
ハイビジョン フリー映像素材 [Royalty Free HD Footage]

ハイビジョン フリー映像素材(60p)

●     城 (Castle) 
�❍     長野県 国宝 松本城 
�❍     長野県松本市 埴原城跡 
�❍     長野県塩尻市 南熊井城趾 
�❍     長野県塩尻市 北熊井城跡 
�❍     長野県諏訪市 高島城 
�❍     宮崎県日南市 飫肥城 

●     空 (Sky) 
�❍     空（一般） 
�❍     空（長尺） 
�❍     雲／曇り 
�❍     絹層雲 
�❍     飛行機雲 
�❍     積雲 
�❍     巻積雲（うろこ雲） 
�❍     レンズ雲 
�❍     積乱雲／入道雲 
�❍     積乱雲／入道雲（長尺） 
�❍     雷雲 
�❍     飛行機雲／ジェットストリーム 
�❍     太陽/Sun 
�❍     太陽の暈／太陽のかさ 
�❍     日蝕／日食 
�❍     朝／日の出 
�❍     朝／日の出（長尺） 
�❍     夕日／夕方 
�❍     夕日／夕方（長尺） 
�❍     光芒／光線／ゴッドレイ 
�❍     光芒／光線／ゴッドレイ（早回し／イン

ターバル） 
�❍     虹／レインボー 
�❍     太陽柱 
�❍     黄砂 
�❍     黄砂（早回し／インターバル） 
�❍     特殊（早回し／インターバル） 

●     空港 (Airport) 
�❍     宮崎空港 
�❍     信州松本空港 

●     基地 (Base) 
�❍     新田原基地　航空祭2011 
�❍     新田原基地　航空祭2013 

●     雷／稲妻(thunder) 
�❍     雷／稲妻 

●     山 (Mountain) 
�❍     富士山 
�❍     御嶽山 
�❍     御嶽山（早回し） 
�❍     御嶽山（剣ヶ峰） 
�❍     御嶽山（摩利支天山） 
�❍     御嶽山（継子岳） 
�❍     ontakesan_eruption御嶽山（噴火） 
�❍     北アルプス 

ハイビジョン フリー映像
素材 

[Royalty Free HD 
Footage]

このサイトはハイビジョンサイズ (1920×1080, 

60p) のロイヤルティフリー (Royalty Free) の映

像を扱っています。素材（加工含む）として販
売・配布する以外は、個人使用、商用利用とも可
能です。ただし、映像を利用して生じたトラブル
等においては一切の責任を追わないものとしま
す。 
映像を見る、扱うにはApple社のQuickTimeが必

要です。コーデックはH264になっています。 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意
してあります。 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、30f)

●     ハイビジョン(1920×1080、24f)

●     ハイビジョン縦(1920×1080、60p)

●     3Dハイビジョン(1920×1080、60i)

 
パナソニックTM700/750、V600M、X900Mで

撮影しておりH264 (AVCHD) / 60p の都合上、

特定のフレーム細かい部分 (IBBPのBBフレーム) 

に関してはベタっと潰れた感じになってしまうこ
とがあります。特に暗部に関してはH.264は弱い

のでブロックノイズが目立ってしまうことがあり
ます。また、TM700/750とV600M/X900Mでは

カラーバランス／色温度が異なっています。

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ (1/29) [14/11/23 3:33:17]

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60i/
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http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/24f/
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�❍     南アルプス 
�❍     南アルプス（早回し） 
�❍     乗鞍岳 
�❍     小嵩沢山 
�❍     穂高連峰 
�❍     穂高連峰（早回し） 
�❍     蝶ヶ岳 
�❍     大滝山 
�❍     大滝山（早回し） 
�❍     常念岳 
�❍     常念岳（早回し） 
�❍     横通岳 
�❍     南岳 
�❍     槍ヶ岳 
�❍     有明山 
�❍     燕岳 
�❍     燕岳（早回し） 
�❍     餓鬼岳 
�❍     東天井岳 
�❍     大天井岳 
�❍     蓮華岳 
�❍     鹿島槍ヶ岳 
�❍     焼岳 
�❍     鑓ヶ岳 
�❍     白馬岳 
�❍     蒲田富士 
�❍     笠ヶ岳 
�❍     錫杖岳 
�❍     弓折岳 
�❍     霞沢岳 
�❍     浅川山 
�❍     富士尾山 
�❍     針ノ木岳 
�❍     角蔵山 
�❍     唐松岳 
�❍     古城山 
�❍     鍋冠山 
�❍     五龍岳 
�❍     爺が岳 
�❍     地蔵が岳 
�❍     鳴沢岳 
�❍     雨飾山 
�❍     木曽駒ヶ岳 
�❍     宝剣岳 
�❍     木曽駒ヶ岳／三沢岳、三ノ沢岳 
�❍     木曽駒ヶ岳／中岳 
�❍     南駒ヶ岳 
�❍     三ノ沢岳／三沢岳 
�❍     麦草岳 
�❍     糸瀬山 
�❍     御寿山 
�❍     戸隠連峰 
�❍     四ツ岳 
�❍     十石山 
�❍     白馬乗鞍岳 
�❍     妙高山 
�❍     六百山 

V600Mで撮影した映像で高倍率ズームしている

映像の中には色収差が如実に発生しているものも
あります。 
 
サーバーの容量の関係で予告なく素材を削除した
り差し替えることがあります。また、順番も入れ
替えるためURLが変わることがあります。あらか

じめ、ご了承ください。トップページ（http://

www.openspc2.org/HDTV/）から閲覧してもら

う方が安全です。 
 
全国ネットやBS/CATV、YouTube、ニコニコ動

画、プロモーション映像、CM (コマーシャル映

像)、電子書籍、展示会映像、電子看板／デジタ

ルサイネージ などで利用する場合でも特に連絡

することなく利用しても問題ありません。 
 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたら
openspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いします。  
 
■更新情報 
 
 
＊更新情報はブログ [更新情報]でもアナウンスし

ています。  

2005-2014 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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http://www.openspc2.org/HDTV/
http://www.openspc2.org/HDTV/
mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://www.openspc2.org/blog/
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�❍     鉢盛山 
�❍     前鉢伏山 
�❍     鉢伏山 
�❍     鉢伏山（早回し） 
�❍     鉢伏山（長尺） 
�❍     高ボッチ 
�❍     高ボッチ（早回し） 
�❍     三才山(戸谷峰) 
�❍     弘法山 
�❍     八ヶ岳 
�❍     八ヶ岳【長尺】 
�❍     八ヶ岳 美濃戸登山口周辺 
�❍     八ヶ岳 横岳 
�❍     八ヶ岳 赤岳＆阿弥陀岳 
�❍     北八ヶ岳 縞枯山 
�❍     北八ヶ岳 茶臼山 
�❍     北八ヶ岳 天狗岳 
�❍     北八ヶ岳 北横岳 
�❍     北八ヶ岳 丸山 
�❍     北八ヶ岳 中山 
�❍     車山 
�❍     鷲ヶ峰 
�❍     甲斐駒ヶ岳 
�❍     北岳 
�❍     鳳凰山 
�❍     鋸岳 
�❍     仙丈岳/仙丈ヶ岳 
�❍     赤石岳 
�❍     ジャンダルム 
�❍     白山 
�❍     樅沢岳 
�❍     中岳 
�❍     西穂高 
�❍     抜戸岳 
�❍     大喰岳 
�❍     大木場の辻 
�❍     鷲羽岳 
�❍     浅間山 
�❍     榛名山 
�❍     妙義山 
�❍     特殊（早回し／インターバル） 
�❍     山(一般) 

●     海／港湾 (Sea) 
�❍     新潟県佐渡島 尖閣湾 
�❍     宮崎県日南市 夫婦浦 
�❍     海（一般） 

●     港／港湾 (Port) 
�❍     宮崎県日南市 鵜戸港 
�❍     宮崎県日南市 大堂津港 
�❍     宮崎県宮崎市 宮崎港 
�❍     宮崎県宮崎市 油津港 

●     川 (River) 
�❍     長野県 天竜川 
�❍     長野県 高瀬川 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ (3/29) [14/11/23 3:33:17]
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�❍     長野県 木曽川 
�❍     長野県 千曲川 
�❍     長野県 犀川 
�❍     長野県大町市 金熊川 
�❍     長野県木曽町 西洞川 
�❍     長野県木曽町 白川 
�❍     長野県南木曽町 柿其川 
�❍     長野県 黒川 
�❍     長野県 伊奈川 
�❍     長野県 二反田川 
�❍     長野県 奈良井川 
�❍     長野県 王滝川 
�❍     長野県 小黒川 
�❍     長野県辰野町 小野川 
�❍     長野県箕輪町 沢川 
�❍     長野県箕輪町 横川 
�❍     長野県岡谷市 横河川 
�❍     長野県諏訪市 中門川 
�❍     長野県茅野市 上川 
�❍     長野県塩尻市 造蔵川 
�❍     長野県塩尻市 田川 
�❍     長野県塩尻市 糠沢川 
�❍     長野県塩尻市 小曽部川 
�❍     長野県松本市 牛伏川 
�❍     長野県松本市 小大野川 
�❍     長野県松本市 大門沢川 
�❍     長野県安曇野市 蓼川 
�❍     長野県安曇野市 万水川 
�❍     長野県安曇野市 烏川 
�❍     長野県茅野市 渋川 
�❍     長野県諏訪市 宮川 
�❍     長野県上松町 滑川 
�❍     長野県南木曽町 ツボ川 
�❍     長野県南木曽町 阿寺川 
�❍     長野県南木曽町 蘭川 
�❍     長野県松川町 松川 
�❍     長野県松川町 小渋川 
�❍     長野県松川町 四徳川 
�❍     長野県 姫川 
�❍     長野県 松川(白馬村) 
�❍     宮崎県 大淀川 
�❍     川 (一般) 

●     滝 (Waterfall) 
�❍     長野県軽井沢町 白糸の滝 
�❍     長野県塩尻市 白滝 
�❍     長野県塩尻市 御寿山の滝 
�❍     長野県松本市 親子滝 
�❍     長野県松本市 番所小滝 
�❍     長野県松本市 番所大滝 
�❍     長野県松本市 善五郎の滝 
�❍     長野県松本市 三本滝 
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�❍     長野県木祖村 床並の平垂（ひらだる） 
�❍     長野県木祖村 床並の滝 
�❍     長野県木祖村 床並の小滝 
�❍     長野県上松町 小野の滝 
�❍     長野県王滝村 清滝 
�❍     長野県王滝村 新滝 
�❍     長野県木曽町 唐沢の滝 
�❍     長野県木曽町 尾ノ島の滝 
�❍     長野県南木曽町 牛ヶ滝 
�❍     長野県安曇野市 黒沢の滝 
�❍     長野県安曇野市 大水沢の滝 
�❍     長野県安曇野市 延命水 
�❍     長野県辰野町 よきとぎの滝 
�❍     長野県茅野市 霧降の滝 
�❍     長野県茅野市 乙女滝 
�❍     長野県南木曽町 うるう滝 
�❍     長野県大桑村 雨現の滝 
�❍     長野県大桑村 樽ヶ沢の滝 
�❍     長野県大桑村 吉報の滝 
�❍     長野県大桑村 六段の滝 
�❍     長野県大桑村 阿寺渓谷の名前のない滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【男滝】 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【女滝】 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 雷の滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 霧ヶ滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 ねじだる 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 虹の滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のな

い滝 
�❍     長野県木曽郡木祖村 奥木曽湖の横にある

滝 
�❍     長野県松川町 井戸入沢の滝 
�❍     長野県松川町 おしどり隠しの滝 
�❍     長野県中川村 一の滝 
�❍     長野県中川村 三の滝 
�❍     長野県天龍村 浄心の滝 
�❍     長野県泰阜村 なめくりの滝 
�❍     長野県筑北村 大滝八潭 
�❍     長野県麻績村 桂好砥の滝 
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�❍     長野県大町市 八坂大滝 
�❍     岐阜県高山市 平湯大滝 
�❍     岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝） 
�❍     栃木県日光市 竜頭の滝 

●     湖 (Lake) 
�❍     長野県 奥木曽湖 
�❍     長野県 ならい湖 
�❍     長野県 諏訪湖 
�❍     長野県 諏訪湖（早回し） 
�❍     長野県 諏訪湖（長尺） 
�❍     長野県 諏訪湖（御神渡り） 
�❍     長野県塩尻市 みどり湖 
�❍     長野県塩尻市 田川浦湖 
�❍     長野県松本市 梓湖 
�❍     長野県松本市 美鈴湖 
�❍     長野県松本市 美鈴湖(早回し) 
�❍     長野県松本市 美鈴湖(長尺) 
�❍     長野県 御岳湖 
�❍     長野県 自然湖 
�❍     長野県 もみじ湖 
�❍     長野県 白樺湖 
�❍     長野県 女神湖 
�❍     長野県 高遠湖 
�❍     長野県 美和湖 
�❍     長野県 木崎湖 
�❍     長野県大町市 中綱湖 
�❍     長野県 青木湖 
�❍     長野県 千代田湖 
�❍     長野県 松川湖 
�❍     長野県 松原湖 
�❍     長野県 小渋湖 
�❍     長野県 犀川白鳥湖 
�❍     長野県 聖湖 
�❍     長野県 龍神湖 
�❍     群馬県 榛名湖 
�❍     群馬県 赤城山大沼湖 

●     池／泉 (Pond) 
�❍     長野県松本市 千鹿頭池 
�❍     長野県松本市 生姜池 
�❍     長野県松本市 番場池 
�❍     長野県塩尻市 平出の泉 
�❍     長野県茅野市 御射鹿池 
�❍     長野県松川町 池の平 
�❍     長野県木祖村 あやめ公園池 
�❍     池（一般） 

●     雨 (Rain) 
�❍     雨上がり 
�❍     豪雨 
�❍     雨（一般） 

●     雪 (Snow) 
�❍     雪 

●     氷 (Ice) 
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�❍     氷／つらら 
�❍     長野県 屏風岩氷瀑 
�❍     長野県 霧降りの滝氷瀑 
�❍     長野県 白川氷柱群 

●     樹氷／霧氷／雨氷 
�❍     樹氷／霧氷／雨氷 

●     渓谷／峡谷／谷 
�❍     長野県木曽郡 柿其渓谷 
�❍     長野県木曽郡 柿其渓谷［不動岩］ 
�❍     長野県木曽郡 柿其渓谷［箱淵］ 
�❍     長野県木曽郡 柿其渓谷［宝剣岩］ 
�❍     長野県木曽郡 柿其渓谷［かもしかかへ

り］ 
�❍     長野県木曽郡 柿其渓谷［溺石］ 
�❍     長野県木曽郡 阿寺渓谷 
�❍     長野県木曽郡 阿寺渓谷［犬が淵］ 
�❍     長野県木曽郡 阿寺渓谷［亀石］ 
�❍     長野県木曽郡 阿寺渓谷［樽が沢］ 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 横川峡 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 横川峡[蛇石] 
�❍     長野県東筑摩郡筑北村 差切峡 
�❍     長野県大町市 高瀬渓谷 
�❍     宮崎県日南市 中萩谷 

●     断層 (Fault) 
�❍     長野県松本市 牛伏寺断層 

●     高原／湿原 
�❍     長野県 霧ヶ峰高原 
�❍     長野県 霧ヶ峰高原（早回し） 
�❍     長野県 霧ヶ峰高原／八島湿原 
�❍     長野県 美ヶ原高原 
�❍     長野県 美ヶ原高原（早回し） 
�❍     長野県 蓼科高原 
�❍     長野県 居谷里湿原 
�❍     長野県 入笠高原 
�❍     長野県 薮原高原 
�❍     長野県 聖高原 
�❍     長野県 木曽駒高原 
�❍     長野県 のぞきど高原 
�❍     長野県 唐花見湿原 
�❍     長野県 塩嶺高原 
�❍     志賀高原 東館山ゴンドラリフト 

●     ダム (Dam) 
�❍     長野県 奈川渡ダム 
�❍     長野県 奈良井ダム 
�❍     長野県 牧尾ダム 
�❍     長野県 牛伏寺砂防ダム 
�❍     長野県 美鈴湖ダム 
�❍     長野県 味噌川ダム 
�❍     長野県 箕輪ダム 
�❍     長野県 横川ダム 
�❍     長野県 黒沢ダム 
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�❍     長野県 美和ダム 
�❍     長野県 高遠ダム 
�❍     長野県 片桐ダム 
�❍     長野県 小渋ダム 
�❍     長野県 内村ダム 
�❍     長野県 東條ダム 
�❍     長野県 北山ダム 
�❍     長野県 小仁熊ダム 
�❍     長野県 木曽ダム 
�❍     長野県 王滝川ダム 
�❍     長野県 塩之入ダム 
�❍     長野県 須砂渡ダム 
�❍     長野県 滝川ダム 
�❍     長野県 常盤ダム 
�❍     長野県 読書ダム 
�❍     長野県 大町ダム 
�❍     長野県 七倉ダム 
�❍     長野県 姫川第三ダム 
�❍     長野県 平岡ダム 
�❍     長野県 泰阜ダム 
�❍     長野県 西大滝ダム 
�❍     宮崎県 日南ダム 

●     発電所／変電所 (Power Plant) 
�❍     田光発電所 
�❍     須原発電所 
�❍     霞沢発電所 
�❍     小黒発電所 
�❍     四徳発電所 
�❍     風力発電 

●     橋 (Bridge) 
�❍     長野県松本市 連岳橋 
�❍     長野県松本市 鈴蘭橋 
�❍     長野県松本市 南角大橋 
�❍     長野県塩尻市 木曽の大橋 
�❍     長野県塩尻市 片平橋 
�❍     長野県塩尻市 雲竜橋 
�❍     長野県塩尻市 中花見橋 
�❍     長野県塩尻市 四ツ柱橋 
�❍     長野県塩尻市 曲渕橋 
�❍     長野県塩尻市 糠沢橋 
�❍     長野県塩尻市 栃窪橋 
�❍     長野県塩尻市 みどり湖大橋 
�❍     長野県塩尻市 馬橋 
�❍     長野県塩尻市 沓沢橋 
�❍     長野県塩尻市 みどり橋 
�❍     長野県塩尻市 権現橋 
�❍     長野県諏訪市 宮川橋 
�❍     長野県木曽 かけはし 
�❍     長野県木曽 滑川橋 
�❍     長野県木曽 奥木曽大橋 
�❍     長野県木曽 樽沢橋 
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�❍     長野県木曽 赤岩巣橋 
�❍     長野県木曽 一の萱二号橋 
�❍     長野県木曽 渡合橋 
�❍     長野県木曽 阿寺橋 
�❍     長野県木曽 阿寺川橋 
�❍     長野県木曽 六段橋 
�❍     長野県木曽 臨川寺橋梁[鉄橋] 
�❍     長野県木曽 樽が沢橋 
�❍     長野県木曽 阿寺第一号橋 
�❍     長野県木曽 桃介橋 
�❍     長野県木曽 新青木橋 
�❍     長野県木曽 柿其橋 
�❍     長野県木曽 あまもらず橋 
�❍     長野県木曽 恋路橋(新) 
�❍     長野県木曽 小垂橋 
�❍     長野県木曽 溺石橋 
�❍     長野県木曽 大垂橋 
�❍     長野県木曽 猿の谷渡り橋 
�❍     長野県木曽 権現沢橋 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 堀切沢橋 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 田無橋 
�❍     長野県上伊那郡箕輪町 田無大橋 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 いらざわ橋 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 宮城橋 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 さかい橋 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 上野橋 
�❍     長野県上伊那郡中川村 四徳大橋 
�❍     長野県上伊那郡中川村 紅葉橋 
�❍     長野県下伊那郡松川町 細窪橋 
�❍     長野県下伊那郡松川町 桃窪橋 
�❍     長野県下伊那郡松川町 鹿窪橋 
�❍     長野県安曇野市 御法田橋 
�❍     長野県安曇野市 等々力橋 
�❍     長野県安曇野市 等々力大橋 
�❍     長野県安曇野市 梓橋 
�❍     長野県安曇野市 本沢橋 
�❍     長野県東筑摩郡筑北村 明道橋 
�❍     長野県大町市 中湖橋 
�❍     長野県大町市 簗場橋 
�❍     弘法橋 
�❍     大滝橋 
�❍     新大滝橋 
�❍     長野県上田市 笠岩橋 
�❍     長野県小谷村 栂池大橋 
�❍     群馬県安中市 碓氷第三橋梁(めがね橋) 

●     花 (Flower) 
�❍     向日葵／ひまわり 
�❍     秋桜／コスモス 
�❍     福寿草 
�❍     カタクリ／片栗 
�❍     ビオラ 
�❍     泡立草 
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�❍     鶏頭／ケイトウ 
�❍     木瓜／ボケ 
�❍     レンギョウ 
�❍     たんぽぽ 
�❍     水芭蕉 
�❍     座禅草 
�❍     梅 
�❍     桜／さくら 
�❍     桜：紅豊 
�❍     桜：大山桜 
�❍     桜：染井吉野 
�❍     桜：薄墨桜 
�❍     桜：小彼岸桜 
�❍     桜：兼六園菊桜 
�❍     桜：しろたえ 
�❍     桜：しょうげつ 
�❍     桜：枝垂れ桜 
�❍     桜：鬱金桜 
�❍     桜：ようこう 
�❍     桜：関山［かんざん］ 
�❍     桜：片丘桜 
�❍     桜：寒桜 
�❍     桜：八重桜 
�❍     桜：富士見町葛窪桜 
�❍     桜：長野県塩尻市　長興寺 
�❍     桜：長野県塩尻市　永福寺 
�❍     桜：長野県塩尻市　福聚寺 
�❍     桜：長野県塩尻市　北熊井城趾 
�❍     桜：長野県塩尻市　弘長寺 
�❍     桜：長野県塩尻市　無量寺 
�❍     桜：長野県塩尻市　桜の丘公園 
�❍     桜：長野県塩尻市　松林寺 
�❍     桜：長野県塩尻市　東漸寺 
�❍     桜：長野県松本市　大神社 
�❍     桜：長野県松本市　埴原城 
�❍     桜：長野県松本市　保福寺 
�❍     桜：長野県松本市　法船寺 
�❍     桜：長野県松本市　常楽寺 
�❍     桜：長野県松本市　松本城 
�❍     桜：長野県松本市　蓮華寺 
�❍     桜：長野県松本市　桃昌寺 
�❍     桜：長野県松本市　中山霊園 
�❍     桜：長野県飯田市　麻績神社 舞台桜 
�❍     桜：宮崎県日南市　竹香園 
�❍     蕎麦／ソバ 
�❍     オオイヌノフグリ 
�❍     朝顔【ヘブンリーブルー】 
�❍     菜の花 
�❍     つつじ／躑躅 
�❍     つつじ／躑躅：長野県岡谷市 鶴峯公園 
�❍     つつじ／躑躅：長野県塩尻市 高ボッチ高

原 
�❍     つつじ／躑躅：長野県塩尻市 
�❍     つつじ／躑躅：長野県富士見町 
�❍     つつじ／躑躅：長野県霧ヶ峰 
�❍     みつばつつじ／ミツバツツジ 
�❍     りんご／林檎／アップル 
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�❍     マルメロ 
�❍     芍薬／シャクヤク 
�❍     アイリス／菖蒲 
�❍     藤／藤の花 
�❍     桃色昼咲き月見草 
�❍     アカシア／ニセアカシア 
�❍     矢車菊 
�❍     菊 
�❍     ヒメジョオン／姫紫苑／[ヒメジオン] 
�❍     九輪草／クリンソウ 
�❍     あけぼのふうろ 
�❍     アスチルベ 
�❍     ラベンダー 
�❍     マリーゴールド 
�❍     マツムシソウ 
�❍     ミヤコワスレ 
�❍     トリトマ 
�❍     クジャクサボテン 
�❍     ホタルブクロ／蛍袋 
�❍     ユリ／百合 
�❍     スズラン／鈴蘭 
�❍     ウマノアシガタ草[キンポウゲ] 
�❍     ハス／蓮 
�❍     ヒナゲシ／雛芥子 
�❍     ドクダミ／蕺菜 
�❍     節分草／セツブンソウ 
�❍     信濃節分草／シナノセツブンソウ 
�❍     花桃 
�❍     すもも 
�❍     ムスカリー 
�❍     ナズナ／ぺんぺん草 
�❍     牡丹 
�❍     石楠花／シャクナゲ 
�❍     蓮華／レンゲ 
�❍     菖蒲／アヤメ 
�❍     ハクサンフウロ 
�❍     コバイケソウ 
�❍     日光黄菅／ニッコウキスゲ 
�❍     ウマノアシガタ 
�❍     ウツボグサ 
�❍     トリカブト 
�❍     アズマイチゲ 
�❍     ヒヤシンス 
�❍     コバイモ 
�❍     コブシ 
�❍     木蓮 
�❍     二輪草 
�❍     サンシュユ 
�❍     芝桜 
�❍     水仙 
�❍     猩々袴 
�❍     椿 
�❍     雪柳 
�❍     ハナミズキ 
�❍     キンポウゲ 
�❍     西洋オダマキ 
�❍     胡蝶花／著莪 
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�❍     山吹 
�❍     赤詰草 
�❍     松葉菊／マツバギク 
�❍     薔薇／バラ 
�❍     立葵／タチアオイ 
�❍     彼岸花(曼珠沙華) 
�❍     ナナディープ 
�❍     サルビア 
�❍     ミヤマウメモドキ 
�❍     紫陽花（一般） 
�❍     紫陽花：アナベル 
�❍     紫陽花：ビブレイ 
�❍     紫陽花：ブルーキング 
�❍     紫陽花：エンドレスサマー 
�❍     紫陽花：胡蝶の舞 
�❍     紫陽花：鹿鳴館 
�❍     紫陽花：サンセット 
�❍     紫陽花：紅額あじさい 
�❍     紫陽花：フラウスミコ 
�❍     紫陽花：グリューンヘルツ 
�❍     紫陽花：十二単 
�❍     紫陽花：黒姫 
�❍     紫陽花：斑入りあじさい 
�❍     紫陽花：七段花 
�❍     紫陽花：渦あじさい 
�❍     紫陽花：ユルゲグューテス 
�❍     紫陽花：ブルーフレッシュ 
�❍     紫陽花：ドンブルー 
�❍     紫陽花：フラウクミコ 
�❍     紫陽花：柏葉あじさい 
�❍     紫陽花：九重錦 
�❍     紫陽花：紅(くれない) 
�❍     紫陽花：斑入り城ヶ崎 
�❍     紫陽花：ミカコ 
�❍     紫陽花：ミセスヘップバーン 
�❍     紫陽花：雷電 
�❍     紫陽花：ラーバ 
�❍     紫陽花：シーキーズドワーフ 
�❍     紫陽花：東雲 
�❍     紫陽花：白舞子 
�❍     紫陽花：スノーフレーク 
�❍     紫陽花：ホワイトダイアモンド 
�❍     紫陽花：ホワイトウェーブ 
�❍     紫陽花：チボリ 
�❍     紫陽花：富士の滝 
�❍     紫陽花：本あじさい 
�❍     紫陽花：城ヶ崎 
�❍     紫陽花：江冠雪 
�❍     紫陽花：未来 
�❍     紫陽花：虹 
�❍     紫陽花：白花姫あじさい 
�❍     紫陽花：トカラあじさい 
�❍     紫陽花：土佐のきら星 
�❍     紫陽花：アリラン 
�❍     紫陽花：ブルーダイヤモンド 
�❍     紫陽花：フェアリーアイ 
�❍     紫陽花：フェアリーアイ ピンク 
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�❍     紫陽花：ホベラ 
�❍     紫陽花：ジャパーニュミカコ 
�❍     紫陽花：マジカルガーネット 
�❍     紫陽花：姫紅額あじさい 
�❍     紫陽花：天城甘茶 
�❍     紫陽花：伊予の青絣 
�❍     紫陽花：伊予の薄墨 
�❍     紫陽花：剣が舞 
�❍     紫陽花：八重咲甘茶 
�❍     紫陽花：カメレオン 
�❍     紫陽花：フラウマリコ 
�❍     紫陽花：ピラミッド 
�❍     紫陽花：土佐緑風 
�❍     紫陽花：ララ 
�❍     紫陽花：秋篠てまり 
�❍     紫陽花：別子てまり 
�❍     紫陽花：羽衣の舞 
�❍     紫陽花：花吹雪 
�❍     紫陽花：花てまり 
�❍     紫陽花：日向青 
�❍     紫陽花：日向紺青 
�❍     紫陽花：伊予の花火 
�❍     紫陽花：子持ち七段花 
�❍     紫陽花：こてまり 
�❍     紫陽花：美方八重 
�❍     紫陽花：武蔵野 
�❍     紫陽花：小田虹 
�❍     紫陽花：緑星 
�❍     紫陽花：祖谷てまり 
�❍     紫陽花：土佐神楽 
�❍     紫陽花：八重白扇 
�❍     紫陽花：楊貴妃 
�❍     紫陽花：富士なでしこ 
�❍     紫陽花：グリーングローブ 
�❍     紫陽花：グリーンシャドー 
�❍     紫陽花：ヘイズスターベスト 
�❍     紫陽花：金玲 
�❍     紫陽花：清澄さわあじさい 
�❍     紫陽花：大虹 
�❍     紫陽花：奥多摩こあじさい 
�❍     紫陽花：笹の舞 
�❍     紫陽花：石化八重黒軸 
�❍     紫陽花：セルマ 
�❍     紫陽花：シエラ 
�❍     紫陽花：白富士 
�❍     紫陽花：白額あじさい 
�❍     紫陽花：白つるあじさい 
�❍     紫陽花：甘茶 
�❍     紫陽花：紅剣 
�❍     紫陽花：パッションブルー 
�❍     紫陽花：パッションピンク 
�❍     紫陽花：旭の舞姫 
�❍     紫陽花：チャプリット 
�❍     紫陽花：初恋 
�❍     紫陽花：ラブユーキッス 
�❍     紫陽花：サブリナ 
�❍     紫陽花：横浪の月 
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�❍     紫陽花：水無月／ミナヅキ 
�❍     紫陽花：糊空木／ノリウツギ 
�❍     紫陽花：雪さらし 
�❍     紫陽花：玉あじさい 
�❍     紫陽花：ピンクシャワー 
�❍     紫陽花：八重咲き蝦夷紫陽花綾 
�❍     アセビ 
�❍     チューリップ 
�❍     フクシア 
�❍     コデマリ 
�❍     アオダモ 
�❍     プリムラ／ジュリアン／ポリアンサ 
�❍     サクラソウ 
�❍     ハナニラ 
�❍     ローダンセ 
�❍     ヒメオドリコ草 
�❍     ヤツシロソウ／八代草 
�❍     芙蓉 
�❍     アベリア 
�❍     ガウラ 
�❍     サルスベリ／百日紅 
�❍     バーベナ 
�❍     シモツケ 
�❍     フロックス 
�❍     ストケシア 
�❍     茗荷／ミョウガ 
�❍     花（一般） 
�❍     �★名前の分からない花0001 
�❍     �★名前の分からない花0002 
�❍     �★名前の分からない花0003 
�❍     �★名前の分からない花0004 
�❍     �★名前の分からない花0005 
�❍     �★名前の分からない花0006 
�❍     �★名前の分からない花0007 
�❍     �★名前の分からない花0008 
�❍     �★名前の分からない花0009 
�❍     �★名前の分からない花0010 
�❍     �★名前の分からない花0011 
�❍     �★名前の分からない花0012 
�❍     �★名前の分からない花0013 
�❍     �★名前の分からない花0014 
�❍     �★名前の分からない花0015 
�❍     �★名前の分からない花0016 
�❍     �★名前の分からない花0017 
�❍     �★名前の分からない花0018 
�❍     �★名前の分からない花0019 
�❍     �★名前の分からない花0020 
�❍     �★名前の分からない花0021 
�❍     �★名前の分からない花0022 
�❍     �★名前の分からない花0023 
�❍     �★名前の分からない花0024 
�❍     �★名前の分からない花0025 
�❍     �★名前の分からない花0026 
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�❍     �★名前の分からない花0027 
�❍     �★名前の分からない花0028 
�❍     �★名前の分からない花0029 
�❍     �★名前の分からない花0030 
�❍     �★名前の分からない花0031 
�❍     みやざきフラワーフェスタ 

