece_zipper_raise_1 フリースのジッパー・チャック上げる1 フリースのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）。

1140707 htt
ps:

fleece_zipper_raise_2 フリースのジッパー・チャック上げる2 フリースのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる（し
める）。

1141723 htt
ps:

leatherjacket_zipper_lowe
r_1

革ジャンのジッパー・チャック下げる1 革ジャンのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）。

1141725 htt
ps:

leatherjacket_zipper_lowe
r_2

革ジャンのジッパー・チャック下げる2 革ジャンのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる（あ
ける）。

1141727 htt
ps:

leatherjacket_zipper_rais
e_1

革ジャンのジッパー・チャック上げる1 革ジャンのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）。

1141729 htt
ps:

leatherjacket_zipper_rais
e_2

革ジャンのジッパー・チャック上げる2 革ジャンのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる（し
める）。

1141734 htt
ps:

sleeve_zipper_lower_1 革ジャンの袖のジッパー・チャック下げる1 ライダースジャケットの袖のジッパー・チャック・ファスナーをさ
げる（あける）。

1141765 htt
ps:

sleeve_zipper_lower_2 革ジャンの袖のジッパー・チャック下げる2 ライダースジャケットの袖のジッパー・チャック・ファスナーを
ゆっくりさげる（あける）。

1141767 htt
ps:

sleeve_zipper_raise_1 革ジャンの袖のジッパー・チャック上げる1 ライダースジャケットの袖のジッパー・チャック・ファスナーをあ
げる（しめる）。

1141771 htt
ps:

sleeve_zipper_raise_2 革ジャンの袖のジッパー・チャック上げる2 ライダースジャケットの袖のジッパー・チャック・ファスナーを
ゆっくりあげる（しめる）。

1142429 htt
ps:

downjacket_zipper_lower_1 ダウンジャケットのジッパー下げる1 ダウンジャケット（ウィンドブレーカーなど）のジッパー・チャッ
ク・ファスナーをさげる（あける）。

1142432 htt
ps:

downjacket_zipper_lower_2 ダウンジャケットのジッパー下げる2 ダウンジャケット（ウィンドブレーカーなど）のジッパー・チャッ
ク・ファスナーをゆっくりさげる（あける）。

1142434 htt
ps:

downjacket_zipper_raise_1 ダウンジャケットのジッパー上げる1 ダウンジャケット（ウィンドブレーカーなど）のジッパー・チャッ
ク・ファスナーをあげる（しめる）。

1142438 htt
ps:

downjacket_zipper_raise_2 ダウンジャケットのジッパー上げる2 ダウンジャケット（ウィンドブレーカーなど）のジッパー・チャッ
ク・ファスナーをゆっくりあげる（しめる）。

1142397 htt
ps:

downcoat_zipper_lower_1 ダウンコートのジッパー・チャック下げる1 ダウンコートのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あけ
る）。

1142402 htt
ps:

downcoat_zipper_lower_2 ダウンコートのジッパー・チャック下げる2 ダウンコートのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）。

1142410 htt
ps:

downcoat_zipper_raise_1 ダウンコートのジッパー・チャック上げる1 ダウンコートのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめ
る）。1142412 htt

ps:
downcoat_zipper_raise_2 ダウンコートのジッパー・チャック上げる2 ダウンコートのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる

（しめる）。

1313583 htt
ps:

bathroom_shower_1 シャワーの音　室内風呂　１ シャワーの音　室内風呂

1313589 htt
ps:

bathroom_shower_2 シャワーの音　室内風呂　２ シャワーの音　室内風呂

1313592 htt
ps:

bathroom_shower_3 シャワーの音　室内風呂　３ シャワーの音　室内風呂

1313595 htt
ps:

bathroom_water_supply_2 蛇口からの音 室内風呂 蛇口からの音 室内風呂

1313605 htt
ps:

bathroom1_door_close_1 お風呂のドアの閉じる音１ お風呂のドアの閉じる音１（脱衣所で録音）

1313608 htt
ps:

bathroom1_door_open_1 お風呂のドアの開ける音１ お風呂のドアの開ける音１（脱衣所で録音）

1313611 htt
ps:

bathroom2_door_close_1 お風呂のドアの閉じる音２ お風呂のドアの閉じる音２（風呂で録音）
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1313613 htt
ps:

