効果音ライブラリー（バイノーラル/フォーリーサウンド）
バイノーラルの効果音なので、ヘッドフォンをしてお聴きください。
耳元からの距離、方向（前、後、右、左、中央、前の斜め右・左、後ろの斜め右・左か聞こえるようにしています。
映像、ゲーム、ドラマCD等でお使いください。
No.(検索No.)

タイトル

コメント

距離 位置 動作1

品物

1169999

jeans_zipper_raise_1_binaural_back_l

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル左後

-0.7m 左後ろファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170003

jeans_zipper_raise_1_binaural_back_r

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル右後

-0.7m 右後ろファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170009

jeans_zipper_raise_1_binaural_back

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ

ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170010

jeans_zipper_raise_1_binaural_front_l

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル左前

-0.7m 左前 ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170012

jeans_zipper_raise_1_binaural_front_r

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル右前

-0.7m 右前 ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170013

jeans_zipper_raise_1_binaural_front

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル前

-0.7m 前

ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170015

jeans_zipper_raise_1_binaural_left

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル左

-0.7m 左

ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170016

jeans_zipper_raise_1_binaural_listener

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル中央

-0.7m 中央 ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170017

jeans_zipper_raise_1_binaural_right

ジーンズジッパー上げる1バイノーラル右

-0.7m 右

ファスナー、ジッパーをあげる(しめる）

ジーンズ

1170075

jeans_zipper_lower_1_binaural_back_l

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル左後

-0.7m 左後ろファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170079

jeans_zipper_lower_1_binaural_back_r

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル右後

-0.7m 右後ろファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170081

jeans_zipper_lower_1_binaural_back

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ

ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170086

jeans_zipper_lower_1_binaural_front_l

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル左前

-0.7m 左前 ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170087

jeans_zipper_lower_1_binaural_front_r

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル右前

-0.7m 右前 ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170088

jeans_zipper_lower_1_binaural_front

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル前

-0.7m 前

ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170090

jeans_zipper_lower_1_binaural_left

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル左

-0.7m 左

ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170091

jeans_zipper_lower_1_binaural_listener

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル本人

-0.7m 中央 ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

ジーンズ

1170093

jeans_zipper_lower_1_binaural_right

ジーンズジッパー下げる1バイノーラル右

-0.7m 右

ジーンズ

1170373

jeans_zipper_lower_2_binaural_back_l

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル左後

-0.7m 左後ろファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170380

jeans_zipper_lower_2_binaural_back_r

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル右後

-0.7m 右後ろファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170383

jeans_zipper_lower_2_binaural_back

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ

ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170388

jeans_zipper_lower_2_binaural_center

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル中央

-0.7m 中央 ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170390

jeans_zipper_lower_2_binaural_front_l

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル左前

-0.7m 左前 ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

ファスナー、ジッパーをさげる(あける）

1170393

jeans_zipper_lower_2_binaural_front_r

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル右前

-0.7m 右前 ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170396

jeans_zipper_lower_2_binaural_front

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル前

-0.7m 前

ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170399

jeans_zipper_lower_2_binaural_left

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル左

-0.7m 左

ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170401

jeans_zipper_lower_2_binaural_right

ジーンズジッパー下げる2バイノーラル右

-0.7m 右

ファスナー、ジッパーをゆっくりさげる(あける）

ジーンズ

1170422

jeans_zipper_raise_2_binaural_back_l

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル左後

-0.7m 左後ろファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170424

jeans_zipper_raise_2_binaural_back_r

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル右後

-0.7m 右後ろファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170425

jeans_zipper_raise_2_binaural_back

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ

ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170426

jeans_zipper_raise_2_binaural_center

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル中央

-0.7m 中央 ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170430

jeans_zipper_raise_2_binaural_front_l

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル左前

-0.7m 左前 ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170431

jeans_zipper_raise_2_binaural_front_r

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル右前

-0.7m 右前 ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170438

jeans_zipper_raise_2_binaural_front

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル前

-0.7m 前

ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170440

jeans_zipper_raise_2_binaural_left

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル左

-0.7m 左

ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1170444

jeans_zipper_raise_2_binaural_right

ジーンズジッパー上げる2バイノーラル右

-0.7m 右

ファスナー、ジッパーをゆっくりあげる(しめる）

ジーンズ

1178806

suit_zipper_lower_1_binaural_back_l

スーツジッパー下げる1バイノーラル左後

-0.7m 左後 スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178808

suit_zipper_lower_1_binaural_back_r

スーツジッパー下げる1バイノーラル右後

-0.7m 右後 スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178816

suit_zipper_lower_1_binaural_back

スーツジッパー下げる1バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178818

suit_zipper_lower_1_binaural_front_l

スーツジッパー下げる1バイノーラル左前

-0.7m 左前 スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178819

suit_zipper_lower_1_binaural_front_r

スーツジッパー下げる1バイノーラル右前

-0.7m 右前 スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178822

suit_zipper_lower_1_binaural_front

スーツジッパー下げる1バイノーラル前

-0.7m 前

スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178824

suit_zipper_lower_1_binaural_left

スーツジッパー下げる1バイノーラル左

-0.7m 左

スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178825

suit_zipper_lower_1_binaural_center

スーツジッパー下げる1バイノーラル中央

-0.7m 中央 スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツ

1178826

suit_zipper_lower_1_binaural_right

スーツジッパー下げる1バイノーラル右

-0.7m 右

スーツ

1178827

suit_zipper_raise_1_binaural_back_l

スーツジッパー上げる1バイノーラル左後

-0.7m 左後 スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178828

suit_zipper_raise_1_binaural_back_r

スーツジッパー上げる1バイノーラル右後

-0.7m 右後 スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178831

suit_zipper_raise_1_binaural_back

スーツジッパー上げる1バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178833

suit_zipper_raise_1_binaural_front_l

スーツジッパー上げる1バイノーラル左前

-0.7m 左前 スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178837

suit_zipper_raise_1_binaural_front_r

スーツジッパー上げる1バイノーラル右前

-0.7m 右前 スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178840

suit_zipper_raise_1_binaural_front

スーツジッパー上げる1バイノーラル前

-0.7m 前

スーツ

スーツ、ジッパーをさげる（あける）。

スーツのジッパーをあげる（しめる）。

1178843

suit_zipper_raise_1_binaural_left

スーツジッパー上げる1バイノーラル左

-0.7m 左

スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178854

suit_zipper_raise_1_binaural_center

スーツジッパー上げる1バイノーラル中央

-0.7m 中央 スーツのジッパーをあげる（しめる）。

スーツ

1178856

suit_zipper_raise_1_binaural_right

スーツジッパー上げる1バイノーラル右

-0.7m 右

スーツ

1178956

suit_zipper_lower_2_binaural_back_l

スーツジッパー下げる2バイノーラル左後

-0.7m 左後 スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178961

suit_zipper_lower_2_binaural_back_r

スーツジッパー下げる2バイノーラル右後

-0.7m 右後 スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178969

suit_zipper_lower_2_binaural_back

スーツジッパー下げる2バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178975

suit_zipper_lower_2_binaural_front_l

スーツジッパー下げる2バイノーラル左前

-0.7m 左前 スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178980

suit_zipper_lower_2_binaural_front_r

スーツジッパー下げる2バイノーラル右前

-0.7m 右前 スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178985

suit_zipper_lower_2_binaural_front

スーツジッパー下げる2バイノーラル前

-0.7m 前

スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178987

suit_zipper_lower_2_binaural_left

スーツジッパー下げる2バイノーラル左

-0.7m 左

スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1178992

suit_zipper_lower_2_binaural_center

スーツジッパー下げる2バイノーラル中央

-0.7m 中央 スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

スーツのジッパーをあげる（しめる）。

1178993

suit_zipper_lower_2_binaural_right

スーツジッパー下げる2バイノーラル右

-0.7m 右

スーツのジッパーをゆっくりさげる（あける）。

スーツ

1179007

suit_zipper_raise_2_binaural_back_l

スーツジッパー上げる2バイノーラル左後

-0.7m 左後 スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179042

suit_zipper_raise_2_binaural_back_r

スーツジッパー上げる2バイノーラル右後

-0.7m 右後 スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179049

suit_zipper_raise_2_binaural_back

スーツジッパー上げる2バイノーラル後ろ

-0.7m 後ろ スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179054

suit_zipper_raise_2_binaural_front_l

スーツジッパー上げる2バイノーラル左前

-0.7m 左前 スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179065

suit_zipper_raise_2_binaural_front_r

スーツジッパー上げる2バイノーラル右前

-0.7m 右前 スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179071