●     植物 (plant) 
�❍     蕨／わらび 
�❍     山葵／ワサビ 
�❍     煙草／タバコ 
�❍     キレンゲショウマ 
�❍     薄／ススキ 
�❍     コンフリー 
�❍     碇草／イカリソウ 
�❍     ひつじ草 
�❍     こごみ 
�❍     行者ニンニク 
�❍     ねんぼろ／野蒜 
�❍     牛の毛草 
�❍     ねこじゃらし 
�❍     ふきのとう 
�❍     竹／竹林 
�❍     宮崎県 青島亜熱帯植物園 
�❍     不明な植物0001 
�❍     不明な植物0002 
�❍     不明な植物0003 

●     樹木 (tree) 
�❍     白樺 
�❍     紅葉／もみじ 
�❍     麻の葉楓／あさのはかえで 
�❍     小葉団扇楓／こはうちわかえで 
�❍     枝垂れ栗 
�❍     合歓木／ネムノキ 
�❍     唐楓／トウカエデ 
�❍     杉／スギ 
�❍     切り株 
�❍     ヒトツバタゴ 
�❍     黒文字 
�❍     錦木 
�❍     利休梅 
�❍     松___ 
�❍     櫟／イチイ 
�❍     柊／ヒイラギ 
�❍     タラの芽 
�❍     ノリウツギ 
�❍     柳／ヤナギ 
�❍     グミ 
�❍     プルーン 
�❍     南天 
�❍     樹木一般 
�❍     名前の分からない樹木001 
�❍     名前の分からない樹木002 
�❍     名前の分からない樹木003 
�❍     名前の分からない樹木004  
�❍     長野県諏訪郡下諏訪町 ドウメのケヤキ 
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●     野菜など (vegetable) 
�❍     じゃがいも／ポテト 
�❍     アスパラガス 
�❍     サニーレタス 
�❍     トマト 
�❍     加工用トマト 
�❍     茄子／ナス 
�❍     南瓜／カボチャ 
�❍     人参 
�❍     トウモロコシ 
�❍     レタス 
�❍     ねぎ／ネギ／葱 
�❍     ピーマン 
�❍     野沢菜 
�❍     大根 
�❍     長芋 

●     果物／フルーツ (fruit) 
�❍     洋梨 
�❍     柿　　 
�❍     グミ／茱萸 

●     茸／キノコ (mushroom) 
�❍     サルノコシカケ 
�❍     不明なキノコ0001 
�❍     不明なキノコ0002 
�❍     不明なキノコ0003 
�❍     不明なキノコ0004 

●     動物 (animal) 
�❍     猿／モンキー 
�❍     蛙／カエル 
�❍     犬／ドッグ 
�❍     猫／キャット 
�❍     蜘蛛／クモ 
�❍     蜂／ハチ 
�❍     蜂（スズメバチ） 
�❍     ヤギ／山羊 

●     鳥 (bird) 
�❍     鴨／カモ 
�❍     軽鴨／カルガモ 
�❍     ノビタキ 
�❍     白鳥／スワン 
�❍     ベニコンゴウインコ 
�❍     烏／カラス 
�❍     すずめ／雀 
�❍     鳥（一般） 

●     昆虫など (insect) 
�❍     蟻／アリ 
�❍     蝶／バタフライ 
�❍     バッタ 
�❍     イナゴ／螽 
�❍     毛虫 
�❍     蝉／セミ 
�❍     蜘蛛／クモ 
�❍     蜻蛉／トンボ 
�❍     虫／昆虫 

●     スキー場 (Ski) 
�❍     長野県 霧ヶ峰スキー場 
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�❍     長野県 白樺湖2 in 1スキー場 
�❍     長野県木曽郡木曽町 開田高原マイアスキー

場 
�❍     長野県木曽郡王滝村 おんたけ2240スキー

場 
�❍     長野県木曽郡木祖村 やぶはら高原スキー

場 
�❍     長野県大町市 ヤナバスキー場 
�❍     長野県白馬村 さのさかスキー場 
�❍     長野県北安曇郡白馬村 白馬八方尾根スキー

場 
�❍     長野県大町市 鹿島槍スキー場 
�❍     岐阜県高山市 平湯温泉スキー場 

●     ロープウェイ (Ropeway) 
�❍     長野県 蓼科ピラタスロープウェー 
�❍     岐阜県 新穂高ロープウェー 

●     水門 (Gate) 
�❍     長野県岡谷市 釜口水門 

●     田畑／原野 (field) 
�❍     麦畑／小麦／大麦 
�❍     水田／田んぼ 
�❍     畑＿＿＿ 

●     市 (City) 
�❍     長野県塩尻市 
�❍     長野県松本市 
�❍     長野県岡谷市 
�❍     長野県諏訪市 
�❍     長野県茅野市 
�❍     長野県飯田市 
�❍     長野県千曲市 
�❍     長野県茅野市 豊平 
�❍     長野県伊那市 高遠  
�❍     宮崎県日南市 
�❍     宮崎県日南市（旧 油津町） 
�❍     宮崎県日南市（旧 飫肥町） 

●     町 (Town) 
�❍     長野県 下諏訪町 
�❍     長野県 辰野町 
�❍     長野県 箕輪町 
�❍     長野県 富士見町 
�❍     長野県 木曽町 
�❍     長野県 南木曽町 

●     村 (Village) 
�❍     長野県 大桑村 
�❍     長野県 朝日村 
�❍     長野県 木祖村 
�❍     長野県 王滝村 
�❍     長野県 青木村 
�❍     長野県 麻績村 
�❍     長野県木曽郡木曽町 開田（旧開田村） 
�❍     長野県 白馬村 
�❍     長野県 南牧村 

●     役所／市役所 
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�❍     長野県松本市役所 
�❍     長野県茅野市役所 
�❍     長野県岡谷市役所 
�❍     長野県岡谷市役所(旧) 
�❍     長野県富士見町役場 
�❍     長野県木祖村役場 

●     寺・神社 (Temple) 
�❍     長野県松本市 牛伏寺 
�❍     長野県松本市 法船寺 
�❍     長野県松本市 桃昌寺 
�❍     長野県松本市 常楽時 
�❍     長野県松本市 蓮華寺 
�❍     長野県松本市 弘長寺 
�❍     長野県松本市 千鹿頭神社 
�❍     長野県小県郡青木村 大宝寺 
�❍     長野県塩尻市 池生神社 
�❍     長野県塩尻市 小野神社 御柱際 
�❍     長野県塩尻市 無量寺 
�❍     長野県木曽郡大桑村 定勝寺 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 八剣神社 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 足形大明神 
�❍     長野県飯田市 元善光寺 
�❍     長野県飯田市 麻績神社 
�❍     長野県伊那市 駒嶽神社 
�❍     長野県大町市 仁科神社 
�❍     宮崎県日南市 鵜戸神宮 
�❍     宮崎県日南市 日南振徳堂 
�❍     宮崎県宮崎市 宮崎神宮 
�❍     宮崎県宮崎市 青島神宮 

●     重要文化財／遺跡／史跡／史蹟 
�❍     長野県塩尻市 平出遺跡 
�❍     長野県塩尻市 三九郎 
�❍     長野県松本市 フランス式階段工（ダム） 
�❍     長野県松本市 武石峠茶屋跡 
�❍     長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家 
�❍     長野県諏訪市 片倉館 
�❍     群馬県前橋市 エネルギー資料館 

●     宿／宿場 
�❍     長野県塩尻市 贄川宿 
�❍     長野県塩尻市 奈良井宿 

●     温泉 
�❍     長野県木曽郡木曽町 二本木の湯 
�❍     長野県塩尻市 みどり湖温泉 
�❍     長野県塩尻市 田川浦温泉 
�❍     長野県木曽郡上松町 桟温泉 
�❍     長野県茅野市 奥蓼科温泉郷 
�❍     長野県中川村 四徳温泉 
�❍     長野県大町市 葛温泉 
�❍     岐阜県高山市 平湯温泉 

●     観光地／観光施設 
�❍     北海道 美瑛町 
�❍     北海道 美瑛町　千代田の丘 
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�❍     北海道 美瑛町　三愛の丘 
�❍     北海道 美瑛町　四季彩の丘 
�❍     北海道 美瑛町白金　青い池 
�❍     北海道 美瑛町　マイルドセブンの丘 
�❍     北海道 美瑛町　パッチワークの路 
�❍     北海道 美瑛町　セブンスターの木 
�❍     北海道留萌市 黄金岬 
�❍     北海道 フラワーランドかみふらの 
�❍     北海道 富良野スキー場 
�❍     北海道 ファーム富田 ラベンダー園 
�❍     長野県安曇野市 大王わさび農場 
�❍     長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床 
�❍     長野県 赤沢自然休養林 
�❍     長野県茅野市 蓼科 
�❍     静岡県静岡市 三保の松原 
�❍     岐阜県 飛騨大鍾乳洞 
�❍     岐阜県 白川郷 
�❍     岐阜県 岐阜県 五箇山の合掌造り集落 
�❍     山梨県 西湖いやしの里根場 
�❍     群馬県 鬼押出し園 
�❍     栃木県 奥日光 金精峠 
�❍     栃木県日光市 湯の湖 
�❍     栃木県日光市 戦場ヶ原 
�❍     新潟県佐渡市 佐渡金山 
�❍     宮崎県日南市 サンメッセ日南 

●     施設／工場施設／農業施設／イベント施設 
�❍     長野県上伊那郡辰野町 上横川排水施設 
�❍     長野県岡谷市 カノラホール 
�❍     長野県岡谷市 岡谷絹工房 
�❍     長野県塩尻市 アスティ片丘 
�❍     長野県松本市 やまびこドーム 
�❍     ビニールハウス 

●     運動／スポーツ施設 
�❍     長野県 諏訪湖スタジアム 
�❍     長野県下諏訪町 漕艇場 
�❍     長野県松本市 浅間温泉国際スケートセン

ター 
●     公園 

�❍     長野県岡谷市 小坂あじさい公園 
�❍     長野県岡谷市 塩嶺御野立公園 
�❍     長野県諏訪郡原村 原村自然文化園 
�❍     長野県木曽郡木祖村 柳沢尾根公園 
�❍     東京 上野公園 
�❍     宮崎県日南市 平和台公園 

●     キャンプ場 
�❍     長野県中川村 桑原オートキャンプ場 

●     牧場 
�❍     長野県 入笠牧場 

●     道路 (road) 
�❍     国道19号線 
�❍     国道143号線 
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�❍     国道148号線 
�❍     国道153号線 
�❍     国道158号線 
�❍     国道254号線 
�❍     長野県 県道1号線 
�❍     長野県 県道26号線 
�❍     長野県 県道55号線 
�❍     長野県 県道59号線 
�❍     長野県 県道191号線 
�❍     長野県 県道210号線 
�❍     長野県 県道258号線 
�❍     長野県 県道326号線 
�❍     長野県 ビーナスライン 
�❍     中央自動車道長野線 

●     道の駅 (road station) 
�❍     宮崎県南那珂郡南郷町 道の駅 

●     峠 (pass) 
�❍     長野県 塩尻峠 
�❍     長野県 善知鳥峠 
�❍     長野県 九蔵峠 
�❍     長野県 恋路峠 
�❍     長野県 大河原峠 
�❍     静岡県 薩埵峠（さった峠） 

●     トンネル／洞門／隧道 
�❍     長野県青木村 明通トンネル 
�❍     長野県木曽郡南木曽町 新賤母トンネル 
�❍     長野県伊那市高遠 白山トンネル 
�❍     長野県松本市 蛭窪隧道 
�❍     長野県木曽郡木祖村 箕輪沢トンネル 
�❍     長野県木曽郡王滝村 氷ヶ瀬隧道 
�❍     長野県上田市 笠岩トンネル 
�❍     長野県大町市 高瀬トンネル 
�❍     長野県大町市 相川トンネル 
�❍     長野県生坂村 生坂トンネル 
�❍     長野県大町市 大滝洞門 
�❍     長野県大町市 滝ノ沢洞門 

●     バス停 (Bus stop) 
�❍     長野県木曽郡 樽沢 
�❍     長野県木曽郡 清滝 
�❍     長野県木曽郡 新滝 
�❍     長野県木曽郡 中山口 
�❍     長野県伊那市 長谷循環バス 西勝間 

●     高速道路／インターチェンジ／ジャンクション 
�❍     長野県 岡谷ジャンクション 

●     駅周辺 (station) 
�❍     長野県 塩尻駅周辺 
�❍     ●篠ノ井線 
�❍     長野県 広丘駅周辺 
�❍     長野県 村井駅周辺 
�❍     長野県 平田駅周辺 
�❍     長野県 南松本駅周辺 
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�❍     松本駅周辺 
�❍     田沢駅周辺 
�❍     明科駅周辺 
�❍     西条駅周辺 
�❍     長野県 坂北駅周辺 
�❍     長野県 聖高原駅周辺 
�❍     冠着駅周辺 
�❍     長野県 姨捨駅周辺 
�❍     稲荷山駅周辺 
�❍     篠ノ井駅周辺 
�❍     ●中央東線 
�❍     長野県 みどり湖駅周辺 
�❍     長野県 小野駅周辺 
�❍     長野県 信濃川島駅周辺 
�❍     長野県 辰野駅周辺 
�❍     長野県 川岸駅周辺 
�❍     長野県 岡谷駅周辺 
�❍     長野県 青柳駅周辺 
�❍     長野県 すずらんの里駅周辺 
�❍     長野県 富士見駅周辺 
�❍     長野県 信濃境駅周辺 
�❍     ●中央西線 
�❍     長野県 洗馬駅周辺 
�❍     長野県 日出塩駅周辺 
�❍     長野県 贄川駅周辺 
�❍     長野県 木曽平沢駅周辺 
�❍     長野県 奈良井駅周辺 
�❍     長野県 薮原駅周辺 
�❍     長野県 宮ノ越駅周辺 
�❍     長野県 原野駅周辺 
�❍     長野県 木曽福島駅周辺 
�❍     長野県 上松駅周辺 
�❍     長野県 倉本駅周辺 
�❍     長野県 須原駅周辺 
�❍     長野県 大桑駅周辺 
�❍     長野県 野尻駅周辺 
�❍     長野県 十二兼駅周辺 
�❍     長野県 南木曽駅周辺 
�❍     長野県 田立駅周辺 
�❍     岐阜県 坂下駅周辺 
�❍     ●大糸線 
�❍     長野県 北松本駅周辺 
�❍     長野県 島内駅周辺 
�❍     長野県 島高松駅周辺 
�❍     長野県 梓橋駅周辺 
�❍     長野県 一日市場駅周辺 
�❍     長野県 中萱駅周辺 
�❍     長野県 南豊科駅周辺 
�❍     長野県 豊科駅周辺 
�❍     長野県 柏矢町駅周辺 
�❍     長野県 穂高駅周辺 
�❍     長野県 有明駅周辺 
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�❍     長野県 安曇追分駅周辺 
�❍     長野県 細野駅周辺 
�❍     長野県 北細野駅周辺 
�❍     長野県 信濃松川駅周辺 
�❍     長野県 安曇沓掛駅周辺 
�❍     長野県 信濃常盤駅周辺 
�❍     長野県 南大町駅周辺 
�❍     長野県 信濃大町駅周辺 
�❍     長野県 北大町駅周辺 
�❍     長野県 信濃木崎駅周辺 
�❍     長野県 稲生駅周辺 
�❍     長野県 海ノ口駅周辺 
�❍     長野県 簗場駅周辺 
�❍     長野県 ヤナバスキー場前駅周辺 
�❍     長野県 南神城駅周辺 
�❍     長野県 神城駅周辺 
�❍     長野県 飯森駅周辺 
�❍     長野県 白馬駅周辺 
�❍     長野県 信濃森上駅周辺 
�❍     長野県 白馬大池駅周辺 
�❍     長野県 千国駅周辺 
�❍     長野県 南小谷駅周辺 
�❍     長野県 中土駅周辺 
�❍     長野県 北小谷駅周辺 
�❍     新潟県 平岩駅周辺 
�❍     ●飯田線 
�❍     長野県 宮木駅周辺 
�❍     長野県 伊那新町駅周辺 
�❍     長野県 羽場駅周辺 
�❍     長野県 沢駅周辺 
�❍     長野県 伊那松島駅周辺 
�❍     長野県 木ノ下駅周辺 
�❍     長野県 北殿駅周辺 
�❍     長野県 田畑駅周辺 
�❍     長野県 伊那北駅周辺 
�❍     長野県 伊那市駅周辺 
�❍     長野県 下島駅周辺 
�❍     長野県 沢渡駅周辺 
�❍     長野県 赤木駅周辺 
�❍     長野県 宮田駅周辺 
�❍     長野県 大田切駅周辺 
�❍     長野県 駒ヶ根駅周辺 
�❍     長野県 小町屋駅周辺 
�❍     長野県 伊那福岡駅周辺 
�❍     長野県 田切駅周辺 
�❍     長野県 飯島駅周辺 
�❍     長野県 伊那本郷駅周辺 
�❍     長野県 七久保駅周辺 
�❍     長野県 高遠原駅周辺 
�❍     長野県 伊那田島駅周辺 
�❍     長野県 上片桐駅周辺 
�❍     長野県 伊那大島駅周辺 
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�❍     長野県 山吹駅周辺 
�❍     長野県 下平駅周辺 
�❍     長野県 市田駅周辺 
�❍     長野県 下市田駅周辺 
�❍     長野県 元善光寺駅周辺 
�❍     長野県 伊那上郷駅周辺 
�❍     長野県 桜町駅周辺 
�❍     長野県 飯田駅周辺 
�❍     長野県 切石駅周辺 
�❍     長野県 鼎駅周辺 
�❍     長野県 下山村駅周辺 
�❍     長野県 伊那八幡駅周辺 
�❍     長野県 毛賀駅周辺 
�❍     長野県 駄科駅周辺 
�❍     長野県 時又駅周辺 
�❍     長野県 川路駅周辺 
�❍     長野県 天竜峡駅周辺 
�❍     長野県 千代駅周辺 
�❍     長野県 金野駅周辺 
�❍     長野県 唐笠駅周辺 
�❍     長野県 門島駅周辺 
�❍     長野県 田本駅周辺 
�❍     長野県 温田駅周辺 
�❍     長野県 為栗駅周辺 
�❍     長野県 平岡駅周辺 
�❍     長野県 鶯巣駅周辺 
�❍     長野県 伊那小沢駅周辺 
�❍     長野県 中井侍駅周辺 
�❍     ●松本電鉄上高地線（島々線） 
�❍     長野県 西松本駅周辺 
�❍     長野県 渚駅周辺 
�❍     長野県 信濃荒井駅周辺 
�❍     長野県 大庭駅周辺 
�❍     長野県 下新駅周辺 
�❍     長野県 北新 松本大学前駅周辺 
�❍     長野県 新村駅周辺 
�❍     長野県 三溝駅周辺 
�❍     長野県 森口駅周辺 
�❍     長野県 下島駅周辺 
�❍     長野県 波田駅周辺 
�❍     長野県 渕東駅周辺 
�❍     長野県 新島々駅周辺 
�❍     長野県 旧島々駅周辺 
�❍     ●長野電鉄屋代線（平成24年(2012年)4月1

日に廃線） 
�❍     長野県 屋代駅周辺 
�❍     長野県 東屋代駅周辺 
�❍     長野県 雨宮駅周辺 
�❍     長野県 岩野駅周辺 
�❍     長野県 象山口駅周辺 
�❍     長野県 松代駅周辺 
�❍     長野県 金井山駅周辺 
�❍     長野県 大室駅周辺 
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�❍     長野県 信濃川田駅周辺 
�❍     長野県 若穂駅周辺 
�❍     長野県 綿内駅周辺 
�❍     長野県 井上駅周辺 
�❍     須坂駅周辺 
�❍     ●上田電鉄　別所線 
�❍     長野県 上田駅周辺 
�❍     長野県 城下駅周辺 
�❍     長野県 三好町駅周辺 
�❍     長野県 赤坂上駅周辺 
�❍     長野県 上田原駅周辺 
�❍     長野県 寺下駅周辺 
�❍     長野県 神畑駅周辺 
�❍     長野県 大学前駅周辺 
�❍     長野県 下之郷駅周辺 
�❍     長野県 中塩田駅周辺 
�❍     長野県 塩田町駅周辺 
�❍     長野県 中野駅周辺 
�❍     長野県 舞田駅周辺 
�❍     長野県 八木沢駅周辺 
�❍     長野県 別所温泉駅周辺 
�❍     ●長野電鉄長野線 
�❍     長野駅周辺 
�❍     市役所前駅周辺 
�❍     権堂駅周辺 
�❍     善光寺下駅周辺 
�❍     本郷駅周辺 
�❍     桐原駅周辺 
�❍     信濃吉田駅周辺 
�❍     朝陽駅周辺 
�❍     付属中学前駅周辺 
�❍     柳原駅周辺 
�❍     村山駅周辺 
�❍     日野駅周辺 
�❍     須坂駅周辺 
�❍     北須坂駅周辺 
�❍     小布施駅周辺 
�❍     都住駅周辺 
�❍     桜沢駅周辺 
�❍     延徳駅周辺 
�❍     信州中野駅周辺 
�❍     中野松川駅周辺 
�❍     信濃竹原駅周辺 
�❍     夜間瀬駅周辺 
�❍     上條駅周辺 
�❍     湯田中駅周辺 
�❍     ●しなの鉄道 
�❍     篠ノ井駅周辺 
�❍     屋代高校前駅周辺 
�❍     屋代駅周辺 
�❍     千曲駅周辺 
�❍     戸倉駅周辺 
�❍     坂城駅周辺 
�❍     テクノさかき駅周辺 
�❍     西上田駅周辺 
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�❍     上田駅周辺 
�❍     信濃国分寺駅周辺 
�❍     大屋駅周辺 
�❍     田中駅周辺 
�❍     滋野駅周辺 
�❍     小諸駅周辺 
�❍     平原駅周辺 
�❍     御代田駅周辺 
�❍     信濃追分駅周辺 
�❍     中軽井沢駅周辺 
�❍     軽井沢駅周辺 
�❍     ●小海線 
�❍     小諸駅駅周辺 
�❍     東小諸駅周辺 
�❍     乙女駅周辺 
�❍     三岡駅周辺 
�❍     美里駅周辺 
�❍     中佐都駅周辺 
�❍     佐久平駅周辺 
�❍     岩村田駅周辺 
�❍     北中込駅周辺 
�❍     滑津駅周辺 
�❍     中込駅周辺 
�❍     太田部駅周辺 
�❍     龍岡城駅周辺 
�❍     臼田駅周辺 
�❍     青沼駅周辺 
�❍     羽黒下駅周辺 
�❍     海瀬駅周辺 
�❍     八千穂駅周辺 
�❍     高岩駅周辺 
�❍     馬流駅周辺 
�❍     小海駅周辺 
�❍     松原湖駅周辺 
�❍     海尻駅周辺 
�❍     佐久海ノ口駅周辺 
�❍     佐久広瀬駅周辺 
�❍     信濃川上駅周辺 
�❍     野辺山駅周辺 
�❍     清里駅周辺 
�❍     甲斐大泉駅周辺 
�❍     甲斐小泉駅周辺 
�❍     小淵沢駅周辺 
�❍     ●飯山線 
�❍     豊野駅周辺 
�❍     信濃浅野駅周辺 
�❍     立ケ花駅周辺 
�❍     上今井駅周辺 
�❍     替佐駅周辺 
�❍     蓮駅周辺 
�❍     飯山駅周辺 
�❍     北飯山駅周辺 
�❍     信濃平駅周辺 
�❍     戸狩野沢温泉駅周辺 
�❍     上境駅周辺 
�❍     上桑名川駅周辺 
�❍     桑名川駅周辺 
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�❍     西大滝駅周辺 
�❍     信濃白鳥駅周辺 
�❍     平滝駅周辺 
�❍     横倉駅周辺 
�❍     森宮野原駅周辺 
�❍     ●信越本線 
�❍     篠ノ井駅周辺 
�❍     今井駅周辺 
�❍     川中島駅周辺 
�❍     安茂里駅周辺 
�❍     長野駅周辺 
�❍     北長野駅周辺 
�❍     三才駅周辺 
�❍     豊野駅周辺 
�❍     牟礼駅周辺 
�❍     古間駅周辺 
�❍     黒姫駅周辺 
�❍     妙高高原駅周辺 
�❍     関山駅周辺 
�❍     二本木駅周辺 
�❍     新井駅周辺 
�❍     北新井駅周辺 
�❍     ●長野新幹線 
�❍     長野駅周辺 
�❍     上田駅周辺 
�❍     佐久平駅周辺 
�❍     軽井沢駅周辺 

●     列車／線路／踏切 (train) 
�❍     普通電車 
�❍     特急しなの 
�❍     C12 
�❍     D51 
�❍     123系 
�❍     鉄橋 
�❍     JR小海線 
�❍     JR中央西線 
�❍     踏切：枝垂れ栗 
�❍     踏切：雨沢 
�❍     踏切：城前 
�❍     踏切：奈良井道 
�❍     踏切：床尾 
�❍     踏切：稲生 
�❍     踏切：中綱 
�❍     踏切：梓橋松本線 
�❍     踏切：島高松 
�❍     踏切：大田切 

●     機械／機械的なもの 
�❍     水車 
�❍     クレーン 
�❍     ヘリコプター 

●     車／車輌 
�❍     救急車 

●     塔／鉄塔／電波塔 
�❍     電波塔 
�❍     鉄塔 

●     電柱／電信柱 
�❍     電柱／電信柱 
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●     炎／火事／消防関係(fire) 
�❍     火の見櫓 

●     惑星／衛星／月 (moon) 
�❍     金星 
�❍     木星 
�❍     オリオン座（ベテルギウス） 
�❍     オリオン座（リゲル） 
�❍     プレアデス星団／昴 
�❍     月 
�❍     月（早回し） 
�❍     月食 (2011/12/10) 
�❍     月食 (2014/10/08) 
�❍     月齢0.9 
�❍     月齢1.2 
�❍     月齢1.8 
�❍     月齢2.5 
�❍     月齢2.7 
�❍     月齢2.8 
�❍     月齢3.3 
�❍     月齢3.7 
�❍     月齢3.8 
�❍     月齢4.4 
�❍     月齢4.7 
�❍     月齢4.9 
�❍     月齢6.3 
�❍     月齢7.3 
�❍     月齢8.3 
�❍     月齢8.7 
�❍     月齢8.8 
�❍     月齢8.4 
�❍     月齢9.3 
�❍     月齢10.3 
�❍     月齢11.2 
�❍     月齢11.9 
�❍     月齢12.2 
�❍     月齢12.8 
�❍     月齢12.9 
�❍     月齢13.3 
�❍     月齢13.8 
�❍     月齢14.0 
�❍     月齢14.3 
�❍     月齢14.8 
�❍     月齢15.3 
�❍     月齢15.8 
�❍     月齢16.0 
�❍     月齢16.8 
�❍     月齢17.0 
�❍     月齢18.0 
�❍     月齢18.3 
�❍     月齢19.0 
�❍     月齢19.3 
�❍     月齢20.1 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ (27/29) [14/11/23 3:33:17]



