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ファイル名 日本語説明
air_pump_01 空気入れ
air_pump_02
air_pump_03
air_pump_LOOP 空気入れ（ループ）
bag_chips_rustle_01 ポテトチップス袋をクシャクシャにする
bag_chips_rustle_02
bag_paper_rustle_01 紙袋をクシャクシャにする
bag_paper_rustle_02
bag_plastic_rustle_01 ビニール袋をクシャクシャにする
bag_plastic_rustle_02
bag_plastic_rustle_03
box_cardboard_cut_open_01 ダンボールを切って開ける
box_cardboard_cut_open_02
box_cardboard_cut_open_03
box_cardboard_open_01 ダンボールを開ける
box_cardboard_open_02
box_cardboard_open_03
button_beep_01 ボタンの「ピッ」
button_beep_02
button_click_01 ボタンを押す
button_click_02
button_click_03
button_pop_01 ボタンのポップ
button_pop_02
button_switch_01 ボタンのスイッチ
button_switch_02
buzz_fluorescent_light 蛍光灯のノイズ
camera_flash_powerup カメラのフラッシュのチャージ
camera_shutter_old_01 カメラの古いシャッター
camera_shutter_old_02
camera_shutter_old_03
cap_medium_open 中サイズのフタを開ける
cap_screw_open フタを回して開ける
cap_small_open 小サイズのフタを開ける
cards_deal_x7 カードを配る（7回）



cards_deck_tap カードデッキをタップ
cards_shuffle_01 カードをシャッフル
cards_shuffle_02
cards_shuffle_03
cards_shuffle_bridge_01 カードをリフルシャッフル
cards_shuffle_bridge_02
cards_shuffle_bridge_03
card_single_flip_01 カードをめくる
card_single_flip_02
card_single_flip_03
card_single_flip_04
chair_creak_01 椅子が軋む
chair_creak_02
chair_creak_03
chair_wheeled_rolling_01 椅子のホイールが転がる
chair_wheeled_rolling_02
cicadas_LOOP_01 セミがいる環境音
cicadas_LOOP_02
clothes_on_01 服を着る
clothes_pants_on_01 ズボンを履く
clothes_pants_on_02
clothes_shirt_on_01 シャツを着る
clothes_shirt_on_02
cloth_rustle_01 衣服の「バサッ」
cloth_rustle_02
cloth_rustle_03
cloth_rustle_04
cloth_rustle_05
coins_jingle_01 コインの「チャリチャリ」
coins_jingle_02
coins_jingle_03
coins_jingle_04
coin_single_fall_01 コインが1枚落っこちる
coin_single_fall_02
computer_instant_message_alert_0 パソコンでメッセージを着信する
cooking_silverware_on_plate 銀製食器をプレートに乗せる
cooking_spray_oil 油を噴射する
cooking_spray_oil_S
cooking_toaster_springs トースターのスプリング



cooking_water_boiling_LOOP お湯の沸騰（ループ）
curtains_open_01 カーテンを開く
curtains_open_02
dice_roll_01 サイコロを転がす
dice_roll_02
dice_roll_03
dice_shake_01 サイコロをシェイクする
dog_bark_01 犬が鳴く
dog_bark_02
dog_bark_small_01 犬が小さく鳴く
dog_bark_small_02
dog_bark_small_03
dog_pant_01 犬の「ハアハア」
dog_pant_02
dog_sniff 犬が嗅ぐ
dog_snort 犬の荒い息
door_cabinet_01 戸棚の扉
door_cabinet_02
door_cabinet_03
door_cabinet_metal_01 戸棚の扉（鉄製）
door_cabinet_squeak_01 戸棚のドアが軋む
door_cabinet_squeak_02
door_close_01 扉を締める
door_close_02
door_close_03
door_close_04
door_creak_01 扉が軋む
door_creak_02
door_creak_03
door_creak_04
door_hatch_01 車のトランク
door_knock_01 扉をノック
door_knock_02
door_lock_01 扉を施錠
door_lock_02
door_lock_03
door_lock_04
door_metal_01 鉄製の扉
door_metal_02



door_open_01 扉を開く
door_open_02
door_sliding 扉をスライド
drawer_close_01 引き出しを閉める
drawer_close_02
drawer_close_03
drawer_close_04
drawer_close_05
drawer_close_hard 引き出しを強く閉める
drawer_metal 鉄製の引き出し
drawer_open_01 引き出しを開く
drawer_open_02
drawer_open_03
drawer_open_04
drawer_open_05
drawer_silverware_close 銀製食器が入った引き出しを閉める
drawer_silverware_open 銀製食器が入った引き出しを開く
drawer_squeaky_handle 引き出しの軋む取っ手
drawer_wooden 木製の引き出し
DVD_player_tray_close DVDプレイヤーのトレーが閉まる
DVD_player_tray_open DVDプレイヤーのトレーが開く
fan_LOOP_01 換気扇（ループ）
fan_on_off 換気扇をオン→オフ
fire_firepalce_LOOP_01 火が灯った暖炉（ループ）
flamethrower_LOOP_01 火炎放射器
flute_overblown 息の量が多かったフルート
food_cereal_pour_01 シリアルを注ぐ
food_cereal_pour_02
food_chewing_LOOP 咀嚼（ループ）
food_chips_crunch_01 チップスをかじる
food_chips_crunch_02
food_chips_crunch_x3_01 チップスをかじる（3回）
food_chips_crunch_x3_02
food_egg_shell 卵を割る
food_icemaker_01 製氷機
food_soda_open_01 ソーダを開ける
food_soda_open_02
food_soda_open_03
footsteps_outdoor_boots ブーツで歩く（外）