suit_zipper_raise_2_binaural_front

スーツジッパー上げる2バイノーラル前

-0.7m 前

スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179074

suit_zipper_raise_2_binaural_left

スーツジッパー上げる2バイノーラル左

-0.7m 左

スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179078

suit_zipper_raise_2_binaural_center

スーツジッパー上げる2バイノーラル中央

-0.7m 中央 スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

スーツ

1179079

suit_zipper_raise_2_binaural_right

スーツジッパー上げる2バイノーラル右

-0.7m 右

スーツ

1196785

fleece_zipper_lower_1_binaural_back_l

フリースジッパー下げる1バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）

フリース

1196787

fleece_zipper_lower_1_binaural_back_r

フリースジッパー下げる1バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）

フリース

1196789

fleece_zipper_lower_1_binaural_back

フリースジッパー下げる1バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）

フリース

1196796

fleece_zipper_lower_1_binaural_center

フリースジッパー下げる1バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）

フリース

1196797

fleece_zipper_lower_1_binaural_front_l

フリースジッパー下げる1バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）

フリース

1196799

fleece_zipper_lower_1_binaural_front_r

フリースジッパー下げる1バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）

フリース

1196804

fleece_zipper_lower_1_binaural_front

フリースジッパー下げる1バイノーラル前

フリース

-0.3m 前

スーツのジッパーをゆっくりあげる（しめる）。

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）

1196805

fleece_zipper_lower_1_binaural_left

フリースジッパー下げる1バイノーラル左

-0.3m 左

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）

フリース

1196806

fleece_zipper_lower_1_binaural_right

フリースジッパー下げる1バイノーラル右

-0.3m 右

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）

フリース

1196811

fleece_zipper_raise_1_binaural_back_l

フリースジッパー上げる1バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）

フリース

1196820

fleece_zipper_raise_1_binaural_back_r

フリースジッパー上げる1バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）

フリース

1196823

fleece_zipper_raise_1_binaural_back

フリースジッパー上げる1バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）

フリース

1196825

fleece_zipper_raise_1_binaural_center

フリースジッパー上げる1バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）

フリース

1196827

fleece_zipper_raise_1_binaural_front_l

フリースジッパー上げる1バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）

フリース

1196828

fleece_zipper_raise_1_binaural_front_r

フリースジッパー上げる1バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）

フリース

1196831

fleece_zipper_raise_1_binaural_front

フリースジッパー上げる1バイノーラル前

-0.3m 前

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）

フリース

1196832
1196834

fleece zipper_raise_1_binaural_left

フリースジッパー上げる1バイノーラル左

-0.3m 左

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）

フリース

fleece_zipper_raise_1_binaural_right

フリースジッパー上げる1バイノーラル右

-0.3m 右

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）

フリース

1196991

fleece_zipper_lower_2_binaural_back_l

フリースジッパー下げる2バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）

フリース

1196998

fleece_zipper_lower_2_binaural_back_r

フリースジッパー下げる2バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）

フリース

1197006

fleece_zipper_lower_2_binaural_back

フリースジッパー下げる2バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）

フリース

1197008

fleece_zipper_lower_2_binaural_center

フリースジッパー下げる2バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）

フリース

1197009

fleece_zipper_lower_2_binaural_front_l

フリースジッパー下げる2バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）

フリース

1197013

fleece_zipper_lower_2_binaural_front_r

フリースジッパー下げる2バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）

フリース

1197016

fleece_zipper_lower_2_binaural_front

フリースジッパー下げる2バイノーラル前

-0.3m 前

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）

フリース

1197019

fleece_zipper_lower_2_binaural_left

フリースジッパー下げる2バイノーラル左

-0.3m 左

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）

フリース

-0.3m 右

1197021

fleece_zipper_lower_2_binaural_right

フリースジッパー下げる2バイノーラル右

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）

フリース

1197033

fleece_zipper_raise_2_binaural_back_l

フリースジッパー上げる2バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）

フリース

1197034

fleece_zipper_raise_2_binaural_back_r

フリースジッパー上げる2バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）

フリース

1197035

fleece_zipper_raise_2_binaural_back

フリースジッパー上げる2バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）

フリース

1197036

fleece_zipper_raise_2_binaural_center

フリースジッパー上げる2バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）

フリース

1197037

fleece_zipper_raise_2_binaural_front_l

フリースジッパー上げる2バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）

フリース

1197038

fleece_zipper_raise_2_binaural_front_r

フリースジッパー上げる2バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）

フリース

1197039

fleece_zipper_raise_2_binaural_front

フリースジッパー上げる2バイノーラル前

-0.3m 前

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）

フリース

1197041

fleecezipper_raise_2_binaural_left

フリースジッパー上げる2バイノーラル左

