
SOUND MODEL KIT SERIES vol.2
KATANA SOUND LIST

COMBINE MODEL -合成音-
No File Name Description

1 空振り　回転 ver.1 刀を回転させる

2 空振り　回転 ver.2 刀を回転させる

3 空振り　回転 ver.3 刀を回転させる（フェード）

4 空振り　回転 ver.4 刀を回転させる（フェード）

5 空振り　血を払う ver.1 血のついた刀を振り払う

6 空振り　血を払う ver.2 血のついた刀を振り払う

7 斬撃　インパクト ver.1 インパクトのある斬撃音

8 斬撃　インパクト ver.2 インパクトのある斬撃音

9 斬撃　インパクト ver.3 インパクトのある斬撃音

10 斬撃　ふすまを斬る ふすまを斬るときの斬撃音

11 斬撃　軽くて浅い ver.1 金属音を含んだ浅めの素早い斬撃音

12 斬撃　軽くて浅い ver.2 金属音を含んだ浅めの素早い斬撃音

13 斬撃　軽くて浅い ver.3 金属音を含んだ浅めの素早い斬撃音

14 斬撃　軽くて浅い ver.4 金属音を含んだ浅めの素早い斬撃音

15 斬撃　深く重い ver.1 金属音を含んだ深くて重い斬撃音

16 斬撃　深く重い ver.2 金属音を含んだ深くて重い斬撃音

17 斬撃　通常 ver.1 金属音を含んだ斬撃音

18 斬撃　通常 ver.2 金属音を含んだ斬撃音

19 斬撃　通常 ver.3 金属音を含んだ斬撃音

20 刺突　深く突き刺す ver.1 刀を深く突き刺す音

21 刺突　深く突き刺す ver.2 刀を深く突き刺す音

22 刺突　突き刺す ver.1 刀を突き刺す音

23 刺突　突き刺す ver.2 刀を突き刺す音

24 刺突　突き刺す ver.3 刀を突き刺す音

25 刺突　突き刺す ver.4 刀を突き刺す音

26 刺突　突き刺す ver.5 刀を突き刺す音

27 弾く　軽め ver.1 刀を弾く（軽め）

28 弾く　軽め ver.2 刀を弾く（軽め）

29 弾く　重い ver.1 刀を弾く（重い）
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30 弾く　重い ver.2 刀を弾く（重い）

31 弾く　重い ver.3 刀を弾く（重い）

32 弾く　神速 ver.1 刀を弾く（神速）

33 弾く　神速 ver.2 刀を弾く（神速）

34 弾く　神速 ver.3 刀を弾く（神速）

35 弾く　短め ver.1 刀を弾く（余韻短め）

36 弾く　短め ver.2 刀を弾く（余韻短め）

37 弾く　短め ver.3 刀を弾く（余韻短め）

38 弾く　通常 ver.1 刀を弾く

39 弾く　通常 ver.2 刀を弾く

40 弾く　通常 ver.3 刀を弾く

41 納刀　インパクト ver.1 インパクトのある納刀音

42 納刀　インパクト ver.2 インパクトのある納刀音

43 納刀　インパクト ver.3 インパクトのある納刀音

44 納刀　穏やか ver.1 穏やかに納刀する

45 納刀　穏やか ver.2 穏やかに納刀する

46 納刀　穏やか ver.3 穏やかに納刀する

47 納刀　荒い ver.1 荒々しく納刀する

48 納刀　荒い ver.2 荒々しく納刀する

49 納刀　荒い ver.3 荒々しく納刀する

50 納刀　仕込み杖 ver.1 仕込み杖を納刀する

51 納刀　仕込み杖 ver.2 仕込み杖を納刀する

52 納刀　素早く ver.1 素早く納刀する

53 納刀　素早く ver.2 素早く納刀する

54 納刀　通常 ver.1 納刀する

55 納刀　通常 ver.2 納刀する

56 納刀　通常 ver.3 納刀する

57 納刀　通常 ver.4 納刀する

58 納刀　通常 ver.5 納刀する

59 納刀　通常 ver.6 納刀する

60 抜刀　インパクト ver.1 インパクトのある抜刀音

61 抜刀　インパクト ver.2 インパクトのある抜刀音

62 抜刀　ゆっくり ver.1 ゆっくりと抜刀する
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63 抜刀　ゆっくり ver.2 ゆっくりと抜刀する