ハイビジョン フリー映像素材 [Royalty Free HD Footage]

�❍     月齢21.0 
�❍     月齢22.0 
�❍     月齢22.3 
�❍     月齢23.3 
�❍     月齢24.0 
�❍     月齢25.3 
�❍     月齢27.2 
�❍     月齢27.3 

●     イベント／お祭り／祭典 (event) 
�❍     長野県塩尻市 三九郎(どんど焼き) 
�❍     長野県松本市 三九郎(どんど焼き) 
�❍     長野県諏訪湖レガッタ 
�❍     長野県塩尻市洗馬 日本アルプスサラダ街道

かかしまつり(2011年) 
�❍     新田原基地　航空祭2011 

●     花火 (fireworks) 
�❍     長野県諏訪市 サマーナイトファイヤーフェ

スティバル 
�❍     長野県諏訪湖花火大会 2010年 
�❍     長野県諏訪湖花火大会 2012年 
�❍     全国新作花火競技大会 2010年 
�❍     花火（一般） 

●     傘 (umbrella) 
�❍     番傘 

●     飛行機 (airplane) 
�❍     飛行機（FDA） 
�❍     飛行機（一般） 

●     船／船舶 (ship) 
�❍     新潟県 佐渡汽船 
�❍     船／船舶（一般） 

●     石／岩石／砂利 (stone) 
�❍     チャート 
�❍     ホルンフェルス 
�❍     花崗岩 
�❍     花崗岩断層破砕岩 
�❍     礫岩 
�❍     緑色片岩 
�❍     砂岩 
�❍     石英片岩 
�❍     赤色チャート 
�❍     石灰岩 
�❍     砂利 

●     幼稚園／保育園 (kindergarten/nursery school) 
�❍     長野県塩尻市 高出保育園 

●     学校 (school) 
�❍     長野県塩尻市 片丘小学校 

●     季節もの (season) 
�❍     四季：秋 
�❍     四季：冬 

●     その他 (etc) 
�❍     鯉のぼり 
�❍     ビニールハウス 
�❍     鉄塔／鉄柱 
�❍     線香 
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�❍     砂嵐／砂塵嵐 
�❍     中山霊園 
�❍     たこ揚げ 
�❍     古民家 
�❍     JA生活センター南熊井店 

topページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市　国
宝 松本城】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市　国宝 松本城の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 埴原
城跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 埴原城跡の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 埴原城跡】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 南熊井城趾】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 南熊
井城趾】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 南熊井城趾の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 南熊井城趾】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 北熊井城跡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 北熊
井城跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 北熊井城跡の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 北熊井城跡】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 高島城】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 高島
城】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市 高島城の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 高島城】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 飫肥城（おびじょう）】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 飫肥
城（おびじょう）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 飫肥城（おびじょう）の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/index.html (1/2) [14/11/23 3:35:51]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/castle/miyazaki/obi/0015/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 飫肥城（おびじょう）】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【空（一般）】

ハイビジョン フリー映像素材【空（一般）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

空（一般）の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【空（一般）】

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【空：長尺】

ハイビジョン フリー映像素材【空：長尺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

空：長尺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【空：長尺】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雲／曇り／雲海】

ハイビジョン フリー映像素材【雲／曇り／雲海】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雲／曇り／雲海の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雲／曇り／雲海】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【絹層雲】

ハイビジョン フリー映像素材【絹層雲】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

絹層雲の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【絹層雲】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/kensouun/index.html (2/2) [14/11/23 3:37:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機雲】

ハイビジョン フリー映像素材【飛行機雲】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

飛行機雲の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機雲】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/airplane/index.html (2/2) [14/11/23 3:37:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積雲】

ハイビジョン フリー映像素材【積雲】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

積雲の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積雲】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【巻積雲【うろこ雲】】

ハイビジョン フリー映像素材【巻積雲【うろこ
雲】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

巻積雲【うろこ雲】の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【巻積雲【うろこ雲】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レンズ雲】

ハイビジョン フリー映像素材【レンズ雲】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

レンズ雲の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レンズ雲】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積乱雲／入道雲】

ハイビジョン フリー映像素材【積乱雲／入道雲】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

積乱雲／入道雲の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積乱雲／入道雲】

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積乱雲／入道雲】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積乱雲：長尺】

ハイビジョン フリー映像素材【積乱雲：長尺】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

積乱雲：長尺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/sekiranun_long/index.html (1/2) [14/11/23 3:38:44]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/sekiranun_long/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/sekiranun_long/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/sekiranun_long/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/sekiranun_long/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【積乱雲：長尺】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雷雲】

ハイビジョン フリー映像素材【雷雲】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雷雲の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雷雲】

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機雲/ジェットストリーム】

ハイビジョン フリー映像素材【飛行機雲/ジェッ
トストリーム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

飛行機雲/ジェットストリームの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機雲/ジェットストリーム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【太陽／Sun】

ハイビジョン フリー映像素材【太陽／Sun】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

太陽／Sunの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【太陽／Sun】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【太陽の暈／太陽のかさ】

ハイビジョン フリー映像素材【太陽の暈／太陽の
かさ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

太陽の暈／太陽のかさの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【太陽の暈／太陽のかさ】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/halo/index.html (2/2) [14/11/23 3:39:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日食】

ハイビジョン フリー映像素材【日食】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

日食の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日食】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝／日の出】

ハイビジョン フリー映像素材【朝／日の出】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

朝／日の出の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝／日の出】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sky/sunrise/index.html (2/2) [14/11/23 3:40:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝／日の出：長尺】

ハイビジョン フリー映像素材【朝／日の出：長
尺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

朝／日の出：長尺の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝／日の出：長尺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夕日／夕方】

ハイビジョン フリー映像素材【夕日／夕方】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

夕日／夕方の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夕日／夕方】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夕日／夕方】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夕日／夕方：長尺】

ハイビジョン フリー映像素材【夕日／夕方：長
尺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

夕日／夕方／黄昏：長尺の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【夕日／夕方：長尺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光芒／光線／ゴッドレイ】

ハイビジョン フリー映像素材【光芒／光線／ゴッ
ドレイ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

光芒／光線／ゴッドレイの素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光芒／光線／ゴッドレイ】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光芒／光線／ゴッドレイ（早回し／インターバル）】

ハイビジョン フリー映像素材【光芒／光線／ゴッ
ドレイ（早回し／インターバル）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

光芒／光線／ゴッドレイ（早回し／インターバル）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【光芒／光線／ゴッドレイ（早回し／インターバル）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【虹／レインボー】

ハイビジョン フリー映像素材【虹／レインボー】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

虹／レインボーの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【虹／レインボー】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【太陽柱】

ハイビジョン フリー映像素材【太陽柱】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

太陽柱の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【太陽柱】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黄砂】

ハイビジョン フリー映像素材【黄砂】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

黄砂の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黄砂】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黄砂（早回し／インターバル）】

ハイビジョン フリー映像素材【黄砂（早回し／イ
ンターバル）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

黄砂（早回し／インターバル）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黄砂（早回し／インターバル）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特殊（早回し／インターバル）】

ハイビジョン フリー映像素材【特殊（早回し／イ
ンターバル）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

特殊（早回し／インターバル）の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎空港】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 宮崎
空港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 宮崎空港の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎空港】

【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 信州
松本空港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 信州松本空港の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 信州松本空港】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【新田原基地　航空
祭2011】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新田原基地　航空祭2011の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新田原基地　航空祭2011】

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新田原基地　航空祭2011】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【新田原基地　航空
祭2013】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新田原基地　航空祭2013の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新田原基地　航空祭2013】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雷／稲妻】

ハイビジョン フリー映像素材【雷／稲妻】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雷／稲妻の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雷／稲妻】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【富士山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

富士山の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 御岳山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 御岳山の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 御岳山【早
回し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 御岳山【早回し】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【早回し】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【剣ヶ峰】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 御岳山
【剣ヶ峰】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 御岳山【剣ヶ峰】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【剣ヶ峰】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【摩利支天山】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 御岳山【摩
利支天山】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 御岳山【摩利支天山】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【摩利支天山】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【継子岳】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 御岳山【継
子岳】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 御岳山【継子岳】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【継子岳】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【噴火】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 御岳山【噴
火】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 御岳山【噴火】の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【噴火】】

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 御岳山【噴火】】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北アルプス】

ハイビジョン フリー映像素材【北アルプス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北アルプスの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北アルプス】

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北アルプス】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南アルプス】

ハイビジョン フリー映像素材【南アルプス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

南アルプスの素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南アルプス】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/minami_alps/index.html (2/2) [14/11/23 3:51:21]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南アルプス【特殊・早回し】】

ハイビジョン フリー映像素材【南アルプス【特
殊・早回し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

南アルプス【特殊・早回し】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南アルプス【特殊・早回し】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 乗鞍岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 乗鞍岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 乗鞍岳の素材

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/index.html (1/3) [14/11/23 3:52:15]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/norikuradake/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 乗鞍岳】

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 乗鞍岳】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 小嵩沢山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 小嵩沢
山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 小嵩沢山の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 小嵩沢山】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/kotakezawayama/index.html (2/2) [14/11/23 3:52:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【穂高連峰】

ハイビジョン フリー映像素材【穂高連峰】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

穂高連峰の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【穂高連峰】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【穂高連峰（早回し）】

ハイビジョン フリー映像素材【穂高連峰（早回
し）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

穂高連峰【早回し】の素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【穂高連峰（早回し）】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蝶ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 蝶ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 蝶ヶ岳の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蝶ヶ岳】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大滝山】

ハイビジョン フリー映像素材【大滝山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大滝山の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大滝山】

     

     

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大滝山】

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大滝山（早回し）】

ハイビジョン フリー映像素材【大滝山（早回
し）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大滝山【早回し】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大滝山（早回し）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 常念岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 常念岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 常念岳の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【常念岳（早回
し）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

常念岳【早回し】の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【常念岳（早回し）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 横通岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 横通岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 横通岳】

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 横通岳】

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 南岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県/岐阜県 南
岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県/岐阜県 南岳の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 南岳】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【槍ヶ岳(36.34200914701456, 137.6477399468422)】

ハイビジョン フリー映像素材【槍ヶ岳
(36.34200914701456, 137.6477399468422)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

槍ヶ岳(36.34200914701456, 137.6477399468422)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【槍ヶ岳(36.34200914701456, 137.6477399468422)】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 有明山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 有明山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 有明山の素材（緯度：36.391103519962506、経度：
137.77077555656433）

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 有明山】

【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 燕岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 燕岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 燕岳の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 燕岳】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 燕岳(早回し)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 燕岳(早回
し)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 燕岳【早回し】の素材（緯度：36.406777299636474、経度：
137.71283984184265）

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 燕岳(早回し)】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/H...p/mountain/tsubakurodake/special/index.html (2/2) [14/11/23 3:59:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【餓鬼岳】

ハイビジョン フリー映像素材【餓鬼岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

餓鬼岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【餓鬼岳】

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【餓鬼岳】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 東天井岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 東天井岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 東天井岳の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 東天井岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/higashitensyodake/index.html (2/2) [14/11/23 4:00:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 大天井岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 大天井岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 大天井岳の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 大天井岳】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/otensyodake/index.html (2/2) [14/11/23 4:00:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓮華岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 蓮華岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 蓮華岳の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓮華岳】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鹿島槍ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【鹿島槍ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鹿島槍ヶ岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鹿島槍ヶ岳】

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鹿島槍ヶ岳】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【焼岳】

ハイビジョン フリー映像素材【焼岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

焼岳の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【焼岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鑓ヶ岳/白馬鑓ヶ岳(36.73134190099971, 137.75531262159348)】

ハイビジョン フリー映像素材【鑓ヶ岳/白馬鑓ヶ
岳(36.73134190099971, 137.75531262159348)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鑓ヶ岳/白馬鑓ヶ岳(36.73134190099971, 137.75531262159348)の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鑓ヶ岳/白馬鑓ヶ岳(36.73134190099971, 137.75531262159348)】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 白馬岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 白馬岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 白馬岳の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 白馬岳】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 蒲田富士】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 蒲田富士】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 蒲田富士の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 蒲田富士】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【笠ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【笠ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 笠ヶ岳の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【笠ヶ岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/kassagatake/index.html (2/2) [14/11/23 4:02:55]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 錫杖岳】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 錫杖岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 錫杖岳の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/shakujyoudake/index.html (1/2) [14/11/23 4:03:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 錫杖岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/shakujyoudake/index.html (2/2) [14/11/23 4:03:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 弓折岳】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 弓折岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 弓折岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yumioridake/index.html (1/2) [14/11/23 4:03:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 弓折岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yumioridake/index.html (2/2) [14/11/23 4:03:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霞沢岳（かすみざわだけ）】

ハイビジョン フリー映像素材【霞沢岳（かすみざ
わだけ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

霞沢岳（かすみざわだけ）の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/kasumisawadake/index.html (1/2) [14/11/23 4:03:29]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【霞沢岳（かすみざわだけ）】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/kasumisawadake/index.html (2/2) [14/11/23 4:03:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 浅川山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 浅川山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 浅川山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/asakawayama/index.html (1/2) [14/11/23 4:03:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 浅川山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/asakawayama/index.html (2/2) [14/11/23 4:03:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 富士尾山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 富士尾山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 富士尾山の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/fujiosan/index.html (1/2) [14/11/23 4:03:50]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 富士尾山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/fujiosan/index.html (2/2) [14/11/23 4:03:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 針ノ木岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 針ノ木岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 針ノ木岳の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/harinokidake/index.html (1/2) [14/11/23 4:04:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 針ノ木岳】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 角蔵山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 角蔵山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 角蔵山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 角蔵山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 唐松岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 唐松岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 唐松岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 唐松岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/karamatsudake/index.html (2/2) [14/11/23 4:04:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 古城山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 古城山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 古城山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 古城山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/kojyouyama/index.html (2/2) [14/11/23 4:04:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鍋冠山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 鍋冠山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鍋冠山の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鍋冠山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/nabekanmuriyama/index.html (2/2) [14/11/23 4:04:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 五龍岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 五龍岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 五龍岳の素材（緯度：36.65768692235627、経度：
137.7530300617218）

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 五龍岳】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 爺ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 爺ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 爺ヶ岳の素材（緯度：36.588387821527014、経度：
137.75099158287048）
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 爺ヶ岳】

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 爺ヶ岳】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【地蔵が岳】

ハイビジョン フリー映像素材【地蔵が岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

地蔵が岳の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【地蔵が岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/jizougatake/index.html (2/2) [14/11/23 4:06:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳴沢岳】

ハイビジョン フリー映像素材【鳴沢岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鳴沢岳の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳴沢岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 雨飾山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 雨飾山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 雨飾山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 雨飾山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽駒ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木曽駒ヶ岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳】

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宝剣岳】

ハイビジョン フリー映像素材【宝剣岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宝剣岳の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宝剣岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳／三沢岳、三ノ沢岳】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽駒ヶ岳／三沢
岳、三ノ沢岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木曽駒ヶ岳／三沢岳、三ノ沢岳の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳／三沢岳、三ノ沢岳】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳／中岳】

ハイビジョン フリー映像素材【木曽駒ヶ岳／中
岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木曽駒ヶ岳／中岳の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木曽駒ヶ岳／中岳】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南駒ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【南駒ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

南駒ヶ岳の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南駒ヶ岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/minamikomagatake/index.html (2/2) [14/11/23 4:07:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三ノ沢岳／三沢岳】

ハイビジョン フリー映像素材【三ノ沢岳／三沢
岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

三ノ沢岳／三沢岳の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【三ノ沢岳／三沢岳】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/minosawadake/index.html (2/2) [14/11/23 4:08:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 麦草岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 麦草岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 麦草岳の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 麦草岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 糸瀬山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 糸瀬山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 糸瀬山の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 糸瀬山】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/itoseyama/index.html (2/2) [14/11/23 4:08:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市贄川 御寿山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市贄川 
御寿山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市贄川 御寿山の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市贄川 御寿山】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/osuyama/index.html (2/2) [14/11/23 4:08:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【戸隠連峰】

ハイビジョン フリー映像素材【戸隠連峰】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

戸隠連峰の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【戸隠連峰】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【四ツ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【四ツ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

四ツ岳の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【四ツ岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yotsudake/index.html (2/2) [14/11/23 4:09:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【十石山】

ハイビジョン フリー映像素材【十石山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

十石山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/jikkokuyama/index.html (1/2) [14/11/23 4:09:11]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【十石山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/jikkokuyama/index.html (2/2) [14/11/23 4:09:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬乗鞍岳】

ハイビジョン フリー映像素材【白馬乗鞍岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白馬乗鞍岳の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白馬乗鞍岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hakubanorikuradake/index.html (2/2) [14/11/23 4:09:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【妙高山】

ハイビジョン フリー映像素材【妙高山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

妙高山の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【妙高山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/myoukousan/index.html (2/2) [14/11/23 4:09:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【六百山】

ハイビジョン フリー映像素材【六百山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

六百山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【六百山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/roppyakusan/index.html (2/2) [14/11/23 4:09:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鉢盛山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 鉢盛山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鉢盛山の素材

     

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鉢盛山】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 前鉢伏山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 前鉢伏山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 前鉢伏山の素材

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 鉢伏山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鉢伏山の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/index.html (1/3) [14/11/23 4:11:53]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/index2.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鉢伏山】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/index.html (2/3) [14/11/23 4:11:53]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0069/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0070/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0071/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0072/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0073/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0074/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0075/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0076/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0077/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0078/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0079/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0080/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0081/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0082/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0083/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0084/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0085/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0086/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0087/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0088/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0089/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0090/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0091/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0092/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0093/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0094/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/hachibuseyama/0095/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鉢伏山】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【鉢伏山【早回
し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉢伏山【早回し】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉢伏山【早回し】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉢伏山【長尺】】

ハイビジョン フリー映像素材【鉢伏山【長尺】】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉢伏山【長尺】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉢伏山【長尺】】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高ボッチ】

ハイビジョン フリー映像素材【高ボッチ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

高ボッチの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高ボッチ】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高ボッチ】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高ボッチ【特殊・早回し】】

ハイビジョン フリー映像素材【高ボッチ【特殊・
早回し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

高ボッチ【特殊・早回し】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【高ボッチ【特殊・早回し】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 三才山(戸谷峰)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 三才山(戸
谷峰)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 三才山(戸谷峰)の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 弘法山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 弘法山の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 八ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

八ヶ岳の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八ヶ岳【長尺】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県八ヶ岳【長
尺】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県八ヶ岳【長尺】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八ヶ岳【長尺】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八ヶ岳 美濃戸登山口周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県八ヶ岳 美濃
戸登山口周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県八ヶ岳 美濃戸登山口周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/index.html (1/2) [14/11/23 4:15:45]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/yatsugatake/minoto/0014/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八ヶ岳 美濃戸登山口周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八ヶ岳 横岳】

ハイビジョン フリー映像素材【八ヶ岳 横岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

八ヶ岳 横岳の素材（緯度：35.984882208100224、経度：
138.37384343147278）

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八ヶ岳 横岳】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八ヶ岳 赤岳＆阿弥陀岳】

ハイビジョン フリー映像素材【八ヶ岳 赤岳＆阿弥
陀岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

八ヶ岳 赤岳＆阿弥陀岳の素材（緯度：35.97057384137692、経度：
138.37013125419617）

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【八ヶ岳 赤岳＆阿弥陀岳】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...untain/yatsugatake_akadake_amidadake/index.html (2/2) [14/11/23 4:16:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 縞枯山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 縞枯山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 縞枯山の素材（緯度：36.074658274838285、経度：
138.33191514015198）

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 縞枯山】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 茶臼山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 茶臼山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 茶臼山の素材（緯度：36.06828440080602、経度：
138.33444714546204）

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 茶臼山】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天狗岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 天狗岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 天狗岳の素材（緯度：36.01960914067459、経度：
138.35557222366333）

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天狗岳】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳 北横岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北八ヶ岳 
北横岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 北八ヶ岳 北横岳の素材（緯度：36.085913188082884、経度：
138.31942677497864）

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳 北横岳】

【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳 丸山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北八ヶ岳 
丸山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 北八ヶ岳 丸山の素材（緯度：36.048049349256424、経度：
138.34837317466736）

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳 丸山】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/maruyama/index.html (2/2) [14/11/23 4:17:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳 中山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 北八ヶ岳 
中山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 北八ヶ岳 中山の素材（緯度：36.034030078352615、経度：
138.356591463089）

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 北八ヶ岳 中山】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 車山】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 車山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 車山の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 車山】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/kurumayama/index.html (2/2) [14/11/23 4:17:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鷲ヶ峰】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 鷲ヶ峰】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 鷲ヶ峰の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 鷲ヶ峰】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【甲斐駒ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【甲斐駒ヶ岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

甲斐駒ヶ岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【甲斐駒ヶ岳】

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北岳】

ハイビジョン フリー映像素材【北岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北岳の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北岳】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳳凰山】

ハイビジョン フリー映像素材【鳳凰山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鳳凰山の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳳凰山】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鋸岳（のこぎりだけ）】

ハイビジョン フリー映像素材【鋸岳（のこぎりだ
け）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鋸岳（のこぎりだけ）の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鋸岳（のこぎりだけ）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【仙丈岳/仙丈ヶ岳】

ハイビジョン フリー映像素材【仙丈岳/仙丈ヶ
岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

仙丈岳/仙丈ヶ岳の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【仙丈岳/仙丈ヶ岳】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡大鹿村/静岡県静岡市葵区 赤石岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡大
鹿村/静岡県静岡市葵区 赤石岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡大鹿村/静岡県静岡市葵区 赤石岳の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡大鹿村/静岡県静岡市葵区 赤石岳】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 ジャンダルム】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 ジャンダル
ム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 ジャンダルムの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 ジャンダルム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県/石川県 白山】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県/石川県 白
山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県/石川県 白山の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県/石川県 白山】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 樅沢岳（もみさわだけ）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県/岐阜県 樅
沢岳（もみさわだけ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県/岐阜県 樅沢岳（もみさわだけ）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 樅沢岳（もみさわだけ）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/momisawadake/index.html (2/2) [14/11/23 4:20:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 中岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県/岐阜県 中
岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県/岐阜県 中岳の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 中岳】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mountain/nakadake/index.html (2/2) [14/11/23 4:20:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西穂高】

ハイビジョン フリー映像素材【西穂高】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

西穂高の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西穂高】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 抜戸岳】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 抜戸岳】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 抜戸岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 抜戸岳】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 大喰岳(おおばみたけ)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県/岐阜県 大
喰岳(おおばみたけ)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県/岐阜県 大喰岳(おおばみたけ)の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 大喰岳(おおばみたけ)】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 大木場の辻】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 大木場の
辻】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 大木場の辻の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 大木場の辻】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/富山県 鷲羽岳】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県/富山県 鷲
羽岳】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県/富山県 鷲羽岳の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/富山県 鷲羽岳】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浅間山】

ハイビジョン フリー映像素材【浅間山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

浅間山の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浅間山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 榛名山】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県 榛名山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県 榛名山の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 榛名山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 妙義山】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県 妙義山】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県 妙義山の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 妙義山】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特殊／早回し／インターバル】

ハイビジョン フリー映像素材【特殊／早回し／イ
ンターバル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

特殊／早回し／インターバルの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特殊／早回し／インターバル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山(一般)】

ハイビジョン フリー映像素材【山(一般)】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山(一般)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山(一般)】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山(一般)】

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡島 尖閣湾】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県佐渡島 尖
閣湾】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県佐渡島 尖閣湾の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡島 尖閣湾】

 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/H...60p/water/sea/niigata/senkakuwan/index.html (2/2) [14/11/23 4:23:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 夫婦浦】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 夫
婦浦】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 夫婦浦の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 夫婦浦】

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【海】)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

ハイビジョン フリー映像素材【海】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

海の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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【海】)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 鵜戸港】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 鵜戸
港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 油津港の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 鵜戸港】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 大堂津港】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 大堂
津港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 大堂津港の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 大堂津港】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎港】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 宮崎
港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 宮崎港の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎港】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 油津港】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 油津
港】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 油津港の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 油津港】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天竜川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 天竜川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 天竜川の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天竜川】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 高瀬川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 高瀬川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 高瀬川の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 高瀬川】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 木曽川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 木曽川の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽川】

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽川】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 千曲川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 千曲川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 千曲川の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 千曲川】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 犀川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 犀川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 犀川の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 犀川】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/saigawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:27:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 金熊川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 金熊
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 金熊川の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 金熊川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/kinkumagawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:27:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 西洞川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 西洞川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 西洞川の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 西洞川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/nishihoragawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:27:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 白川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 白川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 白川の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/shirakawa/index.html (1/2) [14/11/23 4:27:58]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 白川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/shirakawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:27:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其川の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/kakizoregawa/index.html (1/2) [14/11/23 4:28:21]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其川】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/kakizoregawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:28:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 黒川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 黒川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 黒川の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 黒川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 伊奈川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 伊奈川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 伊奈川の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/index.html (1/2) [14/11/23 4:28:54]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/inagawa/0014/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 伊奈川】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 二反田川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 二反田川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 二反田川の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 二反田川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 奈良井川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 奈良井川の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井川】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 王滝川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 王滝川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 王滝川の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 王滝川】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 小黒川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 小黒川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 小黒川の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 小黒川】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/ogurogawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:30:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 小野川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 小野川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 小野川の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 小野川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/onogawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:30:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 沢川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 沢川の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/sawagawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:30:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 横川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 横川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 横川の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 横川】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/yokokawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:31:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 横河川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 横河
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 横河川の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 横河川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/yokokawagawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:31:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 中門川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 中門
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市 中門川の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 中門川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 上川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 上
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 上川の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 上川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 造蔵川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 造蔵川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 造蔵川の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 造蔵川】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 田
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 田川の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【糠沢川】

ハイビジョン フリー映像素材【糠沢川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

糠沢川の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【糠沢川】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小曽部川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 小曽
部川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 小曽部川の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小曽部川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 牛伏
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 牛伏川の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/ushibusegawa/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/ushibusegawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:33:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 小大野川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 小大
野川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 小大野川の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 小大野川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/koohnogawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:33:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大門沢川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 大門
沢川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 大門沢川の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大門沢川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/daimonsawagawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:34:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市穂高 蓼川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市穂
高 蓼川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市穂高 蓼川の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市穂高 蓼川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/tatekawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:34:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 万水川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 万
水川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 万水川の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 万水川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/mansuigawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:34:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 烏川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 烏
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 烏川の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/index.html (1/2) [14/11/23 4:34:46]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/0008/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 烏川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/karasugawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:34:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 渋川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 渋
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 渋川の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 渋川】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 宮川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 宮
川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市 宮川の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 宮川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 滑川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 滑川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 滑川の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 滑川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 坪川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 坪川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 坪川の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 坪川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺川の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺川】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 蘭川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 蘭川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 蘭川の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 蘭川】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/H...p/water/river/nagano/araragigawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:36:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 松川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 松川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 松川の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/matsukawa/index.html (1/2) [14/11/23 4:36:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 松川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/matsukawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:36:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 小渋川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 小渋川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 小渋川の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 小渋川】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/river/nagano/koshibugawa/index.html (2/2) [14/11/23 4:36:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 四徳川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 四徳川の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 姫川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 姫川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 姫川の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 姫川】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 松川】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡白
馬村 松川】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡白馬村 松川の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 松川】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県 大淀川】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県 大淀川】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県 大淀川の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県 大淀川】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【川(一般)】

ハイビジョン フリー映像素材【川(一般)】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

川(一般)の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【川(一般)】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県軽井沢町 白糸の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県軽井沢町 白
糸の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県軽井沢町 白糸の滝の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県軽井沢町 白糸の滝】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市小曽部 白滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市小曽
部 白滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市小曽部 白滝の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市小曽部 白滝】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市贄川 御寿山の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市贄川 
御寿山の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市贄川 御寿山の滝の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市贄川 御寿山の滝】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 親子滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 親子
滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 親子滝の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 親子滝】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 番所小滝(ばんどころこたき)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市乗鞍
高原 番所小滝(ばんどころこたき)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市乗鞍高原 番所小滝(ばんどころこたき)の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 番所小滝(ばんどころこたき)】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 番所大滝(ばんどころおおたき)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市乗鞍
高原 番所大滝(ばんどころおおたき)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市乗鞍高原 番所大滝(ばんどころおおたき)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 番所大滝(ばんどころおおたき)】

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 善五郎の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市乗鞍
高原 善五郎の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市乗鞍高原 善五郎の滝の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 善五郎の滝】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/zengorounotaki/index.html (2/2) [14/11/23 4:41:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 三本滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市乗鞍
高原 三本滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市乗鞍高原 三本滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 三本滝】

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の平垂（ひらだる）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 床並の平垂（ひらだる）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 床並の平垂（ひらだる）の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の平垂（ひらだる）】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 床並の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 床並の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の滝】