-0.3m 左

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）

フリース

-0.3m 右

1197045

fleece_zipper_raise_2_binaural_right

フリースジッパー上げる2バイノーラル右

1223488

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_back_l

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）。

革ジャン

1223489

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_back_r

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）。

革ジャン

1223491

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_back

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）。

革ジャン

1223492

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_center

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）。

革ジャン

1223493

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_front_l

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）。

革ジャン

1223494

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_front_r

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）。

革ジャン

1223495

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_front

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル前

-0.3m 前

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）。

革ジャン

1223496

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_left

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル左

-0.3m 左

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）。

革ジャン

1223497

leatherjacket_zipper_lower_1_binaural_right

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル右

-0.3m 右

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）。

革ジャン

1223498

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_back_l

革ジャンジッパー上げる1バイノーラル左後

-0.3m 左後 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）

革ジャン

1223499

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_back_r

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）

革ジャン

1223500

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_back

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）

革ジャン

1223501

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_center

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）

革ジャン

1223502

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_front_l

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）

革ジャン

1223515

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_front_r

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）

革ジャン

1223517

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_front

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル前

-0.3m 前

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）

革ジャン

1223518

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_left

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル左

-0.3m 左

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）

革ジャン

1223520

leatherjacket_zipper_raise_1_binaural_right

革ジャンジッパー下げる1バイノーラル右

-0.3m 右

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）

革ジャン

1223578

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_back_l

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）。 革ジャン

1223581

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_back_r

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）。 革ジャン

1223583

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_back

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）。 革ジャン

1223584

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_center

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）。 革ジャン

1223585

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_front_l

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）。 革ジャン

1223587

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_front_r

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）。 革ジャン

1223590

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_front

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル前

-0.3m 前

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）。 革ジャン

1223593

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_left

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル左

-0.3m 左

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）。 革ジャン

革ジャンジッパー下げる2バイノーラル右

-0.3m 右

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）。 革ジャン

1223595

leatherjacket_zipper_lower_2_binaural_right

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）

フリース

1223599

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_back_l

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル左後 -0.3m 左後 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）

革ジャン

1223627

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_back_r

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル右後 -0.3m 右後 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）

革ジャン

1223630

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_back

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル後ろ -0.3m 後ろ 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）