64 抜刀　素早く ver.1 素早く抜刀する

65 抜刀　素早く ver.2 素早く抜刀する

66 抜刀　通常 ver.1 抜刀音

67 抜刀　通常 ver.2 抜刀音

68 抜刀　妖刀を抜く ver.1 不気味な抜刀音

69 抜刀　妖刀を抜く ver.2 不気味な抜刀音
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DEMO FILES -シーン想定-
No File Name Description

1 3 連　斬撃 左右に刀を弾き、3 撃目で斬る

2 3 連　刺突 左右に刀を弾き、3 撃目で突き刺す

3 空中回転斬り 空中で体を回転させながら突進し、巨人に斬りつける

4 高速 9 連斬撃 高速の 9 連続斬撃

5 刺した刀を抜いて血を払う 突き刺した刀を抜き、刀の血を振り払う

6 刺突から刀を抜いて血を払い納刀 刺突→刀を抜く→血を振り払う→納刀　の一連の流れ

7 刀が弾かれて地面へ落ちる 刀が弾かれ、空中で回転しながら地面へ落ちる

8 刀を回転させて納刀する 刀を高速回転させてから、納刀する

9 刀同士が衝突し残響が響く 達人同士がすれ違いざまに刀を交えあう
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MAIN PARTS -刀分解音-
No File Name Description

1 空振り音　回転しながら飛ぶ 刀が空中に回転しながら飛んでいく

2 空振り音　斬馬刀 ver.1 斬馬刀を振りぬく

3 空振り音　斬馬刀 ver.2 斬馬刀を振りぬく

4 空振り音　重め ver.1 刀を振りぬく（重い）

5 空振り音　重め ver.2 刀を振りぬく（重い）

6 空振り音　素早い ver.1 素早く刀を振りぬく

7 空振り音　素早い ver.2 素早く刀を振りぬく

8 空振り音　素早い ver.3 素早く刀を振りぬく

9 空振り音　素早い ver.4 素早く刀を振りぬく

10 空振り音　素早い ver.5 素早く刀を振りぬく

11 空振り音　素早い ver.6 素早く刀を振りぬく

12 空振り音　素早い ver.7 素早く刀を振りぬく

13 空振り音　素早い ver.8 素早く刀を振りぬく

14 空振り音　素早い ver.9 素早く刀を振りぬく

15 空振り音　通常 ver.1 刀を振りぬく

16 空振り音　通常 ver.2 刀を振りぬく

17 空振り音　通常 ver.3 刀を振りぬく

18 空振り音　通常 ver.4 刀を振りぬく

19 構え　素早く ver.1 素早く刀を構える

20 構え　素早く ver.2 素早く刀を構える

21 構え　素早く ver.3 素早く刀を構える

22 構え　通常 ver.1 刀を構える

23 構え　通常 ver.2 刀を構える

24 斬撃素材　口真似擬音 口真似で表現したコミカルな斬撃音素材

25 斬撃素材　斬撃インパクト ver.1 インパクトのある斬撃音素材

26 斬撃素材　斬撃インパクト ver.2 インパクトのある斬撃音素材

27 斬撃素材　紙を斬る ver.1 斬裂感を高めるための紙を斬る音素材

28 斬撃素材　紙を斬る ver.2 斬裂感を高めるための紙を斬る音素材

29 斬撃素材　紙を斬る ver.3 斬裂感を高めるための紙を斬る音素材
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30 斬撃素材　紙を斬る ver.4 斬裂感を高めるための紙を斬る音素材