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の滝】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の小滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 床並の小滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 床並の小滝の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の小滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上松町 小野の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上松町 小野
の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上松町 小野の滝の素材

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/index.html (1/3) [14/11/23 4:45:50]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ono/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上松町 小野の滝】

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上松町 小野の滝】

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県王滝村 清
滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県王滝村 清滝の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県王滝村 新
滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県王滝村 新滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県王滝村 新滝】

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県王滝村 新滝】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 唐沢の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 唐沢の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 唐沢の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 唐沢の滝】

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 唐沢の滝】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 尾ノ島の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 尾ノ島の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 尾ノ島の滝の素材

     

     

     

     

     

     

     

    
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/index.html (1/2) [14/11/23 4:50:25]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/onojimanotaki/0039/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 尾ノ島の滝】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 牛ヶ滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 牛ヶ滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 牛ヶ滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 牛ヶ滝】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 黒
沢の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 黒沢の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢の滝】

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢の滝】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 大水沢の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 大
水沢の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 大水沢の滝の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 大水沢の滝】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 延命水】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 延
命水】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 延命水の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 延命水】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 よきとぎの滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県辰野町 よき
とぎの滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県辰野町 よきとぎの滝の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 よきとぎの滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 霧降の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 霧降
の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 霧降の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 霧降の滝】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 乙女滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 乙女
滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 乙女滝の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 乙女滝】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 うるう滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 うるう滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 うるう滝の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 うるう滝】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 雨現の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 雨現の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 雨現の滝の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 雨現の滝】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 樽ヶ沢滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢滝の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢滝】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 吉報の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 吉報の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 吉報の滝の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 吉報の滝】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 六段の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 六段の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 六段の滝の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 六段の滝】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の名前のない滝の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の名前のない滝】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【男滝】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 男滝女滝【男滝】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【男滝】の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【男滝】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【女滝】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 男滝女滝【女滝】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【女滝】の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【女滝】】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 雷の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 雷の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 雷の滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 雷の滝】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 霧ヶ滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 霧ヶ滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 霧ヶ滝の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 霧ヶ滝】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 ねじだる】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 ねじだる】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 ねじだるの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 ねじだる】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 虹の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 虹の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 虹の滝素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 虹の滝】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 奥木曽湖の横にある滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 奥木曽湖の横にある滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 奥木曽湖の横にある滝の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 奥木曽湖の横にある滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 井戸入沢の滝（桃里の滝）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 井戸入沢の滝（桃里の滝）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 井戸入沢の滝（桃里の滝）の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 井戸入沢の滝（桃里の滝）】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 おしどり隠しの滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 おしどり隠しの滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 おしどり隠しの滝の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 おしどり隠しの滝】

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 一の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 一の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 一の滝の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ichinotaki/index.html (1/2) [14/11/23 5:02:18]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ichinotaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ichinotaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ichinotaki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ichinotaki/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/waterfall/nagano/ichinotaki/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 一の滝】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 三の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 三の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 三の滝の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 三の滝】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 八坂大滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 八坂
大滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 八坂大滝(八坂の大滝)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 八坂大滝】

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 八坂大滝】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡泰
阜村 なめくりの滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 大滝八潭】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 桂好砥の滝】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡麻
績村 桂好砥の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡麻績村 桂好砥の滝の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 桂好砥の滝】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯大滝】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県高山市 平湯
大滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県高山市 平湯大滝の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯大滝】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県高山村 雷滝
（裏見の滝）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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竜頭の滝】 【栃木県日光市)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

ハイビジョン フリー映像素材【栃木県日光市 竜
頭の滝】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

栃木県日光市 竜頭の滝の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
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竜頭の滝】 【栃木県日光市)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥木曽湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 奥木曽湖】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 奥木曽湖の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥木曽湖】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/okugisoko/index.html (2/2) [14/11/23 5:06:48]
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 なら
い湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 ならい湖の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 諏訪湖】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪湖の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 諏訪湖（早
回し）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪湖（早回し）の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 諏訪湖（長
尺）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)以上、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪湖（長尺）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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神渡り】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
1～7番までが2012年の御神渡り、8番以降は2013年の御神渡りです。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪湖【御神渡り】の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 みどり湖の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 田川
浦湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 田川浦湖の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【梓湖】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

梓湖の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 美鈴
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 美鈴湖の素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖(早回し)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 美鈴
湖(早回し)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 美鈴湖(早回し)の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖(早回し)】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/misuzuko/speed/index.html (2/2) [14/11/23 5:13:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖(長尺)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 美鈴
湖(長尺)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 美鈴湖(長尺)の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖(長尺)】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/misuzuko/long/index.html (2/2) [14/11/23 5:13:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 御岳湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 御岳湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 御岳湖の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 御岳湖】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 自然湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 自然湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 自然湖の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 自然湖】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 もみじ湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 もみじ湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 もみじ湖の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/index.html (1/2) [14/11/23 5:14:34]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/momijiko/0008/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 もみじ湖】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 白樺湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 白樺
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 白樺湖の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 白樺湖】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 女神湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 女神
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 女神湖の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/index.html (1/2) [14/11/23 5:15:16]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/megamiko/0012/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 女神湖】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 高遠湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 高遠
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 高遠湖の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 高遠湖】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 美和湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 美和
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 美和湖の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 美和湖】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 木崎湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 木崎
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 木崎湖の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 木崎湖】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 中綱
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 中綱湖の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 中綱湖】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 青木
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 青木湖の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 青木湖】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/aokiko/index.html (2/2) [14/11/23 5:17:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 千代田湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 千代
田湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 千代田湖の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 千代田湖】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 松川湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 松川湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 松川湖の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 松川湖】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡小
海町 松原湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡小海町 松原湖の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/matsubarako/index.html (1/2) [14/11/23 5:18:07]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/matsubarako/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/matsubarako/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/matsubarako/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/matsubarako/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 小渋湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 小渋湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 小渋湖の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/index.html (1/2) [14/11/23 5:18:25]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/koshibuko/0013/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 小渋湖】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 犀川白鳥湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 犀
川白鳥湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 犀川白鳥湖の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 犀川白鳥湖】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/hakuchouko/index.html (2/2) [14/11/23 5:18:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 聖湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡麻
績村 聖湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡麻績村 聖湖の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 聖湖】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/lake/nagano/hijiriko/index.html (2/2) [14/11/23 5:19:00]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 龍神湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 龍神
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 龍神湖の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 龍神湖】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県高崎市 榛名湖】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県高崎市 榛名
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県高崎市 榛名湖の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県高崎市 榛名湖】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 赤城山大沼湖】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県 赤城山大沼
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県 赤城山大沼湖の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 赤城山大沼湖】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭池】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 千鹿
頭池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 千鹿頭池の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭池】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 生姜池】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 生姜
池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 生姜池の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/index.html (1/2) [14/11/23 5:20:08]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/pond/nagano/syougaike/0010/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 生姜池】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 番場池】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 番場
池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 番場池の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 番場池】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出の泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 平出
の泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 平出の泉の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出の泉】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 御射鹿池】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 御射
鹿池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 御射鹿池の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 御射鹿池】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 池の平】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 池の平】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 池の平の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 池の平】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 あやめ公園池】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 あやめ公園池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 あやめ公園池の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 あやめ公園池】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【池（一般）】

ハイビジョン フリー映像素材【池（一般）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

池（一般）の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【池（一般）】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雨上がり】

ハイビジョン フリー映像素材【雨上がり】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雨上がりの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雨上がり】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/rain/ameagari/index.html (2/2) [14/11/23 5:22:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【豪雨】

ハイビジョン フリー映像素材【豪雨】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

豪雨の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【豪雨】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雨】

ハイビジョン フリー映像素材【雨】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雨の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雨】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪／Snow】

ハイビジョン フリー映像素材【雪／Snow】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雪／Snowの素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪／Snow】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【氷／つらら】

ハイビジョン フリー映像素材【氷／つらら】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

氷／つららの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【氷／つらら】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/water/ice/general/index.html (2/2) [14/11/23 5:24:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市　屏風岩氷瀑】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市　屏
風岩氷瀑】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市　屏風岩氷瀑の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市　屏風岩氷瀑】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市　霧
降りの滝氷瀑】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市　霧降りの滝氷瀑の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市　霧降りの滝氷瀑】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町三岳　白川氷柱群】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群】

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【樹氷／霧氷／雨
氷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

樹氷／霧氷／雨氷の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹氷／霧氷／雨氷】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷】

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［不動岩］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［不動岩］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［不動岩］の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［不動岩］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［箱淵］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［箱淵］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［箱淵］の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［箱淵］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［宝剣岩］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［宝剣岩］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［宝剣岩］の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［宝剣岩］】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［かもしかかへり］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［かもしかかへり］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［かもしかかへり］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［かもしかかへり］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［溺石］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石］の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石］】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺渓谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/index.html (1/3) [14/11/23 5:31:46]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/index2.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/aderakeikoku/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［犬が淵］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺渓谷［犬が淵］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［犬が淵］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［犬が淵］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［亀石］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺渓谷［亀石］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［亀石］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［亀石］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［樽が沢］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺渓谷［樽が沢］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［樽が沢］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［樽が沢］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 横川峡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県辰野町 横川
峡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県辰野町 横川峡の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 横川峡】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 横川峡 [蛇石 (じゃいし)]】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県辰野町 横川
峡 [蛇石 (じゃいし)]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県辰野町 横川峡 [蛇石 (じゃいし)]の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 横川峡 [蛇石 (じゃいし)]】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県筑北村 差切峡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県筑北村 差切
峡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県筑北村 差切峡の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県筑北村 差切峡】

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 高瀬渓谷】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 高瀬
渓谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 高瀬渓谷の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 高瀬渓谷】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/valley/nagano/takasekeikoku/index.html (2/2) [14/11/23 5:34:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 中萩谷】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 中萩
谷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 中萩谷の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 中萩谷】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏寺断層】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 牛伏
寺断層】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 牛伏寺断層の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏寺断層】

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 霧ヶ峰高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 霧ヶ峰高
原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 霧ヶ峰高原の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 霧ヶ峰高原】

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 霧ヶ峰高原】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 霧ヶ峰高原
【早回し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 霧ヶ峰高原【早回し】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 霧ヶ峰高原
／八島湿原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 霧ヶ峰高原／八島湿原の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 美ヶ原高
原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 美ヶ原高原の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 美ヶ原高原【早回し】】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 美ヶ原高原
【早回し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 美ヶ原高原【早回し】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 美ヶ原高原【早回し】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/kougen/nagano/utsukushigahara/special/index.html (2/2) [14/11/23 5:38:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓼科高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 蓼科高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 蓼科高原の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓼科高原】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 居谷里湿原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 居谷
里湿原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 居谷里湿原の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 居谷里湿原】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/kougen/nagano/iyari/index.html (2/2) [14/11/23 5:38:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 入笠高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 入笠高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 入笠高原の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 入笠高原】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 薮原高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 薮原高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 薮原高原の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 薮原高原】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 聖高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 聖高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 聖高原の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 聖高原】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽駒高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 木曽駒高
原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 木曽駒高原の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽駒高原】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 のぞきど高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 のぞきど高
原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 のぞきど高原の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 のぞきど高原】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 唐花見湿原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 唐花見湿
原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 唐花見湿原の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 唐花見湿原】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 塩嶺高原】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 塩嶺高原】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 塩嶺高原の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 塩嶺高原】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 志賀高原 東館山ゴンドラリフト】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 志賀高原 
東館山ゴンドラリフト】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 志賀高原 東館山ゴンドラリフトの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 志賀高原 東館山ゴンドラリフト】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈川渡ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【奈川渡ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

奈川渡ダムの素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈川渡ダム】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 奈良井ダ
ム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 奈良井ダムの素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井ダム】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牧尾ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【牧尾ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

牧尾ダムの素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牧尾ダム】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：牛伏寺砂防ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：牛
伏寺砂防ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市：牛伏寺砂防ダムの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：牛伏寺砂防ダム】

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：牛伏寺砂防ダム】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：美鈴湖ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市：美
鈴湖ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市：美鈴湖ダムの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：美鈴湖ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【味噌川ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【味噌川ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

味噌川ダムの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【味噌川ダム】

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【箕輪ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【箕輪ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

箕輪ダムの素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【箕輪ダム】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【横川ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【横川ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

横川ダムの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【横川ダム】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 黒
沢ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 黒沢ダムの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 美和ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 美和
ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 美和ダムの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 美和ダム】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 高遠ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 高遠
ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 高遠ダムの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 高遠ダム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 片桐ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 片桐ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 片桐ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 片桐ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町/長野県上伊那郡中川村 小渋ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町/長野県上伊那郡中川村 小渋ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町/長野県上伊那郡中川村 小渋ダムの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町/長野県上伊那郡中川村 小渋ダム】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 内村ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市丸子
町 内村ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市丸子町 内村ダムの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 内村ダム】

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 内村ダム】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 東條ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 東條ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 東條ダムの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 東條ダム】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 北山ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡麻
績村 北山ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡麻績村 北山ダムの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 北山ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 小仁熊ダム[富蔵ダム]】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 小仁熊ダム[富蔵ダム]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 小仁熊ダム[富蔵ダム]の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/index.html (1/2) [14/11/23 5:49:20]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/onikuma/0022/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 小仁熊ダム[富蔵ダム]】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 木曽ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 木曽ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 木曽ダムの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 木曽ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 王滝川ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 王滝川ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 王滝川ダムの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 王滝川ダム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 塩之入ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県小県郡青木
村 塩之入ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県小県郡青木村 塩之入ダムの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 塩之入ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/shionoiri/index.html (2/2) [14/11/23 5:50:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 須砂渡ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 須
砂渡ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 須砂渡ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 須砂渡ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/susado/index.html (2/2) [14/11/23 5:50:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 滝川ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県小県郡青木
村 滝川ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県小県郡青木村 滝川ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 滝川ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/takigawa/index.html (2/2) [14/11/23 5:50:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 常盤（大島）ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 常盤（大島）ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 常盤（大島）ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 常盤（大島）ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/tokiwa/index.html (2/2) [14/11/23 5:50:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 読書ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 読書ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 読書ダムの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 読書ダム】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大町ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【大町ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大町ダムの素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大町ダム】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/ohmachi/index.html (2/2) [14/11/23 5:51:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【七倉ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【七倉ダム】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

七倉ダムの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/index.html (1/2) [14/11/23 5:52:03]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/dam/nagano/nanakura/0016/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【七倉ダム】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 姫川第三ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダムの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡天
龍村 平岡ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡天龍村 平岡ダムの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 泰阜ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡泰
阜村 泰阜ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 泰阜ダムの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 泰阜ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市／下高井郡野沢温泉村 西大滝ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市／下
高井郡野沢温泉村 西大滝ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市／下高井郡野沢温泉村 西大滝ダムの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市／下高井郡野沢温泉村 西大滝ダム】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市：日南ダム】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市：日
南ダム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市：日南ダムの素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市：日南ダム】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田光発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【田光発電所】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

田光発電所の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田光発電所】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【須原発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【須原発電所】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

須原発電所の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【須原発電所】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 霞沢発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 霞沢
発電所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 霞沢発電所の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 霞沢発電所】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/power_plant/nagano/kasumigasawa/index.html (2/2) [14/11/23 5:54:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小黒発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【小黒発電所】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

小黒発電所の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小黒発電所】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/power_plant/nagano/oguro/index.html (2/2) [14/11/23 5:54:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳発電所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 四徳発電所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 四徳発電所の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳発電所】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/power_plant/nagano/yontoku/index.html (2/2) [14/11/23 5:54:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【風力発電】

ハイビジョン フリー映像素材【風力発電】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

風力発電の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【風力発電】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/power_plant/wind_power/index.html (2/2) [14/11/23 5:55:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 連岳橋／れんがくはし】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 連岳
橋／れんがくはし】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 連岳橋／れんがくはしの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 連岳橋／れんがくはし】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 鈴蘭橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市乗鞍
高原 鈴蘭橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市乗鞍高原 鈴蘭橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 鈴蘭橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/matsumoto/suzuranbashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:55:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南角大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 南角
大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 南角大橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南角大橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ridge/nagano/matsumoto/nankakuohashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:55:45]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 木曽の大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 木曽
の大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 木曽の大橋の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 木曽の大橋】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片平橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 片平
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 片平橋の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片平橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/katahirabashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:56:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 雲竜橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 雲竜
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 雲竜橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/unryubashi/index.html (1/2) [14/11/23 5:56:35]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/unryubashi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/unryubashi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/unryubashi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/unryubashi/0004/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 雲竜橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 中花見橋(なかけみはし)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 中花
見橋(なかけみはし)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (Photo JPEG (50%)圧縮)になっています（一部H264圧縮
の素材もあります）。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 中花見橋(なかけみはし)の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 中花見橋(なかけみはし)】

 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 四ツ柱橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 四ツ
柱橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 四ツ柱橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 四ツ柱橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/yotsuhashirabashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:57:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 曲渕橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 曲渕
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 曲渕橋の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/magabuchibashi/index.html (1/2) [14/11/23 5:57:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 曲渕橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/magabuchibashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:57:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 糠沢橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 糠沢
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 糠沢橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 糠沢橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/nukasawahashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:57:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 栃窪橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 栃窪
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 栃窪橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/tochikubohashi/index.html (1/2) [14/11/23 5:57:46]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 栃窪橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/tochikubohashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:57:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 みどり湖大橋の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖大橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/midoriko_oohashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:58:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 馬橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 馬
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 馬橋の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/umabashi/index.html (1/2) [14/11/23 5:58:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 馬橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/umabashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:58:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 沓沢橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 沓沢
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 沓沢橋の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/kutsuzawabashi/index.html (1/2) [14/11/23 5:58:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 沓沢橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/kutsuzawabashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:58:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 みどり橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/midorihashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:58:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 権現橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 権現
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 権現橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 権現橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/shiojiri/gongenbashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:58:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 宮川橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 宮川
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市 宮川橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/suwa/miyagawabashi/index.html (1/2) [14/11/23 5:59:02]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/suwa/miyagawabashi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/suwa/miyagawabashi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/suwa/miyagawabashi/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 宮川橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/suwa/miyagawabashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:59:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 かけはし】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 かけはし】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 かけはしの素材（注意：これは史跡、木曽の桟ではあ
りません）

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 かけはし】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/kakehashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:59:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 滑川橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 滑川橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 滑川橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 滑川橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/namekawabashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:59:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 奥木曽大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 奥木曽大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 奥木曽大橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 奥木曽大橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kisomura/okugiso_oohasi/index.html (2/2) [14/11/23 5:59:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 樽沢橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 樽沢橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 樽沢橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 樽沢橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/tarusawahashi/index.html (2/2) [14/11/23 5:59:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 赤岩巣橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 赤岩巣橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 赤岩巣橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 赤岩巣橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/akaiwasuhashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:00:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 一の萱二号橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 一の萱二号橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 一の萱二号橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 一の萱二号橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/ichinokaya2goukyou/index.html (2/2) [14/11/23 6:00:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 渡合（とあい）橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 渡合（とあい）橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 渡合（とあい）橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 渡合（とあい）橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/toaihashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:00:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺橋の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺橋】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/aterabashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:00:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺川橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺川橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺川橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺川橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/ateragawabashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:01:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 六段橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 六段橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 六段橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 六段橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/rokudanbashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:01:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 臨川寺橋梁[鉄橋]】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 臨川寺橋梁[鉄橋]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 臨川寺橋梁[鉄橋]の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 臨川寺橋梁[鉄橋]】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/kiso/rinsenji/index.html (2/2) [14/11/23 6:01:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽が沢橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 樽が沢橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 樽が沢橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽が沢橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/okuwa/tarugasawabashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:01:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺第一号橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 阿寺第一号橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 阿寺第一号橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺第一号橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...dge/nagano/okuwa/aderadaiichigoubashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:01:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 桃介橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 桃介橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 桃介橋の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 桃介橋】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 新青木橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 新青木橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 新青木橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 新青木橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 柿其橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 柿其橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 あまもらず橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 あまもらず橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 あまもらず橋の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 あまもらず橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 恋路橋(新)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 恋路橋(新)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 恋路橋(新)の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 恋路橋(新)】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［小垂橋］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［小垂橋］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［小垂橋］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［小垂橋］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/kotarubashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:03:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石橋］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［溺石橋］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石橋］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/oboreishibashi/index.html (1/2) [14/11/23 6:03:38]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石橋］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/oboreishibashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:03:38]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［大垂橋］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［大垂橋］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［大垂橋］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/ohtarubashi/index.html (1/2) [14/11/23 6:03:51]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［大垂橋］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/ohtarubashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:03:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［猿の谷渡り］】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南木曽町 柿
其渓谷［猿の谷渡り］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南木曽町 柿其渓谷［猿の谷渡り］の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/...ge/nagano/nagiso/sarunotaniwatarihashi/index.html (1/2) [14/11/23 6:04:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［猿の谷渡り］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/...ge/nagano/nagiso/sarunotaniwatarihashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:04:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 権現沢橋[35.555007,137.588278]】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 権現沢橋[35.555007,137.588278]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長長野県木曽郡南木曽町 権現沢橋[35.555007,137.588278]の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/gongenzawabashi/index.html (1/2) [14/11/23 6:04:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 権現沢橋[35.555007,137.588278]】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nagiso/gongenzawabashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:04:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 堀切沢(ほりきりざわ)橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 堀切沢(ほりきりざわ)橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 堀切沢(ほりきりざわ)橋の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/minowa/horikirizawa/index.html (1/2) [14/11/23 6:04:31]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 堀切沢(ほりきりざわ)橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/minowa/horikirizawa/index.html (2/2) [14/11/23 6:04:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 田無橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 田無橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 田無橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 田無橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 田無大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 田無大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 田無大橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 田無大橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/minowa/tanashi_ohashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:04:55]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 いらざわ橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 いらざわ橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 いらざわ橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 いらざわ橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/tastuno/irazawa/index.html (2/2) [14/11/23 6:05:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮城橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 宮城橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 宮城橋の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮城橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/tastuno/miyagi/index.html (2/2) [14/11/23 6:05:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 さかい橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 さかい橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 さかい橋の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 さかい橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/tastuno/sakai/index.html (2/2) [14/11/23 6:05:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上野橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 上野橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 上野橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上野橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/tastuno/ueno/index.html (2/2) [14/11/23 6:05:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 四徳大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 四徳大橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳大橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 紅葉橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 紅葉橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 紅葉橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 紅葉橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/nakagawa/momijibashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:06:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 細窪橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 細窪橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 細窪橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 細窪橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ridge/nagano/matsukawa/hosokubohashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:06:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 桃窪橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 桃窪橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 桃窪橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 桃窪橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ridge/nagano/matsukawa/monokubohashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:06:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 鹿窪橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡松
川町 鹿窪橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡松川町 鹿窪橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 鹿窪橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 御法田橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 御
法田橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 御法田橋の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/index.html (1/2) [14/11/23 6:07:02]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/gohoudenbashi/0008/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 御法田橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 等々力橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 
等々力橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 等々力橋の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 等々力橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 等々力大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 
等々力大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 等々力大橋の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 等々力大橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/azumino/todorikioohashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:07:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 梓
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 梓橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 本沢橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 本
沢橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 本沢橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 本沢橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 明道橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 明道橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 明道橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 明道橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/chikuhoku/myoudoubashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:08:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥木曽湖】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 奥木曽湖】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 奥木曽湖の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥木曽湖】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 簗場橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 簗場
橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 簗場橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 簗場橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 弘法橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市(旧
八坂村) 弘法橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市(旧八坂村) 弘法橋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 弘法橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 大滝橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市(旧
八坂村) 大滝橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市(旧八坂村) 大滝橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/ohmachi/ohtakibashi/index.html (1/2) [14/11/23 6:08:54]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/ohmachi/ohtakibashi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/ohmachi/ohtakibashi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/ohmachi/ohtakibashi/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 大滝橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 新大滝橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市(旧
八坂村) 新大滝橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市(旧八坂村) 新大滝橋の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 新大滝橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bridge/nagano/ohmachi/shin_ohtakibashi/index.html (2/2) [14/11/23 6:09:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 笠岩橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市丸子
町 笠岩橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市丸子町 笠岩橋の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 笠岩橋】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 栂池大橋】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 栂池大橋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 栂池大橋の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 栂池大橋】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県安中市 碓氷第三橋梁(めがね橋)】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県安中市 碓氷
第三橋梁(めがね橋)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県安中市 碓氷第三橋梁(めがね橋)の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【向日葵／ひまわり】

ハイビジョン フリー映像素材【向日葵／ひまわ
り】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

向日葵／ひまわりの素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【向日葵／ひまわり】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【秋桜／コスモス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

秋桜／コスモスの素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【秋桜／コスモス】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【福寿草／フクジュ
ソウ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

福寿草／フクジュソウの素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【カタクリ／片栗】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

カタクリ／片栗の素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【ビオラ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ビオラの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【泡立草／あわだち
そう】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

泡立草／あわだちそうの素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【鶏頭／ケイトウ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鶏頭／ケイトウの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鶏頭／ケイトウ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木瓜／ボケ】

ハイビジョン フリー映像素材【木瓜／ボケ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木瓜／ボケの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木瓜／ボケ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【連翹／レンギョウ】

ハイビジョン フリー映像素材【連翹／レンギョ
ウ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

連翹／レンギョウの素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【連翹／レンギョウ】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蒲公英／たんぽぽ】

ハイビジョン フリー映像素材【蒲公英／たんぽ
ぽ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蒲公英／たんぽぽの素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蒲公英／たんぽぽ】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水芭蕉】

ハイビジョン フリー映像素材【水芭蕉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

水芭蕉の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水芭蕉】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水芭蕉】

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mizubasho/index.html (3/3) [14/11/23 6:20:17]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mizubasho/0096/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mizubasho/0097/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mizubasho/0098/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mizubasho/0099/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mizubasho/0100/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【座禅草】

ハイビジョン フリー映像素材【座禅草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

座禅草の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【座禅草】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】

ハイビジョン フリー映像素材【梅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

梅の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梅】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜／さくら】

ハイビジョン フリー映像素材【桜／さくら】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜／さくらの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜／さくら】

     

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜／さくら】

【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：紅豊［べにゆたか］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：紅豊［べにゆ
たか］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：紅豊［べにゆたか］の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：紅豊［べにゆたか］】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：大山桜［おおやまざくら］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：大山桜［おお
やまざくら］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：大山桜［おおやまざくら］の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：大山桜［おおやまざくら］】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：染井吉野［そめいよしの］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：染井吉野［そ
めいよしの］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：染井吉野［そめいよしの］の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/someiyoshino/index.html (1/2) [14/11/23 6:24:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：染井吉野［そめいよしの］】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/someiyoshino/index.html (2/2) [14/11/23 6:24:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：薄墨桜［うすずみざくら］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：薄墨桜［うす
ずみざくら］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：薄墨桜［うすずみざくら］の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：薄墨桜［うすずみざくら］】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/usuzumizakura/index.html (2/2) [14/11/23 6:24:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：小彼岸桜】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：小彼岸桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：小彼岸桜素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：小彼岸桜】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/kohiganzakura/index.html (2/2) [14/11/23 6:24:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：兼六園菊桜［けんろくえんきくざくら］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：兼六園菊桜
［けんろくえんきくざくら］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：兼六園菊桜［けんろくえんきくざくら］の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：兼六園菊桜［けんろくえんきくざくら］】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/kenrokuenkikuzakura/index.html (2/2) [14/11/23 6:25:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：しろたえ】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：しろたえ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：しろたえの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：しろたえ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/shirotae/index.html (2/2) [14/11/23 6:25:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：しょうげつ】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：しょうげつ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：しょうげつの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：しょうげつ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：枝垂れ桜】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：枝垂れ桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：枝垂れ桜の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：枝垂れ桜】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：枝垂れ桜】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：鬱金桜［ウコンザクラ］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：鬱金桜［ウコ
ンザクラ］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：ウコン桜／鬱金桜の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：鬱金桜［ウコンザクラ］】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：ようこう】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：ようこう】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：ようこうの素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：ようこう】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：関山［かんざん］】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：関山［かんざ
ん］】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：関山［かんざん］の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：関山［かんざん］】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/kanzan/index.html (2/2) [14/11/23 6:28:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：片丘桜】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：片丘桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：片丘桜の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：片丘桜】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【寒桜】

ハイビジョン フリー映像素材【寒桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

寒桜の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【寒桜】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：八重桜】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：八重桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：八重桜の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：八重桜】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士見町葛窪桜】

ハイビジョン フリー映像素材【富士見町葛窪桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

富士見町葛窪桜の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【富士見町葛窪桜】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　長興寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　長興寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　長興寺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　長興寺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/choukouji/index.html (2/2) [14/11/23 6:29:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　永福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　永福寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　永福寺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　永福寺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　福聚寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　福聚寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　福聚寺の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　福聚寺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　北熊井城趾】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　北熊井城趾】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　北熊井城趾の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/f...sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/index.html (1/2) [14/11/23 6:30:32]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/0017/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　北熊井城趾】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/f...sakura/nagano/shiojiri/kitakumaijyoushi/index.html (2/2) [14/11/23 6:30:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　弘長寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　弘長寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　弘長寺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　弘長寺】