革ジャン

1223634

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_center

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル中央 -0.3m 中央 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）

革ジャン

1223638

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_front_l

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル左前 -0.3m 左前 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）

革ジャン

1223639

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_front_r

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル右前 -0.3m 右前 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）

革ジャン

1223640

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_front

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル前

-0.3m 前

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）

革ジャン

1223641

leatherjacket zipper_raise_2_binaural_left

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル左

-0.3m 左

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）

革ジャン

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）

革ジャン

1223642

leatherjacket_zipper_raise_2_binaural_right

革ジャンジッパー上げる2バイノーラル右

-0.3m 右

1230906

sleeve_zipper_lower_1_binaural_back_l

袖のジッパー下げる1バイノーラル左後

-0.3m 左後

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）

革ジャン

1230907

sleeve_zipper_lower_1_binaural_back_r

袖のジッパー下げる1バイノーラル右後

-0.3m 右後

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）

革ジャン

1230908

sleeve_zipper_lower_1_binaural_back

袖のジッパー下げる1バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

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）

革ジャン

1230909

sleeve_zipper_lower_1_binaural_center

袖のジッパー下げる1バイノーラル中央

-0.3m 中央

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）

革ジャン

1230911

sleeve_zipper_lower_1_binaural_front_l

袖のジッパー下げる1バイノーラル左前

-0.3m 左前

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）

革ジャン

1230912

sleeve_zipper_lower_1_binaural_front_r

袖のジッパー下げる1バイノーラル右前

-0.3m 右前

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）

革ジャン

1230914

sleeve_zipper_lower_1_binaural_front

袖のジッパー下げる1バイノーラル前

-0.3m 前

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）

革ジャン

1230915

sleeve_zipper_lower_1_binaural_left

袖のジッパー下げる1バイノーラル左

-0.3m 左

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）

革ジャン

1230916

sleeve_zipper_lower_1_binaural_right

袖のジッパー下げる1バイノーラル右

-0.3m 右

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）

革ジャン

1230917

sleeve_zipper_raise_1_binaural_back_l

袖のジッパー上げる1バイノーラル左後

-0.3m 左後

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）

革ジャン

sleeve_zipper_raise_1_binaural_back_r

袖のジッパー上げる1バイノーラル右後

-0.3m 右後

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）

革ジャン

1230919

sleeve_zipper_raise_1_binaural_back

袖のジッパー上げる1バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

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）

革ジャン

1230921

sleeve_zipper_raise_1_binaural_center

袖のジッパー上げる1バイノーラル中央

-0.3m 中央

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）

革ジャン

1230922

sleeve_zipper_raise_1_binaural_front_l

袖のジッパー上げる1バイノーラル左前

-0.3m 左前

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）

革ジャン

sleeve_zipper_raise_1_binaural_front_r

袖のジッパー上げる1バイノーラル右前

-0.3m 右前

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）

革ジャン

1230924

sleeve_zipper_raise_1_binaural_front

袖のジッパー上げる1バイノーラル前

-0.3m 前

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）

革ジャン

1230925

sleeve_zipper_raise_1_binaural_left

袖のジッパー上げる1バイノーラル左

-0.3m 左

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）

革ジャン

1230926

sleeve_zipper_raise_1_binaural_right

袖のジッパー上げる1バイノーラル右

-0.3m 右

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）

革ジャン

1230927

sleeve_zipper_lower_2_binaural_back_l

袖のジッパー下げる2バイノーラル左後

-0.3m 左後

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）

革ジャン

1230918

1230923

1230929

sleeve_zipper_lower_2_binaural_back_r

袖のジッパー下げる2バイノーラル右後

-0.3m 右後

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）