footsteps_outdoor_boots_on_wood 木のうえをブーツで歩く（外）
footsteps_shoes_fast_01 早く歩く
footsteps_shoes_on_wood_01 木の上を歩く
footsteps_shoes_on_wood_02
footsteps_snow_01 雪の上を歩く
footsteps_snow_02
footsteps_soft_fast 柔らかい上を早く歩く
footsteps_stair_ascent_creaky 軋む階段を登る
footsteps_water_01 水の上を歩く
footsteps_water_02
glass_break_01 ガラスが割れる
glass_break_02
glass_break_03
glass_break_04
glass_break_05
glass_ping ガラスを指で弾く
gong_01 ゴングを鳴らす
gong_02
gong_03
helicopter_LOOP_01 ヘリコプター（ループ）
jackhammer_01 手持ち削岩機
jackhammer_02
jackhammer_03
keys_01 鍵
keys_02
keys_03
knife_scrape_01 ナイフをこする
knife_scrape_02
knife_scrape_03
knife_scrape_04
lawnmower_LOOP_01 芝刈り機（ループ）
lawnmower_LOOP_02
liquid_slosh_01 液体を「バチャバチャ」
liquid_slosh_02
liquid_slosh_03
metal_clunk_01 鉄同士をぶつける
metal_clunk_02
metal_hit_01 鉄をぶつける
metal_hit_02



metal_hit_03
metal_hit_04
metal_hit_05
metal_hit_06
metal_rusty_squeak_01 錆びた鉄が軋む
metal_rusty_squeak_02
metal_rusty_squeak_03
metal_rusty_squeak_04
metal_rusty_squeak_05
metal_small_drop_01 小サイズの鉄が落っこちる
metal_small_drop_02
motor_electric_small_01 小さいモーターが稼働する
motor_electric_small_02
motor_electric_small_03
motor_electric_small_04
motor_electric_small_LOOP 小さいモーターが稼働する（ループ）
motor_gasoline_powered_LOOP ガソリンモーターのエンジンを入れる（ループ）
motor_powerdown_long モーターのエンジンを切る（長め）
motor_washing_machine_LOOP_01 洗濯機のモーター（ループ）
motor_washing_machine_LOOP_02
motor_washing_machine_LOOP_03
paper_crumple_01 紙をくしゃくしゃにする
paper_crumple_02
paper_money_bills_flip_x7 紙幣を数える（7回）
paper_money_bill_flip 紙幣を数える（7回）
paper_page_turn_01 紙のページを捲る
paper_page_turn_02
paper_page_turn_03
paper_page_turn_04
paper_shuffle_01 紙をシャッフル
paper_shuffle_02
paper_tear_01 紙を破る
paper_tear_02
paper_tear_03
paper_tear_04
paper_tear_05
plastic_squeak_01 ポリ袋が軋む
plastic_squeak_02
plastic_squeak_03



radio_static_01 電波の悪いラジオ
radio_static_02
radio_static_03
radio_static_04
razor_01 電動ひげ剃り
razor_02
scissors_snips_x4 ハサミを「チョキチョキ」（4回）
scissors_snips_x8 ハサミを「チョキチョキ」（8回）
scissors_snip_01 ハサミを「チョキチョキ」
scissors_snip_02
scrape_stone_01 石を削る
scrape_stone_02
scrape_wood_01 木を削る
scrape_wood_02
scrape_wood_03
soap_hand_washing_01 石鹸で手を洗う
soap_hand_washing_02
spray_aerosol_shake_01 スプレー缶を振る
spray_aerosol_shake_02
spray_aerosol_spray_01 スプレー缶を噴射する
spray_aerosol_spray_02
spray_aerosol_spray_03
spray_cleanser_01 クレンザーを噴射する
spray_cleanser_02
spray_cleanser_03
spray_hand_pump_small 小サイズのポンプ式スプレーを手に噴射する
spring_01 鉄製のものを弾く
spring_02
squishy_thing_01 「グチャグチャ」
squishy_thing_02
squishy_thing_03
squishy_thing_04
squishy_thing_05
squishy_thing_06
squishy_thing_07
squishy_thing_08
squishy_thing_09
squishy_thing_10
stapler_open ホッチキスを開ける