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　弘長寺】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　無量寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　無量寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　無量寺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　無量寺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　桜の丘公園】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　桜の丘公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　桜の丘公園の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　桜の丘公園】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　松林寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　松林寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　松林寺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　松林寺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　東漸寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県塩尻市
　東漸寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県塩尻市　東漸寺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県塩尻市　東漸寺】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　大神社】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　大神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　大神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　大神社】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　埴原城】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　埴原城】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　埴原城の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　埴原城】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　保福寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　保福寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　保福寺の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　保福寺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　法船寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　法船寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　法船寺の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　法船寺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　常楽寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　常楽寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　常楽寺の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　常楽寺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　松本城】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　松本城】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　松本城の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　松本城】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　蓮華寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　蓮華寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　蓮華寺の素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　蓮華寺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　桃昌寺】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　桃昌寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　桃昌寺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　桃昌寺】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　中山霊園】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県松本市
　中山霊園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県松本市　中山霊園の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県松本市　中山霊園】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県飯田市座光寺 麻績神社 舞台桜】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：長野県飯田市
座光寺 麻績神社 舞台桜】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：長野県飯田市座光寺 麻績神社 舞台桜の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：長野県飯田市座光寺 麻績神社 舞台桜】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：宮崎県日南市 竹香園】

ハイビジョン フリー映像素材【桜：宮崎県日南市 
竹香園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桜：宮崎県日南市 竹香園の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桜：宮崎県日南市 竹香園】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/...wer/sakura/miyazaki/nichinan/chikkouen/index.html (2/2) [14/11/23 6:37:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕎麦／ソバ】

ハイビジョン フリー映像素材【蕎麦／ソバ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蕎麦／ソバの素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕎麦／ソバ】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/soba/index.html (2/2) [14/11/23 6:38:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオイヌノフグリ】

ハイビジョン フリー映像素材【オオイヌノフグ
リ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

オオイヌノフグリの素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オオイヌノフグリ】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝顔／【ヘブンリーブルー】】

ハイビジョン フリー映像素材【朝顔／【ヘブン
リーブルー】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

朝顔／【ヘブンリーブルー】の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【朝顔／【ヘブンリーブルー】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菜の花】

ハイビジョン フリー映像素材【菜の花】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

菜の花の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菜の花】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅】

ハイビジョン フリー映像素材【つつじ／躑躅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

つつじ／躑躅の素材

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県岡谷市 鶴峯公園】

ハイビジョン フリー映像素材【つつじ／躑躅：長
野県岡谷市 鶴峯公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

つつじ／躑躅：長野県岡谷市 鶴峯公園の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県岡谷市 鶴峯公園】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県塩尻市 高ボッチ高原】

ハイビジョン フリー映像素材【つつじ／躑躅：長
野県塩尻市 高ボッチ高原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

つつじ／躑躅：長野県塩尻市 高ボッチ高原の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県塩尻市 高ボッチ高原】

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県塩尻市 高ボッチ高原】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅】

ハイビジョン フリー映像素材【つつじ／躑躅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

つつじ／躑躅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県富士見町 つつじ／躑躅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県富士見町 つ
つじ／躑躅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県富士見町 つつじ／躑躅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県富士見町 つつじ／躑躅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県 霧ヶ峰】

ハイビジョン フリー映像素材【つつじ／躑躅：長
野県 霧ヶ峰】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

つつじ／躑躅：長野県 霧ヶ峰の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【つつじ／躑躅：長野県 霧ヶ峰】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みつばつつじ／ミツバツツジ】

ハイビジョン フリー映像素材【みつばつつじ／ミ
ツバツツジ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

みつばつつじ／ミツバツツジの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みつばつつじ／ミツバツツジ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【りんご／林檎／アップル】

ハイビジョン フリー映像素材【りんご／林檎／
アップル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

りんご／林檎／アップルの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【りんご／林檎／アップル】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/apple/index.html (2/2) [14/11/23 6:42:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マルメロ】

ハイビジョン フリー映像素材【マルメロ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

マルメロの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マルメロ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/marumero/index.html (2/2) [14/11/23 6:42:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芍薬／シャクヤク】

ハイビジョン フリー映像素材【芍薬／シャクヤ
ク】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

芍薬／シャクヤクの素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芍薬／シャクヤク】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アイリス／ジャーマンアイリス／菖蒲】

ハイビジョン フリー映像素材【アイリス／ジャー
マンアイリス／菖蒲】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アイリス／ジャーマンアイリス／菖蒲／あやめの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アイリス／ジャーマンアイリス／菖蒲】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【藤／藤の花】

ハイビジョン フリー映像素材【藤／藤の花】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

藤／藤の花の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【藤／藤の花】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃色昼咲き月見草】

ハイビジョン フリー映像素材【桃色昼咲き月見
草】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

桃色昼咲き月見草の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【桃色昼咲き月見草】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/momoiro_hirusaki_tsukimisou/index.html (2/2) [14/11/23 6:44:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカシア／ニセアカシア】

ハイビジョン フリー映像素材【アカシア／ニセア
カシア】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アカシア／ニセアカシアの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アカシア／ニセアカシア】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【矢車菊／ヤグルマギク】

ハイビジョン フリー映像素材【矢車菊／ヤグルマ
ギク】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

矢車菊／ヤグルマギクの素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【矢車菊／ヤグルマギク】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菊／キク】

ハイビジョン フリー映像素材【菊／キク】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

菊／キクの素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菊／キク】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメジョオン／姫紫苑／[ヒメジオン]】

ハイビジョン フリー映像素材【ヒメジョオン／姫
紫苑／[ヒメジオン]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヒメジョオン／姫紫苑／[ヒメジオン]の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメジョオン／姫紫苑／[ヒメジオン]】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【九輪草／クリンソウ】

ハイビジョン フリー映像素材【九輪草／クリンソ
ウ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

九輪草／クリンソウの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【九輪草／クリンソウ】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/kurinsou/index.html (2/2) [14/11/23 6:46:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あけぼのふうろ】

ハイビジョン フリー映像素材【あけぼのふうろ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

あけぼのふうろの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【あけぼのふうろ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アスチルベ】

ハイビジョン フリー映像素材【アスチルベ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アスチルベの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/index.html (1/2) [14/11/23 6:46:53]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/0009/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アスチルベ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/astilbe/index.html (2/2) [14/11/23 6:46:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ラベンダー】

ハイビジョン フリー映像素材【ラベンダー】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ラベンダーの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ラベンダー】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マリーゴールド】

ハイビジョン フリー映像素材【マリーゴールド】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

マリーゴールドの素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マリーゴールド】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マツムシソウ／松虫草】

ハイビジョン フリー映像素材【マツムシソウ／松
虫草】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

マツムシソウ／松虫草の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【マツムシソウ／松虫草】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミヤコワスレ】

ハイビジョン フリー映像素材【ミヤコワスレ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ミヤコワスレの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミヤコワスレ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トリトマ】

ハイビジョン フリー映像素材【トリトマ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

トリトマの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トリトマ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【孔雀仙人掌／クジャクサボテン】

ハイビジョン フリー映像素材【孔雀仙人掌／ク
ジャクサボテン】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

孔雀仙人掌／クジャクサボテンの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【孔雀仙人掌／クジャクサボテン】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ホタルブクロ／蛍袋】

ハイビジョン フリー映像素材【ホタルブクロ／蛍
袋】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ホタルブクロ／蛍袋の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ホタルブクロ／蛍袋】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ユリ／百合】

ハイビジョン フリー映像素材【ユリ／百合】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ユリ／百合の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ユリ／百合】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鈴蘭／すずらん】

ハイビジョン フリー映像素材【鈴蘭／すずらん】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鈴蘭／すずらんの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鈴蘭／すずらん】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウマノアシガタ草[キンポウゲ]】

ハイビジョン フリー映像素材【ウマノアシガタ草
[キンポウゲ]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ウマノアシガタ草[キンポウゲ]の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウマノアシガタ草[キンポウゲ]】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蓮／ハス】

ハイビジョン フリー映像素材【蓮／ハス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蓮／ハスの素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蓮／ハス】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雛芥子／ひなげし】

ハイビジョン フリー映像素材【雛芥子／ひなげ
し】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雛芥子／ひなげしの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雛芥子／ひなげし】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕺菜／ドクダミ】

ハイビジョン フリー映像素材【蕺菜／ドクダミ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蕺菜／ドクダミの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕺菜／ドクダミ】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【節分草／セツブンソウ】

ハイビジョン フリー映像素材【節分草／セツブン
ソウ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

節分草／セツブンソウの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【節分草／セツブンソウ】

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【節分草／セツブンソウ】

【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【信濃節分草／シナノセツブンソウ】

ハイビジョン フリー映像素材【信濃節分草／シナ
ノセツブンソウ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

信濃節分草／シナノセツブンソウの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【信濃節分草／シナノセツブンソウ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花桃】

ハイビジョン フリー映像素材【花桃】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花桃の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花桃】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【すもも】)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

ハイビジョン フリー映像素材【すもも】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

すももの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【すもも】)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ムスカリー】

ハイビジョン フリー映像素材【ムスカリー】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ムスカリーの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ムスカリー】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薺／ナズナ／ぺんぺん草】

ハイビジョン フリー映像素材【薺／ナズナ／ぺん
ぺん草】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

薺／ナズナ／ぺんぺん草の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薺／ナズナ／ぺんぺん草】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牡丹／ボタン／ぼたん】

ハイビジョン フリー映像素材【牡丹／ボタン／ぼ
たん】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

牡丹／ボタン／ぼたんの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牡丹／ボタン／ぼたん】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/index.html (2/3) [14/11/23 6:54:51]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0069/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0070/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0071/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0072/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0073/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0074/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0075/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0076/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0077/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0078/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0079/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0080/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0081/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0082/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0083/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0084/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0085/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/botan/0086/index.html
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牡丹／ボタン／ぼたん】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【石楠花／シャクナゲ】

ハイビジョン フリー映像素材【石楠花／シャクナ
ゲ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

石楠花／シャクナゲの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【石楠花／シャクナゲ】

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蓮華／レンゲ】

ハイビジョン フリー映像素材【蓮華／レンゲ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蓮華／レンゲの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蓮華／レンゲ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/renge/index.html (2/2) [14/11/23 6:55:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菖蒲／アヤメ】

ハイビジョン フリー映像素材【菖蒲／アヤメ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

菖蒲／アヤメの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【菖蒲／アヤメ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハクサンフウロ】

ハイビジョン フリー映像素材【ハクサンフウロ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ハクサンフウロの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハクサンフウロ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/hakusanfuro/index.html (2/2) [14/11/23 6:56:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コバイケソウ】

ハイビジョン フリー映像素材【コバイケソウ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

コバイケソウの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コバイケソウ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/kobaikesou/index.html (2/2) [14/11/23 6:56:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日光黄菅／ニッコウキスゲ】

ハイビジョン フリー映像素材【日光黄菅／ニッコ
ウキスゲ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

日光黄菅／ニッコウキスゲの素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/index.html (1/2) [14/11/23 6:57:04]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/0018/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【日光黄菅／ニッコウキスゲ】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/nikkoukisuge/index.html (2/2) [14/11/23 6:57:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウマノアシガタ】

ハイビジョン フリー映像素材【ウマノアシガタ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ウマノアシガタの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウマノアシガタ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/umanoashigata/index.html (2/2) [14/11/23 6:57:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウツボグサ】

ハイビジョン フリー映像素材【ウツボグサ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ウツボグサの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ウツボグサ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/utsubogusa/index.html (2/2) [14/11/23 6:57:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥兜／トリカブト】

ハイビジョン フリー映像素材【鳥兜／トリカブ
ト】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鳥兜／トリカブトの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥兜／トリカブト】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東一華／あずまいちげ】

ハイビジョン フリー映像素材【東一華／あずまい
ちげ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

東一華／あずまいちげの素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/index.html (1/2) [14/11/23 6:58:14]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/azumaichige/0021/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東一華／あずまいちげ】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒヤシンス】

ハイビジョン フリー映像素材【ヒヤシンス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヒヤシンスの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒヤシンス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/hiyashinsu/index.html (2/2) [14/11/23 6:58:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小貝母／コバイモ】

ハイビジョン フリー映像素材【小貝母／コバイ
モ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

小貝母／コバイモの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小貝母／コバイモ】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【辛夷／コブシ】

ハイビジョン フリー映像素材【辛夷／コブシ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

辛夷／コブシの素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【辛夷／コブシ】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木蓮／モクレン】

ハイビジョン フリー映像素材【木蓮／モクレン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木蓮／モクレンの素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/index.html (1/2) [14/11/23 6:59:35]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/mokuren/0018/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木蓮／モクレン】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二輪草／にりんそう】

ハイビジョン フリー映像素材【二輪草／にりんそ
う】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

二輪草／にりんそうの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【二輪草／にりんそう】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山茱萸／サンシュユ】

ハイビジョン フリー映像素材【山茱萸／サンシュ
ユ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山茱萸／サンシュユの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山茱萸／サンシュユ】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芝桜】

ハイビジョン フリー映像素材【芝桜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

芝桜の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芝桜】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/shibazakura/index.html (2/2) [14/11/23 7:00:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水仙／スイセン】

ハイビジョン フリー映像素材【水仙／スイセン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

水仙／スイセンの素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水仙／スイセン】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/suisen/index.html (2/2) [14/11/23 7:01:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猩々袴／しょうじょうばかま】

ハイビジョン フリー映像素材【猩々袴／しょう
じょうばかま】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

猩々袴／しょうじょうばかまの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猩々袴／しょうじょうばかま】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/syoujyoubakama/index.html (2/2) [14/11/23 7:01:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【椿／つばき／ツバキ】

ハイビジョン フリー映像素材【椿／つばき／ツバ
キ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

椿／つばき／ツバキの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【椿／つばき／ツバキ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/tsubaki/index.html (2/2) [14/11/23 7:01:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪柳／ゆきやなぎ】

ハイビジョン フリー映像素材【雪柳／ゆきやな
ぎ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

雪柳／ゆきやなぎの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪柳／ゆきやなぎ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/yukiyanagi/index.html (2/2) [14/11/23 7:02:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花水木／ハナミズキ】

ハイビジョン フリー映像素材【花水木／ハナミズ
キ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花水木／ハナミズキの素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花水木／ハナミズキ】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【金鳳花／キンポウゲ】

ハイビジョン フリー映像素材【金鳳花／キンポウ
ゲ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

金鳳花／キンポウゲの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【金鳳花／キンポウゲ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西洋オダマキ】

ハイビジョン フリー映像素材【西洋オダマキ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

西洋オダマキの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西洋オダマキ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【胡蝶花／著莪】

ハイビジョン フリー映像素材【胡蝶花／著莪】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

胡蝶花／著莪の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【胡蝶花／著莪】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山吹】

ハイビジョン フリー映像素材【山吹】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山吹の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山吹】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤詰草】

ハイビジョン フリー映像素材【赤詰草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

赤詰草の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤詰草】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松葉菊／マツバギク】

ハイビジョン フリー映像素材【松葉菊／マツバギ
ク】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

松葉菊／マツバギクの素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松葉菊／マツバギク】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薔薇／バラ】

ハイビジョン フリー映像素材【薔薇／バラ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

薔薇／バラの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薔薇／バラ】

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薔薇／バラ】

【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【立葵／タチアオイ】

ハイビジョン フリー映像素材【立葵／タチアオ
イ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

立葵／タチアオイの素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【立葵／タチアオイ】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【彼岸花／曼珠沙華】

ハイビジョン フリー映像素材【彼岸花／曼珠沙
華】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

彼岸花／曼珠沙華の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【彼岸花／曼珠沙華】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ナナディープ】

ハイビジョン フリー映像素材【ナナディープ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ナナディープの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ナナディープ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルビア】

ハイビジョン フリー映像素材【サルビア】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サルビアの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルビア】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミヤマウメモドキ】

ハイビジョン フリー映像素材【ミヤマウメモド
キ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ミヤマウメモドキの素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ミヤマウメモドキ】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【一般】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【一般】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【一般】の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【一般】】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【アナベル】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【アナベル】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【アナベル】の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【アナベル】】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ビブレイ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ビブレイ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ビブレイ】の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ビブレイ】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーキング】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ブルーキング】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ブルーキング】の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーキング】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【エンドレスサマー】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【エンドレスサマー】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【エンドレスサマー】の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【エンドレスサマー】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【胡蝶の舞】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【胡蝶の舞】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【胡蝶の舞】の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【胡蝶の舞】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/kochounomai/index.html (2/2) [14/11/23 7:08:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【鹿鳴館】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【鹿鳴館】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【鹿鳴館】の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【鹿鳴館】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【サンセット】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【サンセット】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【サンセット】の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【サンセット】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅額あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【紅額あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【紅額あじさい】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benigaku_ajisai/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅額あじさい】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウスミコ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【フラウスミコ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【フラウスミコ】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウスミコ】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリューンヘルツ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【グリューンヘルツ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【グリューンヘルツ】の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリューンヘルツ】】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【十二単(じゅうにひとえ)】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【十二単(じゅうにひとえ)】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【十二単(じゅうにひとえ)】の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【十二単(じゅうにひとえ)】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【黒姫】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【黒姫】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【黒姫】の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【黒姫】】

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【斑入りあじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【斑入りあじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【斑入りあじさい】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【斑入りあじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【七段花】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【七段花】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【七段花】の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【七段花】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【渦あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【渦あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【渦あじさい】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【渦あじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/uzu_ajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:11:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ユルゲグューテス】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ユルゲグューテス】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ユルゲグューテス】の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ユルゲグューテス】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yuruge_gyutes/index.html (2/2) [14/11/23 7:12:13]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーフレッシュ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ブルーフレッシュ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ブルーフレッシュ】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーフレッシュ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ドンブルー】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ドンブルー】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ドンブルー】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ドンブルー】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウクミコ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【フラウクミコ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【フラウクミコ】の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_kumiko/index.html (1/2) [14/11/23 7:12:52]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_kumiko/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_kumiko/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_kumiko/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_kumiko/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_kumiko/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウクミコ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【柏葉あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【柏葉あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【柏葉あじさい】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【柏葉あじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【九重錦】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【九重錦】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【九重錦】の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【九重錦】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅(くれない)】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【紅(くれない)】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【紅(くれない)】の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅(くれない)】】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【斑入り城ヶ崎】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【斑入り城ヶ崎】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【斑入り城ヶ崎】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/madarairi_jyougasaki/index.html (1/2) [14/11/23 7:14:01]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/madarairi_jyougasaki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/madarairi_jyougasaki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/madarairi_jyougasaki/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【斑入り城ヶ崎】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/madarairi_jyougasaki/index.html (2/2) [14/11/23 7:14:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ミカコ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ミカコ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ミカコ】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ミカコ】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/mikako/index.html (2/2) [14/11/23 7:14:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ミセスヘップバーン】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ミセスヘップバーン】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ミセスヘップバーン】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ミセスヘップバーン】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/mrs_hepburn/index.html (2/2) [14/11/23 7:14:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【雷電】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【雷電】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【雷電】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/raiden/index.html (1/2) [14/11/23 7:14:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【雷電】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/raiden/index.html (2/2) [14/11/23 7:14:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ラーバ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ラーバ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ラーバ】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/rava/index.html (1/2) [14/11/23 7:14:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ラーバ】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/rava/index.html (2/2) [14/11/23 7:14:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【シーキーズドワーフ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【シーキーズドワーフ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【シーキーズドワーフ】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/seekies_dwarf/index.html (1/2) [14/11/23 7:15:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【シーキーズドワーフ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/seekies_dwarf/index.html (2/2) [14/11/23 7:15:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【東雲】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【東雲】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【東雲】の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【東雲】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白舞子】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【白舞子】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【白舞子】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白舞子】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【スノーフレーク】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【スノーフレーク】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【スノーフレーク】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【スノーフレーク】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/snow_flake/index.html (2/2) [14/11/23 7:15:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホワイトダイアモンド】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ホワイトダイアモンド】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ホワイトダイアモンド】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/white_diamond/index.html (1/2) [14/11/23 7:16:03]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/white_diamond/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/white_diamond/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホワイトダイアモンド】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホワイトウェーブ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ホワイトウェーブ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ホワイトウェーブ】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホワイトウェーブ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【チボリ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【チボリ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【チボリ】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/chibori/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/chibori/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【チボリ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/chibori/index.html (2/2) [14/11/23 7:16:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【富士の滝】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【富士の滝】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【富士の滝】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【富士の滝】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fujinotaki/index.html (2/2) [14/11/23 7:16:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【本あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【本あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【本あじさい】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hon_ajisai/index.html (1/2) [14/11/23 7:16:56]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【本あじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hon_ajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:16:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【城ヶ崎】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【城ヶ崎】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【城ヶ崎】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【城ヶ崎】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/jyougasaki/index.html (2/2) [14/11/23 7:17:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【江冠雪】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【江冠雪】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【江冠雪】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/koukansetsu/index.html (1/2) [14/11/23 7:17:21]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【江冠雪】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/koukansetsu/index.html (2/2) [14/11/23 7:17:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【未来】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【未来】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【未来】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【未来】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/mirai/index.html (2/2) [14/11/23 7:17:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【虹】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【虹】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【虹】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【虹】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/niji/index.html (2/2) [14/11/23 7:17:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白花姫あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【白花姫あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【白花姫あじさい】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白花姫あじさい】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirohanahime_ajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:18:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【トカラあじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【トカラあじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【トカラあじさい】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tokara_ajisai/index.html (1/2) [14/11/23 7:18:15]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【トカラあじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tokara_ajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:18:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐のきら星】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【土佐のきら星】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【土佐のきら星】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tosanokiraboshi/index.html (1/2) [14/11/23 7:18:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐のきら星】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tosanokiraboshi/index.html (2/2) [14/11/23 7:18:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【アリラン】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【アリラン】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【アリラン】の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/ariran/index.html (1/2) [14/11/23 7:18:40]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【アリラン】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/ariran/index.html (2/2) [14/11/23 7:18:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーダイヤモンド】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ブルーダイヤモンド】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ブルーダイヤモンド】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/blue_diamond/index.html (1/2) [14/11/23 7:18:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーダイヤモンド】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/blue_diamond/index.html (2/2) [14/11/23 7:18:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フェアリーアイ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【フェアリーアイ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【フェアリーアイ】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fairy_eye/index.html (1/2) [14/11/23 7:19:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フェアリーアイ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fairy_eye/index.html (2/2) [14/11/23 7:19:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フェアリーアイ ピンク】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【フェアリーアイ ピンク】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【フェアリーアイ ピンク】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fairy_eye_pink/index.html (1/2) [14/11/23 7:19:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フェアリーアイ ピンク】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fairy_eye_pink/index.html (2/2) [14/11/23 7:19:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホベラ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ホベラ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ホベラ】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hobera/index.html (1/2) [14/11/23 7:19:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホベラ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hobera/index.html (2/2) [14/11/23 7:19:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ジャパーニュミカコ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ジャパーニュミカコ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ジャパーニュミカコ】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/japanu_mikako/index.html (1/2) [14/11/23 7:19:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ジャパーニュミカコ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/japanu_mikako/index.html (2/2) [14/11/23 7:19:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【マジカルガーネット】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【マジカルガーネット】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【マジカルガーネット】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/magical_garnet/index.html (1/2) [14/11/23 7:19:58]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【マジカルガーネット】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/magical_garnet/index.html (2/2) [14/11/23 7:19:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【天城甘茶】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【天城甘茶】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【天城甘茶】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/amagiamacha/index.html (1/2) [14/11/23 7:20:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【天城甘茶】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/amagiamacha/index.html (2/2) [14/11/23 7:20:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予の青絣】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【伊予の青絣】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【伊予の青絣】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/iyonoseihou/index.html (1/2) [14/11/23 7:20:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予の青絣】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/iyonoseihou/index.html (2/2) [14/11/23 7:20:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予の薄墨】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【伊予の薄墨】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【伊予の薄墨】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予の薄墨】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/iyonousuzumi/index.html (2/2) [14/11/23 7:20:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【剣が舞】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【剣が舞】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【剣が舞】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tsurugigamai/index.html (1/2) [14/11/23 7:20:51]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【剣が舞】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tsurugigamai/index.html (2/2) [14/11/23 7:20:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重咲甘茶】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【八重咲甘茶】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【八重咲甘茶】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/index.html (1/2) [14/11/23 7:21:07]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重咲甘茶】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaezakiamacha/index.html (2/2) [14/11/23 7:21:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【カメレオン】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【カメレオン】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【カメレオン】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【カメレオン】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/chameleon/index.html (2/2) [14/11/23 7:21:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウマリコ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【フラウマリコ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【フラウマリコ】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウマリコ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/frau_mariko/index.html (2/2) [14/11/23 7:21:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ピラミッド】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ピラミッド】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ピラミッド】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ピラミッド】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/pyramid/index.html (2/2) [14/11/23 7:21:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐緑風】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【土佐緑風】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【土佐緑風】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐緑風】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tosaryokufu/index.html (2/2) [14/11/23 7:21:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ララ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ララ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ララ】の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/index.html (1/2) [14/11/23 7:22:10]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ララ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/lala/index.html (2/2) [14/11/23 7:22:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【秋篠てまり】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【秋篠てまり】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【秋篠てまり】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/akishinotemari/index.html (1/2) [14/11/23 7:22:24]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【秋篠てまり】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/akishinotemari/index.html (2/2) [14/11/23 7:22:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【別子てまり】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【別子てまり】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【別子てまり】の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/besshitemari/index.html (1/2) [14/11/23 7:22:37]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【別子てまり】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/besshitemari/index.html (2/2) [14/11/23 7:22:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【羽衣の舞】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【羽衣の舞】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【羽衣の舞】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hagoromonomai/index.html (1/2) [14/11/23 7:22:50]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【羽衣の舞】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hagoromonomai/index.html (2/2) [14/11/23 7:22:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【花吹雪】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【花吹雪】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【花吹雪】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hanafubuki/index.html (1/2) [14/11/23 7:23:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【花吹雪】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hanafubuki/index.html (2/2) [14/11/23 7:23:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【花てまり】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【花てまり】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【花てまり】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【花てまり】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hanatemari/index.html (2/2) [14/11/23 7:23:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【日向青】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【日向青】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【日向青】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【日向青】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hyugaao/index.html (2/2) [14/11/23 7:23:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【日向紺青】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【日向紺青】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【日向紺青】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【日向紺青】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hyugakonsei/index.html (2/2) [14/11/23 7:23:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予花火】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【伊予花火】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【伊予花火】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予花火】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/iyohanabi/index.html (2/2) [14/11/23 7:23:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【子持ち七段花】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【子持ち七段花】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【子持ち七段花】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【子持ち七段花】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【こてまり】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【こてまり】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【こてまり】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/kotemari/index.html (1/2) [14/11/23 7:24:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【こてまり】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/kotemari/index.html (2/2) [14/11/23 7:24:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【美方八重】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【美方八重】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【美方八重】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/mikatayae/index.html (1/2) [14/11/23 7:24:34]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【美方八重】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/mikatayae/index.html (2/2) [14/11/23 7:24:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【武蔵野】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【武蔵野】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【武蔵野】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【武蔵野】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/musashino/index.html (2/2) [14/11/23 7:24:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【小田虹】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【小田虹】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【小田虹】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【小田虹】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【緑星】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【緑星】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【緑星】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【緑星】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/ryokusei/index.html (2/2) [14/11/23 7:25:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【祖谷てまり】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【祖谷てまり】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【祖谷てまり】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【祖谷てまり】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/soyatemari/index.html (2/2) [14/11/23 7:25:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐神楽】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【土佐神楽】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【土佐神楽】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tosakagura/index.html (1/2) [14/11/23 7:25:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐神楽】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tosakagura/index.html (2/2) [14/11/23 7:25:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重白扇】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【八重白扇】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【八重白扇】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaehakusen/index.html (1/2) [14/11/23 7:25:58]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重白扇】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yaehakusen/index.html (2/2) [14/11/23 7:25:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【楊貴妃】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【楊貴妃】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【楊貴妃】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/youkihi/index.html (1/2) [14/11/23 7:26:13]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【楊貴妃】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/youkihi/index.html (2/2) [14/11/23 7:26:13]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【富士なでしこ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【富士なでしこ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【富士なでしこ】の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fujinadeshiko/index.html (1/2) [14/11/23 7:26:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【富士なでしこ】】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/fujinadeshiko/index.html (2/2) [14/11/23 7:26:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリーングローブ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【グリーングローブ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【グリーングローブ】の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリーングローブ】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/green_globe/index.html (2/2) [14/11/23 7:26:48]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリーンシャドー】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【グリーンシャドー】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【グリーンシャドー】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/green_shadow/index.html (1/2) [14/11/23 7:27:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリーンシャドー】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/green_shadow/index.html (2/2) [14/11/23 7:27:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ヘイズスターベスト】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ヘイズスターベスト】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ヘイズスターベスト】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hayes_star_best/index.html (1/2) [14/11/23 7:27:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ヘイズスターベスト】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hayes_star_best/index.html (2/2) [14/11/23 7:27:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【金玲】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【金玲】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【金玲】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【金玲】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/kinrei/index.html (2/2) [14/11/23 7:27:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【清澄さわあじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【清澄さわあじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【清澄さわあじさい】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【清澄さわあじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/kiyosumi_sawaajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:27:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【大虹】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【大虹】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【大虹】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【大虹】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/ohniji/index.html (2/2) [14/11/23 7:27:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【奥多摩こあじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【奥多摩こあじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【奥多摩こあじさい】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/okutama_koajisai/index.html (1/2) [14/11/23 7:28:11]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【奥多摩こあじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/okutama_koajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:28:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【笹の舞】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【笹の舞】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【笹の舞】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【笹の舞】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/sasanomai/index.html (2/2) [14/11/23 7:28:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【石化八重黒軸】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【石化八重黒軸】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【石化八重黒軸】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/sekikayaekurojiku/index.html (1/2) [14/11/23 7:28:40]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【石化八重黒軸】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/sekikayaekurojiku/index.html (2/2) [14/11/23 7:28:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【セルマ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【セルマ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【セルマ】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/seruma/index.html (1/2) [14/11/23 7:28:53]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【セルマ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/seruma/index.html (2/2) [14/11/23 7:28:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【シエラ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【シエラ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【シエラ】の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【シエラ】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shiera/index.html (2/2) [14/11/23 7:29:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白富士】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【白富士】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【白富士】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirafuji/index.html (1/2) [14/11/23 7:29:20]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirafuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirafuji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirafuji/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白富士】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirafuji/index.html (2/2) [14/11/23 7:29:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白額あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【白額あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【白額あじさい】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirogaku_ajisai/index.html (1/2) [14/11/23 7:29:32]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白額あじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirogaku_ajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:29:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白つるあじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【白つるあじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【白つるあじさい】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirotsuru_ajisai/index.html (1/2) [14/11/23 7:29:46]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白つるあじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/shirotsuru_ajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:29:46]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【甘茶】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【甘茶】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【甘茶】の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【甘茶】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/amacha/index.html (2/2) [14/11/23 7:30:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅剣】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【紅剣】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【紅剣】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benitsurugi/index.html (1/2) [14/11/23 7:30:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅剣】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/benitsurugi/index.html (2/2) [14/11/23 7:30:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【パッションブルー】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【パッションブルー】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【パッションブルー】の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【パッションブルー】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/passion_blue/index.html (2/2) [14/11/23 7:30:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【パッションピンク】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【パッションピンク】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【パッションピンク】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【パッションピンク】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/passion_pink/index.html (2/2) [14/11/23 7:30:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【旭の舞姫】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【旭の舞姫】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【旭の舞姫】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/asahino_maihime/index.html (1/2) [14/11/23 7:31:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【旭の舞姫】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/asahino_maihime/index.html (2/2) [14/11/23 7:31:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【チャプリット】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【チャプリット】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【チャプリット】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/chaplet/index.html (1/2) [14/11/23 7:31:15]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【チャプリット】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/chaplet/index.html (2/2) [14/11/23 7:31:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【初恋】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【初恋】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【初恋】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hatsukoi/index.html (1/2) [14/11/23 7:31:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【初恋】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/hatsukoi/index.html (2/2) [14/11/23 7:31:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ラブユーキッス】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ラブユーキッス】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ラブユーキッス】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/love_you_kiss/index.html (1/2) [14/11/23 7:31:41]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ラブユーキッス】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/love_you_kiss/index.html (2/2) [14/11/23 7:31:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【サブリナ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【サブリナ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【サブリナ】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/saburina/index.html (1/2) [14/11/23 7:31:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【サブリナ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/saburina/index.html (2/2) [14/11/23 7:31:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【横浪の月】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【横浪の月】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【横浪の月】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yokonaminotsuki/index.html (1/2) [14/11/23 7:32:07]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【横浪の月】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yokonaminotsuki/index.html (2/2) [14/11/23 7:32:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【水無月／ミナヅキ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【水無月／ミナヅキ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【水無月／ミナヅキ】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/minaduki/index.html (1/2) [14/11/23 7:32:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【水無月／ミナヅキ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/minaduki/index.html (2/2) [14/11/23 7:32:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【糊空木／ノリウツギ】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【糊空木／ノリウツギ】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【糊空木／ノリウツギ】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/noriustugi/index.html (1/2) [14/11/23 7:32:37]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【糊空木／ノリウツギ】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/noriustugi/index.html (2/2) [14/11/23 7:32:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【雪さらし】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【雪さらし】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【雪さらし】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yukisarashi/index.html (1/2) [14/11/23 7:32:50]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【雪さらし】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/yukisarashi/index.html (2/2) [14/11/23 7:32:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【玉あじさい】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【玉あじさい】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【玉あじさい】の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tamaajisai/index.html (1/2) [14/11/23 7:33:04]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【玉あじさい】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/tamaajisai/index.html (2/2) [14/11/23 7:33:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ピンクシャワー】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【ピンクシャワー】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【ピンクシャワー】の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ピンクシャワー】】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/ajisai/pink_shower/index.html (2/2) [14/11/23 7:33:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重咲き蝦夷紫陽花綾】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【八重咲き蝦夷紫陽花綾】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【八重咲き蝦夷紫陽花綾】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重咲き蝦夷紫陽花綾】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アセビ】