革ジャン

1230930

sleeve_zipper_lower_2_binaural_back

袖のジッパー下げる2バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

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）

革ジャン

1230931

sleeve_zipper_lower_2_binaural_center

袖のジッパー下げる2バイノーラル中央

-0.3m 中央

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）

革ジャン

1230932

sleeve_zipper_lower_2_binaural_front_l

袖のジッパー下げる2バイノーラル左前

-0.3m 左前

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）

革ジャン

1230933

sleeve_zipper_lower_2_binaural_front_r

袖のジッパー下げる2バイノーラル右前

-0.3m 右前

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）

革ジャン

1230934

sleeve_zipper_lower_2_binaural_front

袖のジッパー下げる2バイノーラル前

-0.3m 前

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）

革ジャン

1230935

sleeve_zipper_lower_2_binaural_left

袖のジッパー下げる2バイノーラル左

-0.3m 左

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）

革ジャン

sleeve_zipper_lower_2_binaural_right

袖のジッパー下げる2バイノーラル右

-0.3m 右

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）

革ジャン

1230991

sleeve_zipper_raise_2_binaural_back_l

袖のジッパー上げる2バイノーラル左後

-0.3m 左後

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）

革ジャン

1230992

sleeve_zipper_raise_2_binaural_back_r

袖のジッパー上げる2バイノーラル右後

-0.3m 右後

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）

革ジャン

1230993

sleeve_zipper_raise_2_binaural_back

袖のジッパー上げる2バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

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）

革ジャン

sleeve_zipper_raise_2_binaural_center

袖のジッパー上げる2バイノーラル中央

-0.3m 中央

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）

革ジャン

1230996

sleeve_zipper_raise_2_binaural_front_l

袖のジッパー上げる2バイノーラル左前

-0.3m 左前

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）

革ジャン

1230997

sleeve_zipper_raise_2_binaural_front_r

袖のジッパー上げる2バイノーラル右前

-0.3m 右前

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）

革ジャン

1230998

sleeve_zipper_raise_2_binaural_front

袖のジッパー上げる2バイノーラル前

-0.3m 前

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）

革ジャン

1231000

sleeve_zipper_raise_2_binaural_left

袖のジッパー上げる2バイノーラル左

-0.3m 左

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）

革ジャン

1231003

sleeve_zipper_raise_2_binaural_right

袖のジッパー上げる2バイノーラル右

-0.3m 右

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）

革ジャン

1244404

downjacket_zipper_lower_1_binaural_back_l

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル左後

-0.3m 左後 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける） ダウンジャ

1244405

downjacket_zipper_lower_1_binaural_back_r

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル右後

-0.3m 右後 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける） ダウンジャ

downjacket_zipper_lower_1_binaural_back

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける） ダウンジャ

1244408

downjacket_zipper_lower_1_binaural_center

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル中央

-0.3m 中央 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける） ダウンジャ

1244409

downjacket_zipper_lower_1_binaural_front_l

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル左前

-0.3m 左前 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける） ダウンジャ

1244411

downjacket_zipper_lower_1_binaural_front_r

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル右前

-0.3m 右前 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける） ダウンジャ

downjacket_zipper_lower_1_binaural_front

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル前

-0.3m 前

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）

ダウンジャ

1244414

downjacket_zipper_lower_1_binaural_left

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル左

-0.3m 左

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）

ダウンジャ

1244415

downjacket_zipper_lower_1_binaural_right

ダウン,ジッパー下げる1バイノーラル右

-0.3m 右

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをさげる（あける）

ダウンジャ

1244428

downjacket_zipper_raise_1_binaural_back_l

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル左後

-0.3m 左後 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる） ダウンジャ