31 斬撃素材　肉を斬る ver.1 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

32 斬撃素材　肉を斬る ver.2 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

33 斬撃素材　肉を斬る ver.3 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

34 斬撃素材　肉を斬る ver.4 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

35 斬撃素材　肉を斬る ver.5 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

36 斬撃素材　肉を斬る ver.6 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

37 斬撃素材　肉を斬る ver.7 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

38 斬撃素材　肉を斬る ver.8 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

39 斬撃素材　肉を斬る ver.9 肉を斬る表現を高めるための斬撃素材

40 刺突素材　口真似擬音 口真似で表現した突き刺す音素材

41 刺突素材　突き刺す ver.1 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

42 刺突素材　突き刺す ver.2 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

43 刺突素材　突き刺す ver.3 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

44 刺突素材　突き刺す ver.4 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

45 刺突素材　突き刺す ver.5 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

46 刺突素材　突き刺す ver.6 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

47 刺突素材　突き刺す ver.7 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

48 刺突素材　突き刺す ver.8 肉を突き刺す表現を高めるための刺突素材

49 鞘走り　納刀静かめ ver.1 静かに納刀するときの鞘走り

50 鞘走り　納刀静かめ ver.2 静かに納刀するときの鞘走り

51 鞘走り　納刀素早く 素早く納刀するときの鞘走り

52 鞘走り　納刀通常 ver.1 納刀するときの鞘走り

53 鞘走り　納刀通常 ver.2 納刀するときの鞘走り

54 鞘走り　納刀通常 ver.3 納刀するときの鞘走り

55 鞘走り　納刀通常 ver.4 納刀するときの鞘走り

56 鞘走り　納刀通常 ver.5 納刀するときの鞘走り

57 鞘走り　抜刀素早く ver.1 素早く抜刀するときの鞘走り

58 鞘走り　抜刀素早く ver.2 素早く抜刀するときの鞘走り

59 鞘走り　抜刀素早く ver.3 素早く抜刀するときの鞘走り

60 鞘走り　抜刀素早く ver.4 素早く抜刀するときの鞘走り

61 鞘走り　抜刀素早く ver.5 素早く抜刀するときの鞘走り

62 鞘走り　抜刀通常 ver.1 抜刀するときの鞘走り
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63 鞘走り　抜刀通常 ver.2 抜刀するときの鞘走り

64 鞘走り　抜刀通常 ver.3 抜刀するときの鞘走り

65 鞘走り　抜刀通常 ver.4 抜刀するときの鞘走り

66 鞘走り　不気味な刀 ver.1 不気味な刀の鞘走り

67 鞘走り　不気味な刀 ver.2 不気味な刀の鞘走り

68 鞘走り　不気味な刀 ver.3 不気味な刀の鞘走り

69 鞘走り　不気味な刀 ver.4 不気味な刀の鞘走り

70 刃光　一閃 ver.1 一瞬の抜刀を表現する音素材

71 刃光　一閃 ver.2 一瞬の抜刀を表現する音素材

72 刃光　一閃 ver.3 一瞬の抜刀を表現する音素材

73 刃光　一閃 ver.4 一瞬の抜刀を表現する音素材

74 刃光　鋭く光る ver.1 刀が鈍く光る

75 刃光　鋭く光る ver.2 刀が鈍く光る

76 刃光　鋭く光る ver.3 刀が鈍く光る

77 刃光　鋭く光る ver.4 刀が鈍く光る

78 刃光　抜刀時に光る 抜刀と刃光

79 刃光　妖しく光る ver.1 刀が妖しく光る

80 刃光　妖しく光る ver.2 刀が妖しく光る

81 刃光　妖しく光る ver.3 刀が妖しく光る

82 掴む　刀を握る ver.1 刀を握る

83 掴む　刀を握る ver.2 刀を握る

84 掴む　刀を拾う ver.1 刀を拾う

85 掴む　刀を拾う ver.2 刀を拾う

86 鍔鳴り　インパクト ver.1 よく響くインパクトのある鍔鳴り

87 鍔鳴り　インパクト ver.2 よく響くインパクトのある鍔鳴り

88 鍔鳴り　残響 ver.1 鍔鳴りの残響音

89 鍔鳴り　残響 ver.2 鍔鳴りの残響音

90 鍔鳴り　残響 ver.3 鍔鳴りの残響音

91 鍔鳴り　仕込み杖 仕込み杖をしまうときの音

92 鍔鳴り　通常 ver.1 納刀時の鍔鳴り音

93 鍔鳴り　通常 ver.2 納刀時の鍔鳴り音

94 鍔鳴り　通常 ver.3 納刀時の鍔鳴り音

95 鍔鳴り　通常 ver.4 納刀時の鍔鳴り音
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96 鍔鳴り　通常 ver.5 納刀時の鍔鳴り音