ハイビジョン フリー映像素材【アセビ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アセビの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アセビ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/asebi/index.html (2/2) [14/11/23 7:33:48]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チューリップ】

ハイビジョン フリー映像素材【チューリップ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

チューリップの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チューリップ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フクシア】

ハイビジョン フリー映像素材【フクシア】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

フクシアの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フクシア】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コデマリ】

ハイビジョン フリー映像素材【コデマリ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

コデマリの素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コデマリ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/kodemari/index.html (2/2) [14/11/23 7:34:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アオダモ】

ハイビジョン フリー映像素材【アオダモ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アオダモの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アオダモ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プリムラ／ジュリアン／ポリアンサ】

ハイビジョン フリー映像素材【プリムラ／ジュリ
アン／ポリアンサ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

プリムラ／ジュリアン／ポリアンサの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プリムラ／ジュリアン／ポリアンサ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/primula/index.html (2/2) [14/11/23 7:34:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サクラソウ】

ハイビジョン フリー映像素材【サクラソウ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サクラソウの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サクラソウ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハナニラ】

ハイビジョン フリー映像素材【ハナニラ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ハナニラの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハナニラ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ローダンセ】

ハイビジョン フリー映像素材【ローダンセ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ローダンセの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/rhodanthe/index.html (1/2) [14/11/23 7:35:41]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/rhodanthe/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/rhodanthe/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ローダンセ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/rhodanthe/index.html (2/2) [14/11/23 7:35:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメオドリコ草】

ハイビジョン フリー映像素材【ヒメオドリコ草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヒメオドリコ草の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメオドリコ草】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤツシロソウ／八代草】

ハイビジョン フリー映像素材【ヤツシロソウ／八
代草】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヤツシロソウ／八代草の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤツシロソウ／八代草】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芙蓉】

ハイビジョン フリー映像素材【芙蓉】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

芙蓉の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芙蓉】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アベリア】

ハイビジョン フリー映像素材【アベリア】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アベリアの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/aberia/index.html (1/2) [14/11/23 7:36:37]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アベリア】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/aberia/index.html (2/2) [14/11/23 7:36:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ガウラ】

ハイビジョン フリー映像素材【ガウラ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ガウラの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ガウラ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/gaura/index.html (2/2) [14/11/23 7:36:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルスベリ／百日紅】

ハイビジョン フリー映像素材【サルスベリ／百日
紅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サルスベリ／百日紅の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルスベリ／百日紅】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/sarusuberi/index.html (2/2) [14/11/23 7:37:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バーベナ】

ハイビジョン フリー映像素材【バーベナ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

バーベナの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バーベナ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【シモツケ】

ハイビジョン フリー映像素材【シモツケ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

シモツケの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【シモツケ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/shimotsuke/index.html (2/2) [14/11/23 7:37:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フロックス】

ハイビジョン フリー映像素材【フロックス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

フロックスの素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フロックス】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/phlox/index.html (2/2) [14/11/23 7:37:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ストケシア】

ハイビジョン フリー映像素材【ストケシア】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ストケシアの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ストケシア】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/stokesia/index.html (2/2) [14/11/23 7:38:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茗荷／ミョウガ】

ハイビジョン フリー映像素材【茗荷／ミョウガ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

茗荷／ミョウガの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/0008/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茗荷／ミョウガ】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/myouga/index.html (2/2) [14/11/23 7:38:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花（一般）】

ハイビジョン フリー映像素材【花（一般）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花（一般）の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花（一般）】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/general/index.html (2/2) [14/11/23 7:38:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0001】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0001】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0001の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0001】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/unknown0001/index.html (2/2) [14/11/23 7:38:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0002】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0002】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0002の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0002】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/unknown0002/index.html (2/2) [14/11/23 7:39:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0003】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0003】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0003の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0003】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/unknown0003/index.html (2/2) [14/11/23 7:39:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0004】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0004】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0004の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0004】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0005】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0005】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0005の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0005】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0006】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0006】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0006の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0006】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0007】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0007】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0007の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0007】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/unknown0007/index.html (2/2) [14/11/23 7:40:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0008】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0008】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0008の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0008】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0009】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0009】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0009の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0009】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0010】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0010の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0010】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0011】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0011】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0011の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0011】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/flower/unknown0011/index.html (2/2) [14/11/23 7:41:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0012】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0012】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0012の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0012】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0013】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0013】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0013の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0013】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0014】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0014】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0014の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0014】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0015】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0015】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0015の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0015】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0016】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0016】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0016の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0016】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0017】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0017】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0017の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0017】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0018】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0018】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0018の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0018】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0019】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0016】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0019の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0019】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0020】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0020】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0020の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0020】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0021】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0021】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0021の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0021】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0022】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0022】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0022の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0022】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0023】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0023】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0023の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0023】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0024】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0024】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0024の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0024】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0025】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0025】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0025の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0025】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0026】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0026】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0026の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0026】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0027】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0027】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0027の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0027】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0028】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0028】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0028の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0028】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0029】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0029】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0029の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0029】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0030】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0030】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0030の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0030】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0031】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な花0031】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な花0031の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0031】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みやざき フラワーフェスタ】

ハイビジョン フリー映像素材【みやざき フラワー
フェスタ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

みやざき フラワーフェスタの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みやざき フラワーフェスタ】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕨／わらび】

ハイビジョン フリー映像素材【蕨／わらび】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蕨／わらびの素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕨／わらび】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山葵／ワサビ】

ハイビジョン フリー映像素材【山葵／ワサビ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山葵／ワサビの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山葵／ワサビ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タバコ】

ハイビジョン フリー映像素材【タバコ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

タバコの素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タバコ】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キレンゲショウマ】

ハイビジョン フリー映像素材【キレンゲショウ
マ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

キレンゲショウマの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キレンゲショウマ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/kirengeshouma/index.html (2/2) [14/11/23 7:47:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薄／ススキ】

ハイビジョン フリー映像素材【薄／ススキ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

薄／ススキの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薄／ススキ】

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コンフリー】

ハイビジョン フリー映像素材【コンフリー】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

コンフリーの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コンフリー】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【碇草／イカリソウ】

ハイビジョン フリー映像素材【碇草／イカリソ
ウ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

碇草／イカリソウの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【碇草／イカリソウ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひつじ草】

ハイビジョン フリー映像素材【ひつじ草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ひつじ草の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/hitsujigusa/index.html (1/2) [14/11/23 7:49:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひつじ草】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/hitsujigusa/index.html (2/2) [14/11/23 7:49:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【こごみ】

ハイビジョン フリー映像素材【こごみ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

こごみの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/kogomi/index.html (1/2) [14/11/23 7:49:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【こごみ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/kogomi/index.html (2/2) [14/11/23 7:49:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【行者ニンニク】

ハイビジョン フリー映像素材【行者ニンニク】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

行者ニンニクの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/gyoujyaninniku/index.html (1/2) [14/11/23 7:49:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【行者ニンニク】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/gyoujyaninniku/index.html (2/2) [14/11/23 7:49:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねんぼろ／野蒜】

ハイビジョン フリー映像素材【ねんぼろ／野蒜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ねんぼろ／野蒜の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/nenboro/index.html (1/2) [14/11/23 7:50:01]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねんぼろ／野蒜】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/nenboro/index.html (2/2) [14/11/23 7:50:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛の毛草】

ハイビジョン フリー映像素材【牛の毛草】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

牛の毛草の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/ushinokegusa/index.html (1/2) [14/11/23 7:50:14]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛の毛草】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/ushinokegusa/index.html (2/2) [14/11/23 7:50:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ネコジャラシ／ねこじゃらし】

ハイビジョン フリー映像素材【ネコジャラシ／ね
こじゃらし】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ネコジャラシ／ねこじゃらしの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/nekojyarashi/index.html (1/2) [14/11/23 7:50:25]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ネコジャラシ／ねこじゃらし】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/nekojyarashi/index.html (2/2) [14/11/23 7:50:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ふきのとう】

ハイビジョン フリー映像素材【ふきのとう】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ふきのとうの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/fukinotou/index.html (1/2) [14/11/23 7:50:38]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ふきのとう】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/plant/fukinotou/index.html (2/2) [14/11/23 7:50:38]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【竹／竹林】

ハイビジョン フリー映像素材【竹／竹林】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

竹／竹林の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【竹／竹林】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 青島亜熱帯植物園】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 青島
亜熱帯植物園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 青島亜熱帯植物園の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 青島亜熱帯植物園】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0001】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な植物0001】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な植物0001の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0001】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0002】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な植物0002】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な植物0002の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0002】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0003】

ハイビジョン フリー映像素材【不明な植物0003】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明な植物0003の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0003】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺／しらかば】

ハイビジョン フリー映像素材【白樺／しらかば】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白樺／しらかばの素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺／しらかば】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/shirakaba/index.html (2/2) [14/11/23 7:52:13]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／もみじ】

ハイビジョン フリー映像素材【紅葉／もみじ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紅葉／もみじの素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／もみじ】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【麻の葉楓／あさのはかえで】

ハイビジョン フリー映像素材【麻の葉楓／あさの
はかえで】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

麻の葉楓／あさのはかえでの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【麻の葉楓／あさのはかえで】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【小葉団扇楓／こは
うちわかえで】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

小葉団扇楓／こはうちわかえでの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小葉団扇楓／こはうちわかえで】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【枝垂れ栗】

ハイビジョン フリー映像素材【枝垂れ栗】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

枝垂れ栗の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【枝垂れ栗】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【合歓木／ネムノキ】

ハイビジョン フリー映像素材【合歓木／ネムノ
キ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

合歓木／ネムノキの素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【合歓木／ネムノキ】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【唐楓／トウカエデ】

ハイビジョン フリー映像素材【唐楓／トウカエ
デ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

唐楓／トウカエデの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【唐楓／トウカエデ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/toukaede/index.html (2/2) [14/11/23 7:55:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【杉／スギ】

ハイビジョン フリー映像素材【杉／スギ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

杉／スギの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【杉／スギ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/sugi/index.html (2/2) [14/11/23 7:55:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【切り株】

ハイビジョン フリー映像素材【切り株】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

切り株の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【切り株】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/kirikabu/index.html (2/2) [14/11/23 7:55:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒトツバタゴ】

ハイビジョン フリー映像素材【ヒトツバタゴ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヒトツバタゴの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒトツバタゴ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黒文字】

ハイビジョン フリー映像素材【黒文字】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

黒文字の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黒文字】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/kuromoji/index.html (2/2) [14/11/23 7:56:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【錦木／ニシキギ】

ハイビジョン フリー映像素材【錦木／ニシキギ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

錦木／ニシキギの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/nishikigi/index.html (1/2) [14/11/23 7:56:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【錦木／ニシキギ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/nishikigi/index.html (2/2) [14/11/23 7:56:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【利休梅】

ハイビジョン フリー映像素材【利休梅】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

利休梅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【利休梅】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/rikyubai/index.html (2/2) [14/11/23 7:56:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松】

ハイビジョン フリー映像素材【松】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

松の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/matsu/index.html (2/2) [14/11/23 7:57:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【櫟／イチイ】

ハイビジョン フリー映像素材【櫟／イチイ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

櫟／イチイの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【櫟／イチイ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/ichi/index.html (2/2) [14/11/23 7:57:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柊／ヒイラギ】

ハイビジョン フリー映像素材【柊／ヒイラギ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

柊／ヒイラギの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柊／ヒイラギ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/hiiragi/index.html (2/2) [14/11/23 7:57:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タラの芽／タラの木】

ハイビジョン フリー映像素材【タラの芽／タラの
木】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

タラの芽／タラの木の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タラの芽／タラの木】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/taranome/index.html (2/2) [14/11/23 7:57:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノリウツギ】

ハイビジョン フリー映像素材【ノリウツギ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ノリウツギの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/noriutsugi/index.html (1/2) [14/11/23 7:58:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノリウツギ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/noriutsugi/index.html (2/2) [14/11/23 7:58:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柳／ヤナギ】

ハイビジョン フリー映像素材【柳／ヤナギ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

柳／ヤナギの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/yanagi/index.html (1/2) [14/11/23 7:58:22]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柳／ヤナギ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/yanagi/index.html (2/2) [14/11/23 7:58:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【グミ】

ハイビジョン フリー映像素材【グミ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

グミの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【グミ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/gumi/index.html (2/2) [14/11/23 7:58:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プルーン】

ハイビジョン フリー映像素材【プルーン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

プルーンの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プルーン】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/prune/index.html (2/2) [14/11/23 7:58:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南天／ナンテン】

ハイビジョン フリー映像素材【南天／ナンテン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

南天／ナンテンの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/nanten/index.html (1/2) [14/11/23 7:59:07]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南天／ナンテン】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/nanten/index.html (2/2) [14/11/23 7:59:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木一般】

ハイビジョン フリー映像素材【樹木一般】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

樹木一般の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木一般】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tree/general/index.html (2/2) [14/11/23 7:59:46]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木001】

ハイビジョン フリー映像素材【名前の分からない
樹木001】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

名前の分からない樹木001の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木001】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木002】

ハイビジョン フリー映像素材【名前の分からない
樹木002】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

名前の分からない樹木002の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木002】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木003】

ハイビジョン フリー映像素材【名前の分からない
樹木003】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

名前の分からない樹木003の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木003】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木004】

ハイビジョン フリー映像素材【名前の分からない
樹木004】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

名前の分からない樹木004の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木004】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 専女のケヤキ（ドウメのケヤキ）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡下諏
訪町 専女のケヤキ（ドウメのケヤキ）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡下諏訪町 専女のケヤキ（ドウメのケヤキ）の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 専女のケヤキ（ドウメのケヤキ）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ジャガイモ／ポテト】

ハイビジョン フリー映像素材【ジャガイモ／ポテ
ト】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ジャガイモ／ポテトの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ジャガイモ／ポテト】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アスパラガス】

ハイビジョン フリー映像素材【アスパラガス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アスパラガスの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/asparagus/index.html (1/2) [14/11/23 8:01:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アスパラガス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/asparagus/index.html (2/2) [14/11/23 8:01:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サニーレタス】

ハイビジョン フリー映像素材【サニーレタス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サニーレタスの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/sunny_lettuce/index.html (1/2) [14/11/23 8:01:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サニーレタス】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/sunny_lettuce/index.html (2/2) [14/11/23 8:01:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トマト】

ハイビジョン フリー映像素材【トマト】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

トマトの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/tomato/index.html (1/2) [14/11/23 8:01:55]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トマト】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/tomato/index.html (2/2) [14/11/23 8:01:55]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【加工用トマト】

ハイビジョン フリー映像素材【加工用トマト】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

加工用トマトの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/tomato_processing/index.html (1/2) [14/11/23 8:02:08]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【加工用トマト】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/tomato_processing/index.html (2/2) [14/11/23 8:02:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茄子／ナス】

ハイビジョン フリー映像素材【茄子／ナス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

茄子／ナスの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/nasu/index.html (1/2) [14/11/23 8:02:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茄子／ナス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/nasu/index.html (2/2) [14/11/23 8:02:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南瓜／カボチャ】

ハイビジョン フリー映像素材【南瓜／カボチャ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

アスパラガスの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/pumpkin/index.html (1/2) [14/11/23 8:02:34]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南瓜／カボチャ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/pumpkin/index.html (2/2) [14/11/23 8:02:34]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【人参／ニンジン】

ハイビジョン フリー映像素材【人参／ニンジン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

人参／ニンジンの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/ninjin/index.html (1/2) [14/11/23 8:02:56]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【人参／ニンジン】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トウモロコシ／コーン】

ハイビジョン フリー映像素材【トウモロコシ／
コーン】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

トウモロコシ／コーンの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トウモロコシ／コーン】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レタス】

ハイビジョン フリー映像素材【レタス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

レタスの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レタス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/lettuce/index.html (2/2) [14/11/23 8:03:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねぎ／ネギ／葱】

ハイビジョン フリー映像素材【ねぎ／ネギ／葱】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ねぎ／ネギ／葱の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねぎ／ネギ／葱】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/negi/index.html (2/2) [14/11/23 8:03:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ピーマン】

ハイビジョン フリー映像素材【ピーマン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ピーマンの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ピーマン】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野沢菜】

ハイビジョン フリー映像素材【野沢菜】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

野沢菜の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野沢菜】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大根】

ハイビジョン フリー映像素材【大根】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

大根の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大根】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長いも／長芋】

ハイビジョン フリー映像素材【長いも／長芋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長いも／長芋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長いも／長芋】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/vegetable/nagaimo/index.html (2/2) [14/11/23 8:04:36]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【洋梨】

ハイビジョン フリー映像素材【洋梨】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

洋梨の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【洋梨】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fruit/younashi/index.html (2/2) [14/11/23 8:04:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柿／Persimmon】

ハイビジョン フリー映像素材【柿／Persimmon】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

柿／Persimmonの素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fruit/kaki/index.html (1/2) [14/11/23 8:05:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柿／Persimmon】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fruit/kaki/index.html (2/2) [14/11/23 8:05:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【グミ／茱萸】

ハイビジョン フリー映像素材【グミ／茱萸】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

グミ／茱萸の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fruit/gumi/index.html (1/2) [14/11/23 8:05:29]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【グミ／茱萸】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fruit/gumi/index.html (2/2) [14/11/23 8:05:29]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルノコシカケ】

ハイビジョン フリー映像素材【サルノコシカケ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

サルノコシカケの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルノコシカケ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mushroom/sarunokoshikake/index.html (2/2) [14/11/23 8:05:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】

ハイビジョン フリー映像素材【不明なキノコ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明なキノコの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】

ハイビジョン フリー映像素材【不明なキノコ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明なキノコの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mushroom/unknown0002/index.html (2/2) [14/11/23 8:06:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】

ハイビジョン フリー映像素材【不明なキノコ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明なキノコの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mushroom/unknown0003/index.html (2/2) [14/11/23 8:06:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】

ハイビジョン フリー映像素材【不明なキノコ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

不明なキノコの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/mushroom/unknown0004/index.html (2/2) [14/11/23 8:06:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿／さる／モンキー】

ハイビジョン フリー映像素材【猿／さる／モン
キー】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

猿／さる／モンキーの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿／さる／モンキー】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蛙／カエル／おたまじゃくし】

ハイビジョン フリー映像素材【蛙／カエル／おた
まじゃくし】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蛙／カエル／おたまじゃくしの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蛙／カエル／おたまじゃくし】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【犬／ドッグ】

ハイビジョン フリー映像素材【犬／ドッグ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

犬／ドッグの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【犬／ドッグ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猫／キャット】

ハイビジョン フリー映像素材【猫／キャット】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

猫／キャットの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猫／キャット】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜘蛛／クモ】

ハイビジョン フリー映像素材【蜘蛛／クモ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蜘蛛／クモの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜘蛛／クモ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜂／ハチ】

ハイビジョン フリー映像素材【蜂／ハチ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蜂／ハチの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜂／ハチ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜂／ハチ：スズメバチ】

ハイビジョン フリー映像素材【蜂／ハチ：スズメ
バチ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蜂／ハチ：スズメバチの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜂／ハチ：スズメバチ】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤギ／山羊】

ハイビジョン フリー映像素材【ヤギ／山羊】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヤギ／山羊の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤギ／山羊】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨／カモ】

ハイビジョン フリー映像素材【鴨／カモ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鴨／カモの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨／カモ】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨／カモ】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【軽鴨／カルガモ】

ハイビジョン フリー映像素材【軽鴨／カルガモ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

軽鴨／カルガモの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【軽鴨／カルガモ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノビタキ】

ハイビジョン フリー映像素材【ノビタキ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ノビタキの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノビタキ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥／スワン】

ハイビジョン フリー映像素材【白鳥／スワン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

白鳥／スワンの素材
>>次のページへ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥／スワン】
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥／スワン】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ベニコンゴウインコ】

ハイビジョン フリー映像素材【ベニコンゴウイン
コ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ベニコンゴウインコの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ベニコンゴウインコ】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カラス／烏】

ハイビジョン フリー映像素材【カラス／烏】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

カラス／烏の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カラス／烏】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すずめ／雀】

ハイビジョン フリー映像素材【すずめ／雀】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

すずめ／雀の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すずめ／雀】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥（一般）】

ハイビジョン フリー映像素材【鳥（一般）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H.264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鳥（一般）の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥（一般）】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蟻／アリ】

ハイビジョン フリー映像素材【蟻／アリ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蟻／アリの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蟻／アリ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/ant/index.html (2/2) [14/11/23 8:12:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝶／バタフライ】

ハイビジョン フリー映像素材【蝶／バタフライ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蝶／バタフライの素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/butterfly/index.html (1/2) [14/11/23 8:13:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝶／バタフライ】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/butterfly/index.html (2/2) [14/11/23 8:13:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バッタ】

ハイビジョン フリー映像素材【バッタ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

バッタの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/grasshopper/index.html (1/2) [14/11/23 8:13:17]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/grasshopper/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バッタ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/grasshopper/index.html (2/2) [14/11/23 8:13:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イナゴ／螽】

ハイビジョン フリー映像素材【イナゴ／螽】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

イナゴ／螽の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/inago/index.html (1/2) [14/11/23 8:13:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イナゴ／螽】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/inago/index.html (2/2) [14/11/23 8:13:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【毛虫】

ハイビジョン フリー映像素材【毛虫】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

毛虫の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/kemusi/index.html (1/2) [14/11/23 8:13:44]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【毛虫】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/kemusi/index.html (2/2) [14/11/23 8:13:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝉／セミ】

ハイビジョン フリー映像素材【蝉／セミ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蝉／セミの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/semi/index.html (1/2) [14/11/23 8:13:57]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/semi/0001/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝉／セミ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/semi/index.html (2/2) [14/11/23 8:13:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜘蛛／クモ】

ハイビジョン フリー映像素材【蜘蛛／クモ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蜘蛛／クモの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/spider/index.html (1/2) [14/11/23 8:14:09]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜘蛛／クモ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/spider/index.html (2/2) [14/11/23 8:14:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜻蛉／トンボ】

ハイビジョン フリー映像素材【蜻蛉／トンボ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

蜻蛉／トンボの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/tombo/index.html (1/2) [14/11/23 8:14:20]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜻蛉／トンボ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/tombo/index.html (2/2) [14/11/23 8:14:20]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【虫／昆虫】

ハイビジョン フリー映像素材【虫／昆虫】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

虫／昆虫の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【虫／昆虫】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/insect/general/index.html (2/2) [14/11/23 8:14:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 霧ヶ峰スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 霧ヶ
峰スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市 霧ヶ峰スキー場の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 霧ヶ峰スキー場】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ski/nagano/kirigamine/index.html (2/2) [14/11/23 8:14:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北佐久郡立科町 白樺湖2in1スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北佐久郡立
科町 白樺湖2in1スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北佐久郡立科町 白樺湖2in1スキー場の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北佐久郡立科町 白樺湖2in1スキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ski/nagano/shirakabako2in1/index.html (2/2) [14/11/23 8:14:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 開田高原マイアスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 開田高原マイアスキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 開田高原マイアスキー場の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 開田高原マイアスキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ski/nagano/MIA/index.html (2/2) [14/11/23 8:15:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 おんたけ2240スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 おんたけ2240スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 おんたけ2240スキー場の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 おんたけ2240スキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 薮原高原スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 薮原高原スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 薮原高原スキー場の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 薮原高原スキー場】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ski/nagano/yabuharakougen/index.html (2/2) [14/11/23 8:15:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 ヤナ
バスキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 ヤナバスキー場の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県白馬村 白馬さのさかスキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県白馬村 白馬
さのさかスキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県白馬村 白馬さのさかスキー場の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県白馬村 白馬さのさかスキー場】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬八方尾根スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡白
馬村 白馬八方尾根スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡白馬村 白馬八方尾根スキー場の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬八方尾根スキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 鹿島槍スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 鹿島
槍スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 鹿島槍スキー場の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 鹿島槍スキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯温泉スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県高山市 平湯
温泉スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県高山市 平湯温泉スキー場の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯温泉スキー場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓼科ピラタスロープウェー】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 蓼科ピラタ
スロープウェー】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 蓼科ピラタスロープウェーの素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓼科ピラタスロープウェー】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 新穂高ロープウェー】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 新穂高ロー
プウェー】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 新穂高ロープウェーの素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 新穂高ロープウェー】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 釜口
水門】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 釜口水門の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【麦畑／小麦／大麦】

ハイビジョン フリー映像素材【麦畑／小麦／大
麦】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

麦畑／小麦／大麦の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【麦畑／小麦／大麦】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【水田／田んぼ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

水田／田んぼの素材
>>次のページへ 
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>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【畑】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

畑の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市】

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市の素材
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市】

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市の素材

     

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市の素材

     

