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Thank you very much for taking an interest in my product.

Megane is means Glasses. japanese language.

You can put and take off the glasses.

Glasses sometimes slip.
When you bumping a other avatar, glasses slip.

this glass have 2 type slips.

Attention: The one which is being attached on a nose moves with glasses.

■USE

attach [NeNy] Megane <head> and [NeNy] Megane <hand>

touch the glasses in the face. ---> takeoff the glasses.

touch the glasses in the face.(transparent) ---> put the glasses.

long touch the glasses in the face. (about 3 seconds)---> having glasses in 
front of the face.

touch the glasses in the face.(hand glasses) ---> put the glasses and pose stop.

■position edit
 
A pose "megane attach loop" is bundled for an adjustment, so please use this.

1. attach [NeNy] Megane <head> and [NeNy] Megane <hand> ---> reset.

2. touch the glasses in the face. ---> takeoff the glasses. 

3. detach [NeNy] Megane <head>

4. play start megane attach loop animation.

5. edit [NeNy] Megane <hand> position.

animation may not match by the shape and the kind of bodies.

Shape reference value

body thickness 8
neck length 37
shoulder 22
arm length 47
hand size 20
 
■setting

please say local chat "/7 menu" or "/7 MENU"---> open dialog.

choose ENGLISH ---> change english menu.



choose JAPANESE ---> change japanese menu.

choose SLIP_OFF ---> slip glasses OFF.

choose SLIP_ON ---> slip glasses ON.

choose AUTO_OFF ---> manual adjust slip glasses.

choose AUTO_ON ---> auto adjust slip glasses.

choose TEXTURE ---> open dialog ---> can change frame color texture. (9 texture)

choose SHADE ---> open dialog ---> can change lens shade color. (7 colors)

choose ADJUST_TIME ---> open dialog ---> set adjust glasses time. 
                        (LEVEL1 ~ LEVEL8) default : LEVEL4
                        LEVEL1  = SHORT TIME, LEVEL8 = LONG TIME
                                       
choose SLIP_TIME ---> open dialog ---> set slip frequency. 
                                      (SELDOM / SOMETIMES / USUALLY)
                                      default : SOMETIMES

choose UPDATE ---> When an update is chosen at a possible place 
                   when there is an update.

ver 1.0 first release.
ver 1.1 bug fix.
ver 1.2 hold timing fix./alpha bug fix

Enjoy SL

Renee002
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わたしの製品に興味をもっていただき、ありがとうございます。
眼鏡のかけ外しができたり、眼鏡がズレたりするかわいい眼鏡です。

注意：お鼻に装着しているものは [NeNy] Megane と一緒に動きますので
　　  [NeNy] Megane 以外は別のところに装着してください。
        リグ入りの装着物であれば一緒に動くことはありません。

■使い方

[NeNy] Megane <head> および [NeNy] Megane <hand> を装着します。

お顔の眼鏡をタッチしてください。 ---> 眼鏡を外します。（手に持ちます）

再度お顔の眼鏡（透明）をタッチしてください。 ---> 眼鏡をかけます。
                                     （手の眼鏡は見えなくなります）

お顔の眼鏡を長くタッチしてください。（3秒くらい） ---> 眼鏡をお顔の前で持った
                                                       状態になります。

お顔の眼鏡をタッチしてください。
(お顔の前で手に持っているほうです) ---> 眼鏡をかけて、ポーズをやめます。

眼鏡はときどき、滑ってズレます。

他の人にぶつかると、眼鏡が傾いてズレます。

2種類のズレがあります。

■位置合わせ

１．[NeNy] Megane <head> および [NeNy] Megane <hand> を装着します。

２．お顔の眼鏡をタッチしてください。 ---> 眼鏡を外します。（手に持ちます）

３．[NeNy] Megane <head> を外します。

４．同梱してある megane attach loop のポーズを再生してください。

５．[NeNy] Megane <hand> の位置をだいたい合わせてみてください。

ある程度お顔の眼鏡の位置と手に持った位置を近くしておくと
かけ外しが自然に見えます。

シェイプや、ボディーの種類によってはアニメーションが合わないかもしれません。

シェイプ参考値

体の厚み 8
首の長さ 37
肩 22
腕の長さ 47
手の大きさ 20

■設定



ローカルチャットで "/7 menu" または "/7 MENU" と発言してください。
7チャンネルで menu と発言するということです。 ---> ダイアログが開きます。

ENGLISH を選ぶ ---> メニューが英語になります。

JAPANESE を選ぶ ---> メニューが一部日本語になります。

SLIP_OFF を選ぶ ---> 眼鏡がズレなくなります。他の人がぶつかってもズレません。

SLIP_ON を選ぶ ---> 眼鏡が時々ズレます。他の人がぶつかるとズレます。

AUTO_OFF を選ぶ ---> 眼鏡をタッチして手動でズレを整えます。

AUTO_ON を選ぶ ---> 眼鏡のズレを自動で整えます。

TEXTURE (柄) を選ぶ ---> ダイアログが開いて、9種類のテクスチャーを選べます。

SHADE (遮光) を選ぶ ---> ダイアログが開いて、7種類のレンズの色を選べます。

ADJUST_TIME(直し時間)を選ぶ ---> 眼鏡のズレを直すまでの時間を5段階設定できます。
                                 (LEVEL1~LEVEL8) 初期値：LEVEL4
                                  LEVEL1  = 短い時間 LEVEL8 = 長い時間

SLIP_TIME(ズレ時間)を選ぶ ---> 眼鏡がずれる頻度を設定します。(稀 / 時々 / 大抵)

UPDATE (アップデート) を選ぶ ---> アップデートがある場合、アップデート可能な場所
　　　　　　　　　　　　　　　　　で選択すると新しいバージョンが送られてきます。
                                 （ご購入された場所になると思います）

ver 1.0 ファーストリリース
ver 1.1 ホールドが治らないバグの修正、パーミッションエラーの修正
ver 1.2 ホールドから戻るときにメガネが2つになるため、タイミングの調整
　　　　髪などアルファがあるものと重なったときにメガネが一部消えることの緩和
　　　　フレームからアルファをなくし、被害をレンズのみにした

   ではセカンドライフを楽しんでくださいね
   
ルネ(renee002)