97 鍔鳴り　通常 ver.6 納刀時の鍔鳴り音

98 鍔鳴り　通常 ver.7 納刀時の鍔鳴り音

99 刀残響　斬撃余韻 ver.1 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

100 刀残響　斬撃余韻 ver.2 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

101 刀残響　斬撃余韻 ver.3 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

102 刀残響　斬撃余韻 ver.4 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

103 刀残響　斬撃余韻 ver.5 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

104 刀残響　斬撃余韻 ver.6 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

105 刀残響　斬撃余韻 ver.7 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

106 刀残響　斬撃余韻 ver.8 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

107 刀残響　斬撃余韻 ver.9 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

108 刀残響　斬撃余韻 ver.10 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

109 刀残響　斬撃余韻 ver.11 斬撃のリアルさを増すための、金属的な余韻

110 刀衝突　響く ver.1 刀同士の衝突

111 刀衝突　響く ver.2 刀同士の衝突

112 刀衝突　響く ver.3 刀同士の衝突

113 刀衝突　響く ver.4 刀同士の衝突

114 刀衝突　高く響く ver.1 刀同士の高い衝突音

115 刀衝突　高く響く ver.2 刀同士の高い衝突音

116 刀衝突　高く響く ver.3 刀同士の高い衝突音

117 刀衝突　高く響く ver.4 刀同士の高い衝突音

118 刀衝突　鈍くぶつかる ver.1 刀同士の鈍い衝突音

119 刀衝突　鈍くぶつかる ver.2 刀同士の鈍い衝突音

120 刀衝突　鈍くぶつかる ver.3 刀同士の鈍い衝突音

121 刀衝突　鈍くぶつかる ver.4 刀同士の鈍い衝突音

122 刀衝突　余韻短め ver.1 刀同士の短い衝突音

123 刀衝突　余韻短め ver.1 刀同士の短い衝突音

124 刀衝突　余韻短め ver.1 刀同士の短い衝突音

125 刀破損　ひびが入る ver.1 刀にひびが入る

126 刀破損　ひびが入る ver.2 刀にひびが入る

127 刀破損　ひびが入る ver.3 刀にひびが入る

128 刀破損　一気に折れる ver.1 刀が一気に折れる
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129 刀破損　一気に折れる ver.2 刀が折れる表現にインパクトを付加

130 落下　地面（コンクリート）へ落ちる ver.1 刀がコンクリートの地面に落ちる

131 落下　地面（コンクリート）へ落ちる ver.2 刀がコンクリートの地面に落ちる

132 落下　地面（土）へ落ちる ver.1 刀が土の地面に落ちる

133 落下　地面（土）へ落ちる ver.2 刀が土の地面に落ちる
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OPTION PARTS -装飾音-
No File Name Description

1 血　にじむ ver.1 血がにじむ

2 血　にじむ ver.2 血がにじむ

3 血　にじむ ver.3 血がにじむ

4 血　にじむ ver.4 血がにじむ

5 血　滴る ver.1 血が 1 滴、したたる音

6 血　滴る ver.2 血が 1 滴、したたる音

7 血　滴る ver.3 血が 1 滴、したたる音

8 血　内部でえぐる 刀で肉をえぐる

9 血　飛び散る ver.1 血が飛び散る

10 血　飛び散る ver.2 血が飛び散る

11 血　飛ぶ ver.1 血が飛ぶ

12 血　飛ぶ ver.2 血が飛ぶ

13 血　飛ぶ ver.3 血が飛ぶ

14 血　飛ぶ ver.4 血が飛ぶ

15 血　飛ぶ ver.5 血が飛ぶ

16 研ぐ　刀を研ぐ 刀を研ぐ

17 木刀　打ち込み ver.1 木刀で打ち込む

18 木刀　打ち込み ver.2 木刀で打ち込む

19 木刀　打ち込み ver.3 木刀で打ち込む

Copyright(C)2012-2013 OGAWA SOUND All Rights Reserved. 


	COMBINE MODEL -合成音-
	DEMO FILES -シーン想定-
	MAIN PARTS -刀分解音-
	OPTION PARTS -装飾音-