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯田市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県千曲市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県千曲市の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市豊平】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市豊
平】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市豊平の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市豊平】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市高遠】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市高
遠】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市高遠の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市高遠】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 （旧 油津町）】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 
（旧 油津町）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 （旧 油津町）の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 （旧 油津町）】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 飫肥】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 飫
肥】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 飫肥の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 飫肥】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡 下諏訪町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡 下諏
訪町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡 下諏訪町の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡 下諏訪町】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県辰野町】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県辰野町の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県箕輪町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県箕輪町】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県箕輪町の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県箕輪町】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡 富士見町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡 富士
見町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡 富士見町の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡 富士見町】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/town/nagano/fujimi/index.html (2/2) [14/11/23 8:26:45]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 木曽町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 木曽
町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 木曽町の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 木曽町】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 南木
曽町】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 南木曽町の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 大桑村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 大桑
村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 大桑村の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 大桑村】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 朝日村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡 朝
日村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡 朝日村の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 朝日村】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 木祖村】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 木祖村の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木祖村】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県 王滝村】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 王滝村の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 王滝村】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/village/nagano/outaki/index.html (2/2) [14/11/23 8:29:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡 青木村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県小県郡 青木
村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県小県郡 青木村の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡 青木村】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/village/nagano/aoki/index.html (2/2) [14/11/23 8:29:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 麻績村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡 麻
績村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡 麻績村の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 麻績村】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/village/nagano/omi/index.html (2/2) [14/11/23 8:29:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 開田（旧開田村）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 開田（旧開田村）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 開田（旧開田村）の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 開田（旧開田村）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/village/nagano/kaida/index.html (2/2) [14/11/23 8:30:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡 白馬村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡 白
馬村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡 白馬村の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡 白馬村】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/village/nagano/hakuba/index.html (2/2) [14/11/23 8:30:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡 南牧村】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡 南
牧村】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡 南牧村の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡 南牧村】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/village/nagano/minamimaki/index.html (2/2) [14/11/23 8:30:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市役所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市役
所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市役所の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市役所】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市役所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市役
所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市役所の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市役所】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市役所】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市役
所】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市役所の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市役所】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県旧岡谷市役所(消防本部)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県旧岡谷市役
所(消防本部)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県旧岡谷市役所(消防本部)の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県旧岡谷市役所(消防本部)】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県富士見町役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県富士見町役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県富士見町役場の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県富士見町役場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木祖村役場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木祖村役
場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木祖村役場の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木祖村役場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/government/nagano/kisomura/index.html (2/2) [14/11/23 8:31:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 牛伏
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 牛伏寺の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏寺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 法船寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 法船
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 法船寺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/index.html (1/2) [14/11/23 8:32:34]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/housenji/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 法船寺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 桃昌寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 桃昌
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 桃昌寺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 桃昌寺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常楽寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 常楽
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 常楽寺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常楽寺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 蓮華
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 蓮華寺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蓮華寺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/matsumoto/rengeji/index.html (2/2) [14/11/23 8:33:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 弘長寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 弘長
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 弘長寺の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 弘長寺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 千鹿
頭神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 千鹿頭神社の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭神社】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 大宝寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県小県郡青木
村 大宝寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県小県郡青木村 大宝寺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 大宝寺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 池生神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 池生
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 池生神社の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 池生神社】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小野神社 御柱祭】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 小野
神社 御柱祭】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 小野神社 御柱祭の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小野神社 御柱祭】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 無量寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 無量
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 無量寺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 無量寺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 定勝寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡 定勝
寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡 定勝寺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 定勝寺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/kiso/teishouji/index.html (2/2) [14/11/23 8:35:12]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 八剣神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 八剣神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 八剣神社の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 八剣神社】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/nagiso/yatsurugi/index.html (2/2) [14/11/23 8:35:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 足形大明神】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 足形大明神】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 足形大明神の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 足形大明神】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 元善光寺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯田市 元善
光寺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市 元善光寺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 元善光寺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 麻績神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯田市 麻績
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市 麻績神社の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 麻績神社】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/nagano/iida/omi/index.html (2/2) [14/11/23 8:36:08]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 駒嶽神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 駒嶽
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 駒嶽神社の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 駒嶽神社】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 仁科神社】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 仁科
神社】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 仁科神社の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 仁科神社】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 鵜戸神宮】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 鵜戸
神宮】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 鵜戸神宮の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/index.html (1/2) [14/11/23 8:37:17]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/temple/miyazaki/nichinan/udo_jingu/0028/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 鵜戸神宮】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 日南振徳堂】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 日南
振徳堂】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 日南振徳堂の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 日南振徳堂】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎神宮】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 宮崎
神宮】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 宮崎神宮の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎神宮】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 青島神宮】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県宮崎市 青島
神宮】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県宮崎市 青島神宮の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 青島神宮】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出遺跡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 平出
遺跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 平出遺跡の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出遺跡】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 三九郎】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 三九
郎】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 三九郎の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 三九郎】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 フランス式階段工（ダム）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 フラ
ンス式階段工（ダム）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 フランス式階段工（ダム）の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 フランス式階段工（ダム）】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 武石峠茶屋跡】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 武石
峠茶屋跡】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 武石峠茶屋跡の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 武石峠茶屋跡】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡下諏
訪町 島木赤彦 生家】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...tant/nagano/shimosuwa/shimaki_akahiko/index.html (2/2) [14/11/23 8:39:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡下諏
訪町 島木赤彦 生家】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県前橋市 エネルギー資料館】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県前橋市 エネ
ルギー資料館】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県前橋市 エネルギー資料館の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県前橋市 エネルギー資料館】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川宿】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 贄川
宿】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 贄川宿の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川宿】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 奈良井宿】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 奈良
井宿】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

特殊（早回し／インターバル）の素材
>>次のページへ 

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/index.html (1/3) [14/11/23 8:42:24]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/index2.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 奈良井宿】

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/index.html (2/3) [14/11/23 8:42:24]

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0041/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0042/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0043/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0044/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0045/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0046/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0047/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0048/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0049/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0050/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0051/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0052/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0053/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0054/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0055/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0056/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0057/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0058/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0059/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0060/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0061/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0062/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0063/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0064/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0065/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0066/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0067/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0068/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0069/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0070/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0071/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0072/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0073/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0074/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0075/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0076/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0077/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0078/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0079/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0080/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0081/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0082/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0083/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0084/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0085/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0086/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0087/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0088/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0089/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0090/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0091/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0092/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0093/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0094/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/hotel/nagano/shiojiri/narai/0095/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 奈良井宿】

      
>>次のページへ 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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町 二本木の湯】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 二本木の湯の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/spa/nagano/nihonginoyu/index.html (2/2) [14/11/23 8:42:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖温泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 みどり湖温泉の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖温泉】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川浦温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 田川
浦温泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 田川浦温泉の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川浦温泉】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 桟温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 桟温泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 桟温泉の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 桟温泉】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 奥蓼科温泉郷】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 奥蓼
科温泉郷】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 奥蓼科温泉郷の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 奥蓼科温泉郷】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 四徳温泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 四徳温泉の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳温泉】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 葛温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 葛温
泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 葛温泉の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 葛温泉】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯温泉】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県高山市 平湯
温泉】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県高山市 平湯温泉の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯温泉】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道 美瑛】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道 美瑛】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道 美瑛の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道 美瑛】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 千代田の丘】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 千代田の丘】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 千代田の丘の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 千代田の丘】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 三愛の丘】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 三愛の丘】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 三愛の丘の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 三愛の丘】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 四季彩の丘】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 四季彩の丘】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 四季彩の丘の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 四季彩の丘】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 青い池】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 青い池】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 青い池の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 青い池】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/hokkaidou/biei/aoiike/index.html (2/2) [14/11/23 8:45:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 マイルドセブンの丘】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 マイルドセブンの丘】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 マイルドセブンの丘の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 マイルドセブンの丘】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...tseeing/hokkaidou/biei/mildsevennooka/index.html (2/2) [14/11/23 8:45:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 パッチワークの路】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 パッチワークの路】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 パッチワークの路の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 パッチワークの路】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...eeing/hokkaidou/biei/patchworknomichi/index.html (2/2) [14/11/23 8:45:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 セブンスターの木】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道上川郡美瑛
町 セブンスターの木】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道上川郡美瑛町 セブンスターの木の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 セブンスターの木】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/hokkaidou/biei/sevenstarnoki/index.html (2/2) [14/11/23 8:45:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道留萌市 黄金岬】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道留萌市 黄金
岬】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道留萌市 黄金岬の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...ghtseeing/hokkaidou/rumoi/ougonmisaki/index.html (1/2) [14/11/23 8:46:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道留萌市 黄金岬】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 フラワーランドかみふらの】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道富良野 フラ
ワーランドかみふらの】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道富良野 フラワーランドかみふらのの素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 フラワーランドかみふらの】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 富良野スキー場】

ハイビジョン フリー映像素材【北海道富良野 富良
野スキー場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道富良野 富良野スキー場の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 富良野スキー場】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【北海道富良野 
ファーム富田 ラベンダー園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 大
王わさび農場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 大王わさび農場の素材
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質問と回答
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 大王わさび農場】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/nagano/daiouwasbinojyou/index.html (3/3) [14/11/23 8:48:44]

http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 寝覚ノ床】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床】

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 赤沢自然休養林】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 赤沢自然休
養林】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 赤沢自然休養林の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 赤沢自然休養林】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 蓼科】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 蓼
科】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 蓼科の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 蓼科】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県静岡市 三保の松原】

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県静岡市 三保
の松原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

静岡県静岡市 三保の松原の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県静岡市 三保の松原】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 飛騨大鍾乳洞[手持ち撮影]】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 飛騨大鍾乳
洞[手持ち撮影]】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 飛騨大鍾乳洞[手持ち撮影]の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 飛騨大鍾乳洞[手持ち撮影]】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 白川郷】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 白川郷】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 白川郷の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/index.html (1/2) [14/11/23 8:51:57]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/gifu/shirakawagou/0024/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 白川郷】
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 五箇山の合掌造り集落】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県 五箇山の合
掌造り集落】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県 五箇山の合掌造り集落の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 五箇山の合掌造り集落】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県　西湖いやしの里根場】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県　西湖いや
しの里根場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山梨県　西湖いやしの里根場の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県　西湖いやしの里根場】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 鬼押出し園】

ハイビジョン フリー映像素材【群馬県 鬼押出し
園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

群馬県 鬼押出し園の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 鬼押出し園】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県 奥日光 金精峠】

ハイビジョン フリー映像素材【栃木県 奥日光 金
精峠】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

栃木県 奥日光 金精峠の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県 奥日光 金精峠】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 湯の湖】

ハイビジョン フリー映像素材【栃木県日光市 湯の
湖】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

栃木県日光市 湯の湖の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 湯の湖】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 戦場ヶ原】

ハイビジョン フリー映像素材【栃木県日光市 戦
場ヶ原】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

栃木県日光市 戦場ヶ原の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/index.html (1/2) [14/11/23 8:53:42]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sightseeing/tochigi/nikkou/senjyougahara/0006/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 戦場ヶ原】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡市 佐渡金山】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県佐渡市 佐渡
金山】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県佐渡市 佐渡金山の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡市 佐渡金山】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 サンメッセ】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 サン
メッセ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 サンメッセの素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 サンメッセ】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川排水施設】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 上横川排水施設】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 上横川排水施設の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川排水施設】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/...s/drain_facilities/nagano/kamiyokokawa/index.html (2/2) [14/11/23 8:54:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 カノラホール】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 カノ
ラホール】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 カノラホールの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fa...s/cultural_facilities/nagano/canora_hall/index.html (1/2) [14/11/23 8:55:01]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/facilities/cultural_facilities/nagano/canora_hall/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/facilities/cultural_facilities/nagano/canora_hall/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 カノラホール】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷絹工房】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 岡谷
絹工房】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 岡谷絹工房の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷絹工房】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 アスティ片丘】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 アス
ティ片丘】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 アスティ片丘の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 アスティ片丘】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 やまびこドーム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 やま
びこドーム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 やまびこドームの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 やまびこドーム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ビニールハウス】

ハイビジョン フリー映像素材【ビニールハウス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ビニールハウスの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ビニールハウス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖スタジアム】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 諏訪湖スタ
ジアム】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 諏訪湖スタジアムの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖スタジアム】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下諏訪町 漕艇場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下諏訪町 漕
艇場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下諏訪町 漕艇場の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sports/nagano/shimosuwa_souteijyo/index.html (1/2) [14/11/23 8:56:18]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sports/nagano/shimosuwa_souteijyo/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sports/nagano/shimosuwa_souteijyo/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/sports/nagano/shimosuwa_souteijyo/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下諏訪町 漕艇場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 浅間温泉国際スケートセンター】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 浅間
温泉国際スケートセンター】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 浅間温泉国際スケートセンターの素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 浅間温泉国際スケートセンター】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【小坂あじさい公園】】

ハイビジョン フリー映像素材【紫陽花／あじさい
【小坂あじさい公園】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

紫陽花／あじさい【小坂あじさい公園】の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【小坂あじさい公園】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 塩嶺御野立公園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 塩嶺
御野立公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 塩嶺御野立公園の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 塩嶺御野立公園】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡原村 原村自然文化園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡原村 
原村自然文化園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡原村 原村自然文化園の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡原村 原村自然文化園】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木祖村 柳沢尾根公園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木祖村 柳沢
尾根公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木祖村 柳沢尾根公園の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木祖村 柳沢尾根公園】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/park/nagano/kisomura/yanagisawaone/index.html (2/2) [14/11/23 8:58:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都台東区 上野公園】

ハイビジョン フリー映像素材【東京都台東区 上野
公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

東京都台東区 上野公園の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都台東区 上野公園】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 平和台公園】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県日南市 平和
台公園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県日南市 平和台公園の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 平和台公園】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 桑原オートキャンプ場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡中
川村 桑原オートキャンプ場】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡中川村 桑原オートキャンプ場の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 桑原オートキャンプ場】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/camp/nagano/kuwahara/index.html (2/2) [14/11/23 8:58:48]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 入笠牧場】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 入笠牧場】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 入笠牧場の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ranch/nagano/nyukasa/index.html (1/2) [14/11/23 8:59:00]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ranch/nagano/nyukasa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ranch/nagano/nyukasa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ranch/nagano/nyukasa/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 入笠牧場】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/ranch/nagano/nyukasa/index.html (2/2) [14/11/23 8:59:00]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道19号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道19号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道19号線の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道19号線】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道143号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道143号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道143号線の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道143号線】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kokudou/143/index.html (2/2) [14/11/23 8:59:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道148号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道148号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道148号線の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道148号線】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kokudou/148/index.html (2/2) [14/11/23 8:59:41]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道153号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道153号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道153号線の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道153号線】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kokudou/153/index.html (2/2) [14/11/23 8:59:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道158号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道158号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道158号線の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道158号線】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kokudou/158/index.html (2/2) [14/11/23 9:00:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道254号線】

ハイビジョン フリー映像素材【国道254号線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

国道254号線の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kokudou/254/index.html (1/2) [14/11/23 9:00:15]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道254号線】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kokudou/254/index.html (2/2) [14/11/23 9:00:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道1号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道1号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道1号線の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/1/index.html (1/2) [14/11/23 9:00:27]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道1号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/1/index.html (2/2) [14/11/23 9:00:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道26号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道26号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道26号線の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道26号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/26/index.html (2/2) [14/11/23 9:00:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道55号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道55号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道55号線の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道55号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/55/index.html (2/2) [14/11/23 9:00:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道59号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道59号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道59号線の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道59号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/59/index.html (2/2) [14/11/23 9:01:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道191号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道191号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道191号線の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道191号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/191/index.html (2/2) [14/11/23 9:01:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道210号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道210号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道210号線の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道210号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/210/index.html (2/2) [14/11/23 9:01:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道258号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道258号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道258号線の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道258号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/kendo/nagano/258/index.html (2/2) [14/11/23 9:01:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道326号線】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 県道326号
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 県道326号線の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道326号線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県ビーナスライン】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県ビーナスラ
イン】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県ビーナスラインの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県ビーナスライン】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/nagano/venus_line/index.html (2/2) [14/11/23 9:02:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【中央自動車道長野線】

ハイビジョン フリー映像素材【中央自動車道長野
線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

中央自動車道長野線の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【中央自動車道長野線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ghway/nagano/chuoujidoushadou_nagano/index.html (2/2) [14/11/23 9:02:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県南那珂郡南郷町 道の駅「なんごう」】

ハイビジョン フリー映像素材【宮崎県南那珂郡南
郷町 道の駅「なんごう」】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

宮崎県南那珂郡南郷町 道の駅「なんごう」の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県南那珂郡南郷町 道の駅「なんごう」】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/station/miyazaki/nangou/index.html (2/2) [14/11/23 9:02:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 塩尻峠】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 塩尻峠】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 塩尻峠の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 塩尻峠】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/pass/nagano/shiojiri_touge/index.html (2/2) [14/11/23 9:02:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 善知鳥峠】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 善知鳥峠】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 善知鳥峠の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 善知鳥峠】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/pass/nagano/utou_touge/index.html (2/2) [14/11/23 9:03:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 九蔵峠】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 九蔵峠】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 九蔵峠の素材

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 九蔵峠】

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 恋路峠】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 恋路峠】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 恋路峠の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 恋路峠】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/pass/nagano/koiji_touge/index.html (2/2) [14/11/23 9:04:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県佐久市 大河原峠】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県佐久市 大河
原峠】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県佐久市 大河原峠の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県佐久市 大河原峠】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/road/pass/nagano/ohgawara_touge/index.html (2/2) [14/11/23 9:04:27]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県 薩埵峠（さった峠）】

ハイビジョン フリー映像素材【静岡県 薩埵峠
（さった峠）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

静岡県 薩埵峠（さった峠）の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県 薩埵峠（さった峠）】

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県青木村 明通トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県青木村 明通
トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県青木村 明通トンネルの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県青木村 明通トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tunnel/nagano/meitsu/index.html (2/2) [14/11/23 9:04:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 新賤母トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 新賤母トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 新賤母トンネルの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 新賤母トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市高遠 白山トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市高遠 
白山トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市高遠 白山トンネルの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市高遠 白山トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蛭窪隧道】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 蛭窪
隧道】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 蛭窪隧道の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蛭窪隧道】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 箕輪沢トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木祖
村 箕輪沢トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 箕輪沢トンネルの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 箕輪沢トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 氷ヶ瀬隧道】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 氷ヶ瀬隧道】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 氷ヶ瀬隧道の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 氷ヶ瀬隧道】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 笠岩トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市丸子
町 笠岩トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市丸子町 笠岩トンネルの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 笠岩トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 高瀬トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 高瀬
トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 高瀬トンネルの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 高瀬トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tunnel/nagano/takase/index.html (2/2) [14/11/23 9:06:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八坂村 相川トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県八坂村 相川
トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県八坂村 相川トンネルの素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八坂村 相川トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tunnel/nagano/aikawa/index.html (2/2) [14/11/23 9:06:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡生坂村 生坂トンネル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡生
坂村 生坂トンネル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡生坂村 生坂トンネルの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡生坂村 生坂トンネル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tunnel/nagano/ikusaka/index.html (2/2) [14/11/23 9:06:48]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 大滝洞門】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市(旧
八坂村) 大滝洞門】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市(旧八坂村) 大滝洞門の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 大滝洞門】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tunnel/nagano/ohtaki_doumon/index.html (2/2) [14/11/23 9:06:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 滝ノ沢洞門】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市(旧
八坂村) 滝ノ沢洞門】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市(旧八坂村) 滝ノ沢洞門の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 滝ノ沢洞門】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tunnel/nagano/takinosawa_doumon/index.html (2/2) [14/11/23 9:07:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 樽沢のバス停】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 樽沢のバス停】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 樽沢のバス停の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 樽沢のバス停】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/bus_stop/nagano/kiso/tarusawa/index.html (2/2) [14/11/23 9:07:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 清滝のバス停】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 清滝のバス停】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 清滝のバス停の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 清滝のバス停】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 新滝のバス停】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡王滝
村 新滝のバス停】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡王滝村 新滝のバス停の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 新滝のバス停】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 中山口のバス亭】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 中山口のバス亭】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 中山口のバス亭の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 中山口のバス亭】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 長谷循環バス 西勝間】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県伊那市 長谷
循環バス 西勝間】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県伊那市 長谷循環バス 西勝間のバス停の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 長谷循環バス 西勝間】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 岡谷ジャンクション】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県 岡谷ジャン
クション】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県 岡谷ジャンクションの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 岡谷ジャンクション】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 塩尻駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 塩尻
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 塩尻駅周辺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 塩尻駅周辺】

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 広丘
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 広丘駅周辺の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/hirooka/index.html (2/2) [14/11/23 9:09:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 村井駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 村井
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 村井駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 村井駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 平田
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 平田駅周辺の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 平田駅周辺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/hirata/index.html (2/2) [14/11/23 9:10:23]

http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南松本駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 南松
本駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 南松本駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/index.html (1/2) [14/11/23 9:11:08]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamimatsumoto/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南松本駅周辺】

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 田沢駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 田
沢駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 田沢駅周辺の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 田沢駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 明科駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 明
科駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 明科駅周辺の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 明科駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 西条駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 西条駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 西条駅周辺の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 西条駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 坂北駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 坂北駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 坂北駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/index.html (1/2) [14/11/23 9:12:39]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakakita/0014/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 坂北駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 聖高原駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡麻
績村 聖高原駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡麻績村 聖高原駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 聖高原駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 冠着駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県東筑摩郡筑
北村 冠着駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県東筑摩郡筑北村 冠着駅周辺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 冠着駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 姨捨駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県千曲市 姨捨
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県千曲市 姨捨駅の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 姨捨駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/obasute/index.html (2/2) [14/11/23 9:13:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 稲荷山駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 稲荷
山駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 稲荷山駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 稲荷山駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 篠ノ井駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 篠ノ
井駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 篠ノ井駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/index.html (1/2) [14/11/23 9:14:11]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinonoieki/0014/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 篠ノ井駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 みど
り湖駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 みどり湖駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 小野駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 小野駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 小野駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 小野駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 信濃川島駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 信濃川島駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 辰野駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 辰野駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 辰野駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 辰野駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 川岸駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 川岸
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 川岸駅周辺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 川岸駅周辺】

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県岡谷市 岡谷
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県岡谷市 岡谷駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 青柳駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県茅野市 青柳
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県茅野市 青柳駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 青柳駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 すずらんの里駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡富士
見町 すずらんの里駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡富士見町 すずらんの里駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 すずらんの里駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 富士見駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡富士
見町 富士見駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡富士見町 富士見駅周辺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 富士見駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 信濃境駅周辺(清澄駅)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪郡富士
見町 信濃境駅周辺(清澄駅)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪郡富士見町 信濃境駅周辺(清澄駅)の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡富士見町 信濃境駅周辺(清澄駅)】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 洗馬駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 洗馬
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 洗馬駅周辺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 洗馬駅周辺】

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 日出塩駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 日出
塩駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 日出塩駅周辺の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 日出塩駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 贄川
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 贄川駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川駅周辺】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 木曽
平沢駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 木曽平沢駅周辺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 木曽平沢駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 奈良
井駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 奈良井駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/index.html (1/3) [14/11/23 9:20:42]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/narai/0040/index.html


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 奈良井駅周辺】

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 奈良井駅周辺】

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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村 薮原駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木祖村 薮原駅周辺の素材

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 薮原駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 宮ノ越駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 原野周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 原野周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 原野周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 原野周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 木曽福島駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡木曽
町 木曽福島駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡木曽町 木曽福島駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 木曽福島駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 上松駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 上松駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 上松駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 上松駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 倉本駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡上松
町 倉本駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡上松町 倉本駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kuramoto/index.html (1/2) [14/11/23 9:22:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 倉本駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kuramoto/index.html (2/2) [14/11/23 9:22:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 須原駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 須原駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 須原駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 須原駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/suhara/index.html (2/2) [14/11/23 9:23:00]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 大桑駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 大桑駅周辺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡大桑
村 野尻駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡大桑村 野尻駅周辺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 十二兼駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 南木曽駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅周辺の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nagiso/index.html (2/2) [14/11/23 9:24:01]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 田立駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県木曽郡南木
曽町 田立駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県木曽郡南木曽町 田立駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 田立駅周辺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県中津川市 坂下駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【岐阜県中津川市 坂
下駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

岐阜県中津川市 坂下駅周辺の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県中津川市 坂下駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北松本駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 北松
本駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 北松本駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北松本駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島内駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 島内
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 島内駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島内駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島高松駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 島高
松駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 島高松駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 島高松駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shimatakamatsu/index.html (2/2) [14/11/23 9:25:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 梓
橋駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 梓橋駅周辺の素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋駅周辺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 一日市場駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 一
日市場駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 一日市場駅周辺の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 一日市場駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 中萱駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 中
萱駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 中萱駅周辺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/index.html (1/2) [14/11/23 9:26:59]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakagaya/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 中萱駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 南豊科駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 南
豊科駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 南豊科駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 南豊科駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/minamitoyoshina/index.html (2/2) [14/11/23 9:27:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 豊科駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 豊
科駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 豊科駅周辺の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 豊科駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 柏矢町駅駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 柏
矢町駅駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 柏矢町駅駅周辺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 柏矢町駅駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 穂高駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 穂
高駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 穂高駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 穂高駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 有明駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 有
明駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 有明駅周辺の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/index.html (1/2) [14/11/23 9:28:37]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/ariake/0016/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 有明駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 安曇追分駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県安曇野市 安
曇追分駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県安曇野市 安曇追分駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 安曇追分駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 細野駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡松
川村 細野駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡松川村 細野駅周辺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 細野駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 北細野駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡松
川村 北細野駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡松川村 北細野駅周辺の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 北細野駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 信濃松川駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡松
川村 信濃松川駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡松川村 信濃松川駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 信濃松川駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 安曇沓掛駅周辺（旧名：常盤沓掛駅）】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 安曇
沓掛駅周辺（旧名：常盤沓掛駅）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 安曇沓掛駅周辺（旧名：常盤沓掛駅）の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 安曇沓掛駅周辺（旧名：常盤沓掛駅）】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/azumi_kutsukake/index.html (2/2) [14/11/23 9:30:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃常盤駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 信濃
常盤駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 信濃常盤駅周辺の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/index.html (1/2) [14/11/23 9:30:52]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanotokiwa/0023/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃常盤駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 南大町駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 南大
町駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 南大町駅周辺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 南大町駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃大町駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 信濃
大町駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 信濃大町駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃大町駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 北大町駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 北大
町駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 北大町駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 北大町駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃木崎駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 信濃
木崎駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 信濃木崎駅周辺の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃木崎駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanokizaki/index.html (2/2) [14/11/23 9:31:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 稲生駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 稲生
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 稲生駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 稲生駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 海ノ口駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 海ノ
口駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 海ノ口駅周辺の素材

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 海ノ口駅周辺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 簗場駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 簗場
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 簗場駅の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 簗場駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場前駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 ヤナ
バスキー場前駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 ヤナバスキー場前駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場前駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 南神城駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 南神
城駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 南神城駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 南神城駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 神城駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡白
馬村 神城駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡白馬村 神城駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 神城駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 飯森駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡白
馬村 飯森駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡白馬村 飯森駅周辺の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 飯森駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡白
馬村 白馬駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡白馬村 白馬駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 信濃森上駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡白
馬村 信濃森上駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡白馬村 信濃森上駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 信濃森上駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 白馬大池駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅周辺の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 千国駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 千国駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 千国駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 千国駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 南小谷駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅周辺の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 中土駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 中土駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 中土駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/index.html (1/2) [14/11/23 9:36:05]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakatsuchi/0014/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 中土駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県北安曇郡小
谷村 北小谷駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅周辺の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県糸魚川市 平岩駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県糸魚川市 平
岩駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県糸魚川市 平岩駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県糸魚川市 平岩駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 宮木駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 宮木駅周辺の素材

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 伊那新町駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅周辺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅周辺】

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 羽場駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡辰
野町 羽場駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡辰野町 羽場駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 羽場駅周辺】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 沢駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 沢駅周辺の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 伊那松島駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅周辺の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡箕
輪町 木ノ下駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡南
箕輪村 北殿駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡南
箕輪村 田畑駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅周辺の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県駒ヶ根市 大
田切駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県駒ヶ根市 大田切駅周辺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上伊那郡飯
島町 七久保駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上伊那郡飯島町 七久保駅周辺の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nanakubo/index.html (1/2) [14/11/23 9:40:23]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nanakubo/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nanakubo/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nanakubo/0003/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 元善光寺駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯田市 元善
光寺駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市 元善光寺駅周辺の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 元善光寺駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 天竜峡駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯田市 天竜
峡駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市 天竜峡駅周辺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 天竜峡駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/tenryukyou/index.html (2/2) [14/11/23 9:40:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 金野駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯田市 金野
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯田市 金野駅の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 金野駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡泰
阜村 唐笠駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 門島駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡泰
阜村 門島駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 門島駅周辺の素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/index.html (1/2) [14/11/23 9:41:49]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kadoshima/0021/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 門島駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 田本駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡泰
阜村 田本駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 田本駅周辺の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 田本駅周辺】

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 温田駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡泰
阜村 温田駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡泰阜村 温田駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 温田駅周辺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 為栗駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県天龍村 為栗
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県天龍村 為栗駅周辺の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/index.html (1/2) [14/11/23 9:43:49]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiteguri/0028/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 為栗駅周辺】