stapler_staple_01 ホットキスでとめる
stapler_staple_02
stapler_staple_03
tape_duct_pulloff_01 ダクトテープを剥がす
tape_duct_pulloff_02
tape_duct_pulloff_03
tape_duct_pulloff_04
tape_duct_pulloff_05
tape_duct_rip_01 ダクトテープを千切る
tape_duct_rip_02
tape_duct_rip_03
tape_duct_rip_04
tape_scotch_pulloff_01 スコッチテープを剥がす
tape_scotch_pulloff_02
tape_scotch_pull_rip スコッチテープを剥がして千切る
tape_scotch_rip スコッチテープを千切る
telephone_cellular_ring_01 小型電話機の着信
telephone_cellular_ring_02
telephone_cellular_vibrate 小型電話機のバイブレーション
telephone_dial_tone_LOOP 電話のダイアル待機
telephone_number_disconnected_tone 「おかけになった電話は現在使われていないか……」
telephone_out_of_service
telephone_ringing_01 電話の「プルルルル」
telephone_ringing_02
telephone_ringing_03
thud_01 「ドンッ」
thud_02
thud_03
thud_04
thud_05
thud_06
thud_07
thud_08
thud_09
tissue_pulled_from_box ティッシュを取る
toilet_flush_01 トイレの水を流す
toilet_flush_02
tool_drill 工具：ドリル
tool_drill_02



tool_hammer_01 工具：ハンマー
tool_hammer_02
tool_hammer_03
tool_hammer_x7 工具：ハンマー（7回）
tool_hedgeclipper 工具：刈り込み機を
tool_jigsaw 工具：糸ノコ
tool_powersaw_01 工具：電動丸ノコ
tool_powersaw_02
tool_powersaw_LOOP 工具：電動丸ノコ（ループ）
tool_saw_01 工具：のこぎり
tool_saw_02
tool_saw_03
tool_saw_LOOP_01 工具：のこぎり（ループ）
tool_saw_LOOP_02
tool_staplegun 工具：タッカー
toothbrush_brushing_teeth_01 歯を磨く
toothbrush_brushing_teeth_02
VCR_tape_eject VCRからテープを取り出す
VCR_tape_insert VCRにテープを入れる
VCR_tape_out_of_sleeve
VCR_tape_rewind_LOOP VCRでテープを巻き戻す
vehicle_construction_backup_beep_LOOP 車両：バックする（ループ）
vehicle_door_lock_01 車両：ドアをロック
vehicle_door_open_01 車両：ドアを開ける
vehicle_door_shut_01 車両：ドアを閉じる
vehicle_door_shut_02
vehicle_door_shut_03
vehicle_door_shut_04
vehicle_door_shut_05
vehicle_engine_idle_LOOP_01 車両：エンジンのアイドリング（ループ）
vehicle_engine_idle_LOOP_02
vehicle_engine_rev_01 車両：エンジン
vehicle_ignition_01 車両：エンジン点火
vehicle_ignition_02
vehicle_tree_shredder 車両：樹木粉砕機
vehicle_tree_shredder_LOOP
vehicle_turn_signal_01 車両：方向指示灯
vehicle_van_hatch_01 車両：バンのドア
vehicle_van_hatch_02



vehicle_van_hatch_03
water_drain_01 水を流す
water_drain_02
water_drain_03
water_drain_LOOP 水を流す（ループ）
water_faucet_01 蛇口から水を流す
water_faucet_02
water_faucet_03
water_faucet_LOOP_01 蛇口から水を流す（ループ）
water_faucet_LOOP_02
water_faucet_old_leaky 古い蛇口から水を流す→ポタポタ
water_faucet_quiet_01 蛇口から水を流す（静か）
water_glass_filling_up グラスに水を入れる
water_glass_filling_up_02
water_glass_filling_up_03
water_movement_01
water_movement_02
water_poured_out_01 グラスから水を出す
water_poured_out_02
water_shake 水をシェイクする
water_sink_filling シンクに水を溜める
water_washing_machine_fillup_LOOP 洗濯機に水を溜める（ループ）
weather_rainfall 天気：雨
wood_break_01 木を壊す
wood_break_02
wood_break_03
wood_break_drop_01 木が壊れて落っこちる
wood_break_drop_02
wood_break_drop_03
wood_break_drop_04
wood_break_drop_05
wood_break_drop_06
wood_creak_01 木が軋む
wood_creak_02
wood_creak_03
wood_snap_01 木を折る
writing_inkpen_01 インクペンで字を書く
writing_pencil_01 鉛筆で字を書く
writing_pencil_02



writing_pencil_03
writing_pencil_eraser_01 消しゴムで字を消す
writing_pencil_eraser_02
writing_quill_pen_01 羽ペンで字を書く
writing_quill_pen_02
zipper_01 ジッパー
zipper_02
zipper_03
zipper_04
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