bathroom2_door_open_1 お風呂のドアの開ける音２ お風呂のドアの開ける音２（風呂で録音）

1313618 htt
ps:

room_door_close_1 部屋のドアの閉じる音１ 部屋のドアの閉じる音１

1313954 htt
ps:

room_door_open_1_1 部屋のドアの開ける音１ 部屋のドアの開ける音１

1313635 htt
ps:

room_door_close_2 部屋のドアの閉じる音２ 部屋のドアの閉じる音２

1313637 htt
ps:

room_door_open_2 部屋のドアの開ける音２ 部屋のドアの開ける音２

1318927 htt
ps:

monster_1_damage1 怪獣・恐竜１のダメージ１ 大きな怪獣・恐竜などのダメージ

1318930 htt
ps:

monster_1_damage2 怪獣・恐竜１のダメージ２ 大きな怪獣・恐竜などのダメージ

1318933 htt
ps:

monster_1_damage3 怪獣・恐竜１のダメージ３ 大きな怪獣・恐竜などのダメージ

1318935 htt
ps:

monster_1_howl1 怪獣・恐竜１の吠える１ 大きな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318939 htt
ps:

monster_1_howl2 怪獣・恐竜１の吠える２ 大きな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318941 htt
ps:

monster_1_howl3 怪獣・恐竜１の吠える３ 大きな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318948 htt
ps:

monster_1_purr1 怪獣・恐竜１の喉を鳴らす(ゴロゴロ）1 大きな怪獣・恐竜などの喉を鳴らす音（ゴロゴロ）

1318957 htt
ps:

monster_1_purr2 怪獣・恐竜１の喉を鳴らす(ゴロゴロ）2 大きな怪獣・恐竜などの喉を鳴らす音（ゴロゴロ）

1318964 htt
ps:

monster_1_purr3 怪獣・恐竜１の喉を鳴らす(ゴロゴロ）3 大きな怪獣・恐竜などの喉を鳴らす音（ゴロゴロ）

1318966 htt
ps:

monster_1_purr4 怪獣・恐竜１の喉を鳴らす(ゴロゴロ）4 大きな怪獣・恐竜などの喉を鳴らす音（ゴロゴロ）

1318974 htt
ps:

monster_2_damage1 怪獣・恐竜２のダメージ１ 少し小さな怪獣・恐竜などのダメージ

1318977 htt
ps:

monster_2_damage2 怪獣・恐竜２のダメージ２ 少し小さな怪獣・恐竜などのダメージ

1318978 htt
ps:

monster_2_damage3 怪獣・恐竜２のダメージ３ 少し小さな怪獣・恐竜などのダメージ

1318981 htt
ps:

monster_2_howl1 怪獣・恐竜２の吠える１ 少し小さな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318986 htt
ps:

monster_2_howl2 怪獣・恐竜２の吠える２ 少し小さな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318987 htt
ps:

monster_2_howl3 怪獣・恐竜２の吠える３ 少し小さな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318992 htt
ps:

monster_2_howl4 怪獣・恐竜２の吠える４ 少し小さな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318994 htt
ps:

monster_2_howl5 怪獣・恐竜２の吠える５ 少し小さな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318995 htt
ps:

monster_2_howl6 怪獣・恐竜２の吠える６ 少し小さな怪獣・恐竜などの鳴き声、吠える

1318999 htt
ps:

monster_2_purr1 怪獣・恐竜２の喉を鳴らす(ゴロゴロ）1 少し小さな怪獣・恐竜などの喉を鳴らす音(ゴロゴロ）

1319000 htt
ps:

monster_2_purr2 怪獣・恐竜２の喉を鳴らす(ゴロゴロ）2 少し小さな怪獣・恐竜などの喉を鳴らす音(ゴロゴロ）

1369682 htt
ps:

coins_04 財布(小銭入れ)の中の小銭の音 チャック（ファスナー）を開ける。お金をさがす音
1369687 htt

ps:
coins_05 財布(小銭入れ)の中の小銭の音 チャック（ファスナー）を開ける。お金をさがす音

1369688 htt
ps:

coins_06 財布(小銭入れ)の中の小銭の音 お金をさがす音
1369691 htt

ps:
desk_drawer_metal_close01 デスクの引き出し(金属)しまう音 金属製の机の引き出しをしまう音

1369693 htt
ps:

desk_drawer_metal_open01 デスクの引き出し(金属)開ける音 金属製の机の引き出しを開ける音
1369694 htt

ps:
desk_drawer_wood_close01 デスクの引き出し(木製)しまう音 木製の机の引き出しをしまう音

1369697 htt
ps:

desk_drawer_wood_open01 デスクの引き出し(木製)開ける音 木製の机の引き出しを開ける音
1383946 htt

ps:
monster_3_damage1 怪獣・恐竜３のダメージ１ 小さな怪獣・恐竜などのダメージ

1383948 htt
ps:

monster_3_damage2 怪獣・恐竜３のダメージ２ 小さな怪獣・恐竜などのダメージ
1383949 htt

ps:
monster_3_damage3 怪獣・恐竜３のダメージ３ 小さな怪獣・恐竜などのダメージ

1383950 htt
ps:

monster_3_damage4 怪獣・恐竜３のダメージ４ 小さな怪獣・恐竜などのダメージ
1383952 htt

ps:
monster_3_howl1 怪獣・恐竜３の吠える１ 怪獣・恐竜３の吠える１

1383956 htt
ps:

monster_3_howl2 怪獣・恐竜３の吠える２ 怪獣・恐竜３の吠える２
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1383958 htt
ps:

monster_3_howl3 怪獣・恐竜３の吠える３ 怪獣・恐竜３の吠える３
1383959 htt

ps:
monster_3_howl4 怪獣・恐竜３の吠える４ 怪獣・恐竜３の吠える４

1383961 htt
ps:

monster_3_howl5 怪獣・恐竜３の吠える５ 怪獣・恐竜３の吠える５
1383966 htt

ps:
monster_3_howl6 怪獣・恐竜３の吠える６ 怪獣・恐竜３の吠える６

1383967 htt
ps:

monster_3_howl7 怪獣・恐竜３の吠える７ 怪獣・恐竜３の吠える７
1383969 htt

ps:
monster_3_howl8 怪獣・恐竜３の吠える８ 怪獣・恐竜３の吠える８

1383973 htt
ps:

monster_3_purr1 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）１ 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）１
1383974 htt

ps:
monster_3_purr2 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）２ 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）２

1383977 htt
ps:

monster_3_purr3 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）３ 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）３
1383978 htt

ps:
monster_3_purr4 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）４ 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）４

1383979 htt
ps:

monster_3_purr5 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）５ 怪獣・恐竜３の喉を鳴らす(ゴロゴロ）５
1393553 htt

ps:
soda_01 ソーダなどの炭酸飲料をグラスに注ぐ１ ソーダなどの炭酸飲料をグラスに注ぐ

1399293 htt
ps:

fusuma_close01 襖を閉める1 襖を閉める（少しきつめ）
1399302 htt

ps:
fusuma_close02 襖を閉める2 襖を閉める（少しきつめ）

1399306 htt
ps:

fusuma_open01 襖を開ける1 襖を開ける（少しきつめ）
1399309 htt

ps:
fusuma_open02 襖を開ける2 襖を開ける（少しきつめ）

1421841 htt
ps:

metal_01 金属音（擦れる音）01 金属の擦れる音（剣が擦れるなど）
1421842 htt

ps:
metal_02 金属音（擦れる音）02 金属の擦れる音（剣が擦れるなど）

1421843 htt
ps:

metal_03 金属音（擦れる音）03 金属の擦れる音（剣が擦れるなど）
1421844 htt

ps:
metal_04 金属音（擦れる音）04 金属の擦れる音（剣が擦れるなど）

1421845 htt
ps:

metal_05 金属音（擦れる音）05 金属の擦れる音（剣が擦れるなど）
1421847 htt

ps:
metal_06 金属音（打撃音）06 金属の打撃音（金属に打撃、またはロボットなどの足音）

1421848 htt
ps:

metal_07 金属音（打撃音）07 金属の打撃音（金属に打撃、またはロボットなどの足音）
1421850 htt

ps:
metal_08 金属音（打撃音）08 金属の打撃音（金属に打撃、またはロボットなどの足音）

1421852 htt
ps:

metal_09 金属音（打撃音）09 金属の打撃音（金属に打撃、またはロボットなどの足音）
1421853 htt

ps:
metal_10 金属音（打撃音）10 金属の打撃音（金属に打撃、またはロボットなどの足音）

1421856 htt
ps:

metal_11 金属音（打撃音）11 金属の打撃音（金属に打撃、またはロボットなどの足音）
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