downjacket_zipper_raise_1_binaural_back_r

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル右後

-0.3m 右後 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる） ダウンジャ

1230936

1230994

1244406

1244413

1244431

1244537

downjacket_zipper_raise_1_binaural_back

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる） ダウンジャ

1244568

downjacket_zipper_raise_1_binaural_center

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル中央

-0.3m 中央 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる） ダウンジャ

1244572

downjacket_zipper_raise_1_binaural_front_l

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル左前

-0.3m 左前 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる） ダウンジャ

downjacket_zipper_raise_1_binaural_front_r

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル右前

-0.3m 右前 ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる） ダウンジャ

1244577

downjacket_zipper_raise_1_binaural_front

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル前

-0.3m 前

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）

ダウンジャ

1244579

downjacket zipper_raise_1_binaural_left

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル左

-0.3m 左

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）

ダウンジャ

1244582

downjacket_zipper_raise_1_binaural_right

ダウン,ジッパー上げる1バイノーラル右

-0.3m 右

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをあげる（しめる）

ダウンジャ

downjacket_zipper_lower_2_binaural_back_l

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル左後

-0.3m 左後

1244829

downjacket_zipper_lower_2_binaural_back_r

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル右後

-0.3m 右後

1244830

downjacket_zipper_lower_2_binaural_back

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

1244831

downjacket_zipper_lower_2_binaural_center

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル中央

-0.3m 中央

downjacket_zipper_lower_2_binaural_front_l

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル左前

-0.3m 左前

1244834

downjacket_zipper_lower_2_binaural_front_r

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル右前

-0.3m 右前

1244835

downjacket_zipper_lower_2_binaural_front

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル前

-0.3m 前

1244837

downjacket_zipper_lower_2_binaural_left

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル左

-0.3m 左

downjacket_zipper_lower_2_binaural_right

ダウン,ジッパー下げる2バイノーラル右

-0.3m 右

1244841

downjacket_zipper_raise_2_binaural_back_l

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル左後

-0.3m 左後

1244843

downjacket_zipper_raise_2_binaural_back_r

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル右後

-0.3m 右後

1244844

downjacket_zipper_raise_2_binaural_back

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

downjacket_zipper_raise_2_binaural_center

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル中央

-0.3m 中央

1244849

downjacket_zipper_raise_2_binaural_front_l

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル左前

-0.3m 左前

1244856

downjacket_zipper_raise_2_binaural_front_r

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル右前

-0.3m 右前

1244859

downjacket_zipper_raise_2_binaural_front

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル前

-0.3m 前

downjacket_zipper_raise_2_binaural_left

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル左

-0.3m 左

1244864

downjacket_zipper_raise_2_binaural_right

ダウン,ジッパー上げる2バイノーラル右

-0.3m 右

ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりさげる
（あける）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）
ダウンジャケットのジッパー・チャック・ファスナーをゆっくりあげる
（しめる）

1264646

downcoat_zipper_lower_1_binaural_back_l

コート,ジッパー下げる1バイノーラル左後

1264647

downcoat_zipper_lower_1_binaural_back_r

コート,ジッパー下げる1バイノーラル右後

1264648

downcoat_zipper_lower_1_binaural_back

コート,ジッパー下げる1バイノーラル後ろ

-0.3m 左後 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 コート
る）
-0.3m 右後 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 コート
る）
-0.3m 後ろ 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 コート
る）

1244574

1244827

1244833

1244838

1244848

1244860

ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ
ダウンジャ

1264650

downcoat_zipper_lower_1_binaural_center

コート,ジッパー下げる1バイノーラル中央

1264653

downcoat_zipper_lower_1_binaural_front_l

コート,ジッパー下げる1バイノーラル左前

1264654

downcoat_zipper_lower_1_binaural_front_r

コート,ジッパー下げる1バイノーラル右前

1264655

downcoat_zipper_lower_1_binaural_front

コート,ジッパー下げる1バイノーラル前

1264658
1264659

downcoat_zipper_lower_1_binaural_left

コート,ジッパー下げる1バイノーラル左

downcoat_zipper_lower_1_binaural_right

コート,ジッパー下げる1バイノーラル右

1264661

downcoat_zipper_raise_1_binaural_back_l

コート,ジッパー上げる1バイノーラル左後

1264662

downcoat_zipper_raise_1_binaural_back_r

コート,ジッパー上げる1バイノーラル右後

1264666

downcoat_zipper_raise_1_binaural_back

コート,ジッパー上げる1バイノーラル後ろ

1264670

downcoat_zipper_raise_1_binaural_center

コート,ジッパー上げる1バイノーラル中央

1264673

downcoat_zipper_raise_1_binaural_front_l

コート,ジッパー上げる1バイノーラル左前

1264674

downcoat_zipper_raise_1_binaural_front_r

コート,ジッパー上げる1バイノーラル右前

1264676

downcoat_zipper_raise_1_binaural_front

コート,ジッパー上げる1バイノーラル前

1264677

downcoat_zipper_raise_1_binaural_left

コート,ジッパー上げる1バイノーラル左

1264678

downcoat_zipper_raise_1_binaural_right

コート,ジッパー上げる1バイノーラル右

1264730

downcoat_zipper_lower_2_binaural_back_l

コート,ジッパー下げる2バイノーラル左後

-0.3m 中央 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 コート
る）
-0.3m 左前 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 コート
る）
-0.3m 右前 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 コート
る）
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 コート
-0.3m 前
る）
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 コート
-0.3m 左
る）
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 コート
-0.3m 右
る）
-0.3m 左後 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 コート
る）
-0.3m 右後 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 コート
る）
-0.3m 後ろ 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 コート
る）
-0.3m 中央 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 コート
る）
-0.3m 左前 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 コート
る）
-0.3m 右前 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 コート
る）
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 コート
-0.3m 前
る）
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 コート
-0.3m 左
る）
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 コート
-0.3m 右
る）
-0.3m 左後 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 コート

1264733

downcoat_zipper_lower_2_binaural_back_r

コート,ジッパー下げる2バイノーラル右後

-0.3m 右後 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 コート

1264734

downcoat_zipper_lower_2_binaural_back

コート,ジッパー下げる2バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ 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 コート

1264735

downcoat_zipper_lower_2_binaural_center

コート,ジッパー下げる2バイノーラル中央

-0.3m 中央 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 コート

1264736

downcoat_zipper_lower_2_binaural_front_l

コート,ジッパー下げる2バイノーラル左前

-0.3m 左前 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 コート

1264738

downcoat_zipper_lower_2_binaural_front_r

コート,ジッパー下げる2バイノーラル右前

-0.3m 右前 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 コート

1264739

downcoat_zipper_lower_2_binaural_front

コート,ジッパー下げる2バイノーラル前

-0.3m 前

1264741

downcoat_zipper_lower_2_binaural_left

コート,ジッパー下げる2バイノーラル左

-0.3m 左

る）
る）
る）
る）
る）

1264742

downcoat_zipper_lower_2_binaural_right

コート,ジッパー下げる2バイノーラル右

-0.3m 右

1265192

downcoat_zipper_raise_2_binaural_back_l

コート,ジッパー上げる2バイノーラル左後

-0.3m 左後

1265194

downcoat_zipper_raise_2_binaural_back_r

コート,ジッパー上げる2バイノーラル右後

-0.3m 右後

1265212

downcoat_zipper_raise_2_binaural_back

コート,ジッパー上げる2バイノーラル後ろ

-0.3m 後ろ

1265219

downcoat_zipper_raise_2_binaural_center

コート,ジッパー上げる2バイノーラル中央

-0.3m 中央

る）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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）

コート
コート
コート
コート
コート
コート
コート

1265222

downcoat_zipper_raise_2_binaural_front_l

コート,ジッパー上げる2バイノーラル左前

-0.3m 左前 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 コート

1265224

downcoat_zipper_raise_2_binaural_front_r

コート,ジッパー上げる2バイノーラル右前

-0.3m 右前 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 コート

1265226

downcoat_zipper_raise_2_binaural_front

コート,ジッパー上げる2バイノーラル前

-0.3m 前

1265229

downcoat_zipper_raise_2_binaural_left

コート,ジッパー上げる2バイノーラル左

-0.3m 左

1265232

downcoat_zipper_raise_2_binaural_right

コート,ジッパー上げる2バイノーラル右

-0.3m 右

る）

る）
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
コート
る）
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
コート
る）
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
コート
る）
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