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下伊那郡天
龍村 平岡駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下伊那郡天龍村 平岡駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 鶯巣駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県天龍村 鶯巣
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県天龍村 鶯巣駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 鶯巣駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 伊那小沢駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県天龍村 伊那
小沢駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県天龍村 伊那小沢駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 伊那小沢駅周辺】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 中井侍駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県天龍村 中井
侍駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県天龍村 中井侍駅周辺の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 中井侍駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 西松本駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 西松
本駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 西松本駅周辺の素材

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 西松本駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 渚駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 渚駅
周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 渚駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 渚駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nagisa/index.html (2/2) [14/11/23 9:46:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 信濃荒井駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 信濃
荒井駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 信濃荒井駅周辺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 信濃荒井駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大庭駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 大庭
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 大庭駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大庭駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 下新駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 下新
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 下新駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 下新駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北新・松本大学前駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 北
新・松本大学前駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 北新・松本大学前駅周辺の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...n/nagano/kitanii_matsumotodaigakumae/index.html (1/2) [14/11/23 9:47:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北新・松本大学前駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 新村駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 新村
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 新村駅周辺の素材

     

     

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 新村駅周辺】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 三溝駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 三溝
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 三溝駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/samizo/index.html (1/2) [14/11/23 9:48:07]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 三溝駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/samizo/index.html (2/2) [14/11/23 9:48:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 森口駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 森口
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 森口駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 森口駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/moriguchi/index.html (2/2) [14/11/23 9:48:24]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 下島駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 下島
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 下島駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 下島駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shimojima/index.html (2/2) [14/11/23 9:48:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 波田駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 波田
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 波田駅周辺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 波田駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/hata/index.html (2/2) [14/11/23 9:48:57]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 渕東駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 渕東
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 渕東駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 渕東駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 新島々駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 新
島々駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 新島々駅周辺の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 新島々駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinshimashima/index.html (2/2) [14/11/23 9:49:25]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 旧島々駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 旧
島々駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 旧島々駅周辺の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 旧島々駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kyushimashima/index.html (2/2) [14/11/23 9:49:37]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 屋代駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県千曲市 屋代
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県千曲市 屋代駅周辺の素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 屋代駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 東屋代駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県千曲市 東屋
代駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県千曲市 東屋代駅周辺の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/index.html (1/2) [14/11/23 9:50:14]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/higashiyashiro/0013/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 東屋代駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 雨宮駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県千曲市 雨宮
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県千曲市 雨宮駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 雨宮駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 岩野駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 岩野
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 岩野駅周辺の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 岩野駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 象山口駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 象山
口駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 象山口駅周辺の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 象山口駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/zouzanguchi/index.html (2/2) [14/11/23 9:51:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 松代駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 松代
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 松代駅周辺の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/index.html (1/2) [14/11/23 9:51:24]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/matsushiro/0012/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 松代駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 金井山駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 金井
山駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 金井山駅周辺の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 金井山駅周辺】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kanaiyama/index.html (2/2) [14/11/23 9:51:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 大室駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 大室
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 大室駅周辺の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 大室駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 信濃川田駅駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 信濃
川田駅駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 信濃川田駅駅周辺の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 信濃川田駅駅周辺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 若穂駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 若穂
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 若穂駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 若穂駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 綿内駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県長野市 綿内
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県長野市 綿内駅周辺の素材

     

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 綿内駅周辺】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県須坂市 井上駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県須坂市 井上
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県須坂市 井上駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県須坂市 井上駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県須坂市 須坂駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県須坂市 須坂
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県須坂市 須坂駅周辺の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県須坂市 須坂駅周辺】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 神畑駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 神畑
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 神畑駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 神畑駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kabatake/index.html (2/2) [14/11/23 9:54:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 大学前駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 大学
前駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 大学前駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 大学前駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/daigakumae/index.html (2/2) [14/11/23 9:54:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 下之郷駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 下之
郷駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 下之郷駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 下之郷駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 中塩田駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 中塩
田駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 中塩田駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 中塩田駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 塩田町駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 塩田
町駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 塩田町駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/index.html (1/2) [14/11/23 9:55:11]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 塩田町駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shiodamachi/index.html (2/2) [14/11/23 9:55:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 中野駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 中野
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 中野駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakano/index.html (1/2) [14/11/23 9:55:23]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 中野駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/nakano/index.html (2/2) [14/11/23 9:55:23]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 舞田駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 舞田
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 舞田駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 舞田駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/maita/index.html (2/2) [14/11/23 9:55:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 八木沢駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 八木
沢駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 八木沢駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 八木沢駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/yagisawa/index.html (2/2) [14/11/23 9:55:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 別所温泉駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上田市 別所
温泉駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上田市 別所温泉駅の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 別所温泉駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/bessyo_onsen/index.html (2/2) [14/11/23 9:56:04]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 小海駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡小
海町 小海駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡小海町 小海駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 小海駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/koumi/index.html (2/2) [14/11/23 9:56:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡小
海町 松原湖駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡小海町 松原湖駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 海尻駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡南
牧村 海尻駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡南牧村 海尻駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 海尻駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/umijiri/index.html (2/2) [14/11/23 9:56:38]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡南
牧村 佐久海ノ口駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakuuminokuchi/index.html (2/2) [14/11/23 9:56:51]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久広瀬駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡南
牧村 佐久広瀬駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡南牧村 佐久広瀬駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久広瀬駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/sakuhirose/index.html (2/2) [14/11/23 9:57:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県南佐久郡南
牧村 野辺山駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 清里駅】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県北杜市 清里
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山梨県北杜市 清里駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 清里駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 甲斐大泉駅】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県北杜市 甲斐
大泉駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山梨県北杜市 甲斐大泉駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 甲斐大泉駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/yamanashi/kaiooizumi/index.html (2/2) [14/11/23 9:57:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 甲斐小泉駅】

ハイビジョン フリー映像素材【山梨県北杜市 甲斐
小泉駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

山梨県北杜市 甲斐小泉駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 甲斐小泉駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県中野市 上今井駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県中野市 上今
井駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県中野市 上今井駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県中野市 上今井駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kamiimai/index.html (2/2) [14/11/23 9:58:10]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県中野市 替佐駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県中野市 替佐
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県中野市 替佐駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県中野市 替佐駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kaesa/index.html (2/2) [14/11/23 9:58:22]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 蓮駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 蓮
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 蓮駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 蓮駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/hachisu/index.html (2/2) [14/11/23 9:58:35]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 飯山駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 飯山
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 飯山駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/iiyama/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/iiyama/0002/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 飯山駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 信濃平駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 信濃
平駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 信濃平駅の素材

     

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 信濃平駅】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 戸狩
野沢温泉駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/togarinozawaonsen/index.html (2/2) [14/11/23 9:59:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 上境駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 上境
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 上境駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 上境駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kamisaskai/index.html (2/2) [14/11/23 9:59:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 上桑名川駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 上桑
名川駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 上桑名川駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 上桑名川駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kamikuwanagawa/index.html (2/2) [14/11/23 10:00:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 桑名川駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 桑名
川駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 桑名川駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 桑名川駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kuwanagawa/index.html (2/2) [14/11/23 10:00:18]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 西大滝駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県飯山市 西大
滝駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県飯山市 西大滝駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 西大滝駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下水内郡栄
村 信濃白鳥駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/shinanoshiratori/index.html (2/2) [14/11/23 10:00:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 平滝駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下水内郡栄
村 平滝駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下水内郡栄村 平滝駅の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/hirataki/index.html (1/2) [14/11/23 10:00:59]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 平滝駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/hirataki/index.html (2/2) [14/11/23 10:00:59]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 森宮野原駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県下水内郡栄
村 森宮野原駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県下水内郡栄村 森宮野原駅の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/morimiyanohara/index.html (1/2) [14/11/23 10:01:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 森宮野原駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/morimiyanohara/index.html (2/2) [14/11/23 10:01:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡飯綱町 牟礼駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上水内郡飯
綱町 牟礼駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上水内郡飯綱町 牟礼駅の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/mure/index.html (1/2) [14/11/23 10:01:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡飯綱町 牟礼駅】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/mure/index.html (2/2) [14/11/23 10:01:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 古間駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上水内郡信
濃町 古間駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上水内郡信濃町 古間駅の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/furuma/index.html (1/2) [14/11/23 10:01:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 古間駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/furuma/index.html (2/2) [14/11/23 10:01:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 黒姫駅】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県上水内郡信
濃町 黒姫駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県上水内郡信濃町 黒姫駅の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kurohime/index.html (1/2) [14/11/23 10:01:54]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 黒姫駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/nagano/kurohime/index.html (2/2) [14/11/23 10:01:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 妙高高原駅】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県妙高市 妙高
高原駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県妙高市 妙高高原駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 妙高高原駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/niigata/myoukoukougen/index.html (2/2) [14/11/23 10:02:05]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 関山駅】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県妙高市 関山
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県妙高市 関山駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 関山駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/niigata/sekiyama/index.html (2/2) [14/11/23 10:02:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県上越市 二本木駅】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県上越市 二本
木駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県上越市 二本木駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県上越市 二本木駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/niigata/nihongi/index.html (2/2) [14/11/23 10:02:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 新井駅】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県妙高市 新井
駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県妙高市 新井駅の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/niigata/arai/index.html (1/2) [14/11/23 10:02:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 新井駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/niigata/arai/index.html (2/2) [14/11/23 10:02:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 北新井駅】

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県妙高市 北新
井駅】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県妙高市 北新井駅の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 北新井駅】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/station/niigata/kitaarai/index.html (2/2) [14/11/23 10:02:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【普通電車】

ハイビジョン フリー映像素材【普通電車】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

普通電車の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【普通電車】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特急しなの】

ハイビジョン フリー映像素材【特急しなの】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

特急しなのの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特急しなの】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/train/type/express_shinano/index.html (2/2) [14/11/23 10:03:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【C12】

ハイビジョン フリー映像素材【C12】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

C12の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【C12】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/train/type/C12/index.html (2/2) [14/11/23 10:03:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【D51】

ハイビジョン フリー映像素材【D51】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

D51の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【D51】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/train/type/D51/index.html (2/2) [14/11/23 10:03:45]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【123系】

ハイビジョン フリー映像素材【123系】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

123系の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【123系】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄橋】

ハイビジョン フリー映像素材【鉄橋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉄橋の素材

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄橋】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JR小海線】

ハイビジョン フリー映像素材【JR小海線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

JR小海線の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JR小海線】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JR中央西線】

ハイビジョン フリー映像素材【JR中央西線】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

JR中央西線の素材

     

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JR中央西線】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/train/JR_chuousaisen/index.html (2/2) [14/11/23 10:04:55]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 枝垂れ栗】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県辰野
町 枝垂れ栗】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県辰野町 枝垂れ栗の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...d_crossing/nagano/tatsuno/shidarekuri/index.html (1/2) [14/11/23 10:05:15]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 枝垂れ栗】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...d_crossing/nagano/tatsuno/shidarekuri/index.html (2/2) [14/11/23 10:05:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 雨沢】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県辰野
町 雨沢】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県辰野町 雨沢の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...road_crossing/nagano/tatsuno/amezawa/index.html (1/2) [14/11/23 10:05:26]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 雨沢】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...road_crossing/nagano/tatsuno/amezawa/index.html (2/2) [14/11/23 10:05:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 城前】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県辰野
町 城前】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県辰野町 城前の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...road_crossing/nagano/tatsuno/shiromae/index.html (1/2) [14/11/23 10:05:39]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 城前】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...road_crossing/nagano/tatsuno/shiromae/index.html (2/2) [14/11/23 10:05:39]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県塩尻市 奈良井道】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県塩尻
市 奈良井道】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県塩尻市 奈良井道の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県塩尻市 奈良井道】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/...road_crossing/nagano/shiojiri/naraidou/index.html (2/2) [14/11/23 10:05:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県塩尻市 床尾】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県塩尻
市 床尾】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県塩尻市 床尾の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県塩尻市 床尾】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/...ailroad_crossing/nagano/shiojiri/tokoo/index.html (2/2) [14/11/23 10:06:07]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 稲生駅周辺】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 稲生
駅周辺】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 稲生駅周辺の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...railroad_crossing/nagano/ohmachi/inao/index.html (1/2) [14/11/23 10:06:18]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 稲生駅周辺】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...railroad_crossing/nagano/ohmachi/inao/index.html (2/2) [14/11/23 10:06:18]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 中綱踏切】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県大町市 中綱
踏切】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県大町市 中綱踏切の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 中綱踏切】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ad_crossing/nagano/ohmachi/nakatsuna/index.html (2/2) [14/11/23 10:06:31]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県安曇野市 梓橋松本線】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県安曇
野市 梓橋松本線】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県安曇野市 梓橋松本線の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県安曇野市 梓橋松本線】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...agano/azumino/azusabashimatsumotosen/index.html (2/2) [14/11/23 10:06:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県安曇野市 島高松】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県安曇
野市 島高松】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県安曇野市 島高松の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県安曇野市 島高松】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ossing/nagano/azumino/shimatakamatsu/index.html (2/2) [14/11/23 10:06:56]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県駒ヶ根市 大田切】

ハイビジョン フリー映像素材【踏切：長野県駒ヶ
根市 大田切】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

踏切：長野県駒ヶ根市 大田切の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県駒ヶ根市 大田切】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60...ad_crossing/nagano/komagane/ohtagiri/index.html (2/2) [14/11/23 10:07:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水車】

ハイビジョン フリー映像素材【水車】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

水車の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水車】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【クレーン】

ハイビジョン フリー映像素材【クレーン】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

クレーンの素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/machine/crane/index.html (1/2) [14/11/23 10:07:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【クレーン】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/machine/crane/index.html (2/2) [14/11/23 10:07:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヘリコプター】

ハイビジョン フリー映像素材【ヘリコプター】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ヘリコプターの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/machine/helicopter/index.html (1/2) [14/11/23 10:07:43]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヘリコプター】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/machine/helicopter/index.html (2/2) [14/11/23 10:07:43]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【救急車】

ハイビジョン フリー映像素材【救急車】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

救急車の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/car/ambulance/index.html (1/2) [14/11/23 10:07:55]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【救急車】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/car/ambulance/index.html (2/2) [14/11/23 10:07:55]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電波塔】

ハイビジョン フリー映像素材【電波塔】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

電波塔の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tower/transmitter_tower/index.html (1/2) [14/11/23 10:08:06]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電波塔】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tower/transmitter_tower/index.html (2/2) [14/11/23 10:08:06]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔】

ハイビジョン フリー映像素材【鉄塔】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉄塔の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tower/iron_tower/index.html (1/2) [14/11/23 10:08:17]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/tower/iron_tower/index.html (2/2) [14/11/23 10:08:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電柱／電信柱】

ハイビジョン フリー映像素材【電柱／電信柱】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

電柱／電信柱の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/pole/denchu/index.html (1/2) [14/11/23 10:08:30]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電柱／電信柱】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/pole/denchu/index.html (2/2) [14/11/23 10:08:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火の見櫓】

ハイビジョン フリー映像素材【火の見櫓】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

火の見櫓の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fire/yagura/index.html (1/2) [14/11/23 10:08:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火の見櫓】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fire/yagura/index.html (2/2) [14/11/23 10:08:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【金星／宵の明星／明けの明星／ヴィーナス】

ハイビジョン フリー映像素材【金星／宵の明星／
明けの明星／ヴィーナス】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

金星／宵の明星／明けの明星／ヴィーナスの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/index.html (1/2) [14/11/23 10:08:53]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/0007/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【金星／宵の明星／明けの明星／ヴィーナス】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/vinus/index.html (2/2) [14/11/23 10:08:53]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木星／ジュピター】

ハイビジョン フリー映像素材【木星／ジュピ
ター】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

木星／ジュピターの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/jupiter/index.html (1/2) [14/11/23 10:09:02]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木星／ジュピター】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/jupiter/index.html (2/2) [14/11/23 10:09:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オリオン座／ベテルギウス】

ハイビジョン フリー映像素材【オリオン座／ベテ
ルギウス】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

オリオン座／ベテルギウスの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オリオン座／ベテルギウス】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/orion/betelgeuse/index.html (2/2) [14/11/23 10:09:11]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オリオン座／リゲル】

ハイビジョン フリー映像素材【オリオン座／リゲ
ル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

オリオン座／リゲルの素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/orion/rigel/index.html (1/2) [14/11/23 10:09:19]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オリオン座／リゲル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/orion/rigel/index.html (2/2) [14/11/23 10:09:19]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プレアデス星団／すばる／昴】

ハイビジョン フリー映像素材【プレアデス星団／
すばる／昴】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

プレアデス星団／すばる／昴の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/pleiades/index.html (1/2) [14/11/23 10:09:28]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プレアデス星団／すばる／昴】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/star/pleiades/index.html (2/2) [14/11/23 10:09:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月】

ハイビジョン フリー映像素材【月】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月【特殊・早回し】】

ハイビジョン フリー映像素材【月【特殊・早回
し】】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月【特殊・早回し】の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月【特殊・早回し】】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/special/index.html (2/2) [14/11/23 10:09:50]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月食(2011/12/10)】

ハイビジョン フリー映像素材【月食
(2011/12/10)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月食(2011/12/10)の素材

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月食(2011/12/10)】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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】(2014/10/8)【月食)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

ハイビジョン フリー映像素材【月食
(2014/10/8)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月食(2014/10/8)の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
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】(2014/10/8)【月食)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢0.9】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢0.9】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢0.9の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢0.9】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/0.9/index.html (2/2) [14/11/23 10:10:28]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢1.2】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢1.2】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢1.2の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢1.2】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/1.2/index.html (2/2) [14/11/23 10:10:40]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢1.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢1.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢1.8の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢1.8】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.5】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢2.5】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢2.5の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.5】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/2.5/index.html (2/2) [14/11/23 10:10:58]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.7】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢2.7】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢2.7の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.7】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢2.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢2.8の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.8】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢3.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢3.3の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.7】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢3.7】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢3.7の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.7】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢3.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢3.8の素材

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.8】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/3.8/index.html (2/2) [14/11/23 10:11:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.4】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢4.4】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢4.4の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.4】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.7】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢4.7】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢4.7の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.7】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.9】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢4.9】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢4.9の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.9】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢6.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢6.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢6.3の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢6.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢7.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢7.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢7.3の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢7.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢8.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢8.3の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.3】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.7】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢8.7】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢8.7の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.7】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/8.7/index.html (2/2) [14/11/23 10:12:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢8.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢8.8の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.8】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/8.8/index.html (2/2) [14/11/23 10:13:00]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.4】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢8.4】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢8.4の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.4】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/8.4/index.html (2/2) [14/11/23 10:13:09]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢9.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢9.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢9.3の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢9.3】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/9.3/index.html (2/2) [14/11/23 10:13:21]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢10.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢10.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢10.3の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢10.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/10.3/index.html (2/2) [14/11/23 10:13:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢11.2】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢11.2】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢11.2の素材

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/index.html (1/2) [14/11/23 10:13:42]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/11.2/0009/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢11.2】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢11.9】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢11.9】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢11.9の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢11.9】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢12.2】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢12.2】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢12.2の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢12.2】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢12.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢12.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢12.8の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢12.8】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢12.9】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢12.9】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢12.9の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢12.9】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢13.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢13.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢13.3の素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢13.3】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢13.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢13.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢13.8の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢13.8】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢14.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢14.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢14.0の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢14.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢14.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢14.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢14.3の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢14.3】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢14.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢14.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢14.8の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢14.8】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢15.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢15.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢15.3の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢15.3】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢15.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢15.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢15.8の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢15.8】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢16.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢16.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢16.0の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢16.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢16.8】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢16.8】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢16.8の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢16.8】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢17.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢17.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢17.0の素材

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢17.0】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢18.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢18.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢18.0の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢18.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢18.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢18.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢18.3の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢18.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢19.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢19.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢19.0の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢19.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢19.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢19.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢19.3の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/19.3/index.html (1/2) [14/11/23 10:16:36]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/19.3/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/19.3/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/19.3/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/19.3/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/19.3/0005/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢19.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢20.1】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢20.1】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢20.1の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢20.1】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢21.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢21.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢21.0の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢21.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢22.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢22.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢22.0の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢22.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢22.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢22.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢22.3の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢22.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢23.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢23.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢23.3の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢23.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢24.0】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢24.0】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢24.0の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢24.0】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/moon/24.0/index.html (2/2) [14/11/23 10:17:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢25.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢25.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢25.3の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢25.3】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢27.2】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢27.2】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢27.2の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢27.2】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢27.3】

ハイビジョン フリー映像素材【月齢27.3】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

月齢27.3の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢27.3】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 三九郎(どんど焼き)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 三九
郎(どんど焼き)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 三九郎(どんど焼き)の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 三九郎(どんど焼き)】

 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 三九郎(どんど焼き)】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 三九
郎(どんど焼き)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 三九郎(どんど焼き)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 三九郎(どんど焼き)】

質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪湖レガッタ】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪湖レ
ガッタ】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪湖レガッタの素材

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪湖レガッタ】

せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市洗馬 
日本アルプスサラダ街道かかしまつり(2011年)】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市洗馬 日本アルプスサラダ街道かかしまつり(2011年)の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市洗馬 日本アルプスサラダ街道かかしまつり(2011年)】

     

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市洗馬 日本アルプスサラダ街道かかしまつり(2011年)】

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 サマーナイトファイヤーフェスティバル】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪市 サ
マーナイトファイヤーフェスティバル】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪市 サマーナイトファイヤーフェスティバルの素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 サマーナイトファイヤーフェスティバル】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪湖花火
大会 2010年】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪湖花火大会 2010年の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪湖花火大会 2010年】

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【長野県諏訪湖花火
大会 2012年】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)で「音声あり」に
なっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県諏訪湖花火大会 2012年の素材
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪湖花火大会 2012年】

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材【全国新作花火競技
大会 2010年】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

全国新作花火競技大会 2010年の素材

     

     

     

     

     

     

     

     

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p...ku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/index.html (1/3) [14/11/23 10:22:22]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0012/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0013/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0014/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0015/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0016/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0017/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0018/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0019/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0020/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0021/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0022/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0023/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0024/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0025/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0026/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0027/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0028/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0029/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0030/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0031/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0032/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0033/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0034/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0035/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0036/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0037/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0038/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0039/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/fireworks/zenkoku_shinsaku_hanabi_kyougi_taikai/2010/0040/index.html
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質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【全国新作花火競技大会 2010年】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花火【一般】】

ハイビジョン フリー映像素材【花火【一般】】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。いずれも30秒(60p)以上の
長さの素材になっています。映像データはQuickTime形式 (H264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花火【一般】の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花火【一般】】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【番傘】

ハイビジョン フリー映像素材【番傘】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

番傘の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【番傘】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機（FDA：福岡ドリームエアライン）】

ハイビジョン フリー映像素材【飛行機（FDA：福
岡ドリームエアライン）】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

飛行機（FDA：福岡ドリームエアライン）の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機（FDA：福岡ドリームエアライン）】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/airplane/FDA/index.html (2/2) [14/11/23 10:22:54]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機（一般）】

ハイビジョン フリー映像素材【飛行機（一般）】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

飛行機（一般）の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【飛行機（一般）】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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佐渡汽船】 【新潟県)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

ハイビジョン フリー映像素材【新潟県 佐渡汽
船】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

新潟県 佐渡汽船の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
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佐渡汽船】 【新潟県)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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】Ship【船／船舶／)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

ハイビジョン フリー映像素材【船／船舶／
Ship】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

船／船舶／Shipの素材

     

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
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】Ship【船／船舶／)素材HDフリー (フリー映像素材 ハイビジョン

 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チャート】

ハイビジョン フリー映像素材【チャート】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

チャートの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チャート】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/chert/index.html (2/2) [14/11/23 10:24:00]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ホルンフェルス】

ハイビジョン フリー映像素材【ホルンフェルス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

チャートの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ホルンフェルス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/hornfels/index.html (2/2) [14/11/23 10:24:15]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花崗岩】

ハイビジョン フリー映像素材【花崗岩】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花崗岩の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花崗岩】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/kakougan/index.html (2/2) [14/11/23 10:24:30]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花崗岩断層破砕岩】

ハイビジョン フリー映像素材【花崗岩断層破砕
岩】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

花崗岩断層破砕岩の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花崗岩断層破砕岩】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【礫岩】

ハイビジョン フリー映像素材【礫岩】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

礫岩の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【礫岩】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/rekigan/index.html (2/2) [14/11/23 10:25:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【緑色片岩】

ハイビジョン フリー映像素材【緑色片岩】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

緑色片岩の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【緑色片岩】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/ryokusyoku_hengan/index.html (2/2) [14/11/23 10:25:17]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂岩】

ハイビジョン フリー映像素材【砂岩】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

砂岩の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sagan/index.html (1/2) [14/11/23 10:25:33]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂岩】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sagan/index.html (2/2) [14/11/23 10:25:33]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【石英片岩】

ハイビジョン フリー映像素材【石英片岩】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

石英片岩の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sekiei_hengan/index.html (1/2) [14/11/23 10:25:47]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【石英片岩】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sekiei_hengan/index.html (2/2) [14/11/23 10:25:47]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤色チャート】

ハイビジョン フリー映像素材【赤色チャート】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

チャートの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sekisyoku_chert/index.html (1/2) [14/11/23 10:26:03]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【赤色チャート】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sekisyoku_chert/index.html (2/2) [14/11/23 10:26:03]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【石灰岩】

ハイビジョン フリー映像素材【石灰岩】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

石灰岩の素材

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sekkaigan/index.html (1/2) [14/11/23 10:26:16]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【石灰岩】

【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/sekkaigan/index.html (2/2) [14/11/23 10:26:16]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂利】

ハイビジョン フリー映像素材【砂利】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

砂利の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂利】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/stone/jyari/index.html (2/2) [14/11/23 10:26:32]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 高出保育園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 高出
保育園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 高出保育園の素材

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/kindergarten/nagano/shiojiri/takaide/index.html (1/2) [14/11/23 10:26:42]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 高出保育園】

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/kindergarten/nagano/shiojiri/takaide/index.html (2/2) [14/11/23 10:26:42]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片丘小学校】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県塩尻市 片
丘小学校】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県塩尻市 片丘小学校の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片丘小学校】

 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/H...p/school/nagano/shiojiri/kataoka/index.html (2/2) [14/11/23 10:26:52]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【四季：秋】

ハイビジョン フリー映像素材【四季：秋】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

四季：秋の素材

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【四季：秋】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【四季：冬】

ハイビジョン フリー映像素材【四季：冬】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加

工含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 

ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

四季：冬の素材

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。

また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【四季：冬】

【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鯉のぼり】

ハイビジョン フリー映像素材【鯉のぼり】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鯉のぼりの素材

     

     

     

     

     

 
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鯉のぼり】

【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/etc/kounobori/index.html (2/2) [14/11/23 10:27:49]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ビニールハウス】

ハイビジョン フリー映像素材【ビニールハウス】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

ビニールハウスの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ビニールハウス】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/etc/green_house/index.html (2/2) [14/11/23 10:28:02]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔／鉄柱】

ハイビジョン フリー映像素材【鉄塔／鉄柱】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

鉄塔／鉄柱の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔／鉄柱】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/etc/iron_tower/index.html (2/2) [14/11/23 10:28:14]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【線香】

ハイビジョン フリー映像素材【線香】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

線香の素材

  
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【線香】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/etc/senkou/index.html (2/2) [14/11/23 10:28:26]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂嵐／砂塵嵐】

ハイビジョン フリー映像素材【砂嵐／砂塵嵐】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

砂嵐／砂塵嵐の素材

     

     

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【砂嵐／砂塵嵐】
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/etc/black_blizzard/index.html (2/2) [14/11/23 10:28:44]



ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 中山霊園】

ハイビジョン フリー映像素材【長野県松本市 中山
霊園】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(60p)、QuickTime形式 (H.264 高圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

長野県松本市 中山霊園の素材

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/HD/60p/soul/nagano/nakayama/index.html (1/2) [14/11/23 10:29:05]
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 中山霊園】

【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【たこ揚げ】

ハイビジョン フリー映像素材【たこ揚げ】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

たこ揚げの素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【たこ揚げ】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【古民家】

ハイビジョン フリー映像素材【古民家】
このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

古民家の素材

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【古民家】
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JA生活センター南熊井店】

ハイビジョン フリー映像素材【JA生活センター南
熊井店】

このページはハイビジョン サイズ (1920x1080) のフリーの映像を扱っています。素材（加工
含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。特に断り書きがない場合
は、30秒(29.97fps)、QuickTime形式 (H264圧縮)になっています。 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いしま

す。 

JA生活センター南熊井店の素材

     
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://
www.openspc2.org/にリンクしてもらえば十分です。使用しました等のメールも不要です。
また、素材ページへのリンクは自由ですが、サーバーの入れ替え等によりURLが変わることが
あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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ハイビジョン フリー映像素材 
[Royalty Free HD Footage]

このサイトはハイビジョンサイズ (1920×1080, 60p) のロイヤルティフリー (Royalty Free) の映

像を扱っています。素材（加工含む）として販売・配布する以外は、個人使用、商用利用とも可能
です。ただし、映像を利用して生じたトラブル等においては一切の責任を追わないものとします。 
映像を見る、扱うにはApple社のQuickTimeが必要です。コーデックはH264になっています。 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意してあります。 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、30f)

●     ハイビジョン(1920×1080、24f)

●     ハイビジョン縦(1920×1080、60p)

●     3Dハイビジョン(1920×1080、60i)

 
パナソニックTM700/750、V600M、X900Mで撮影しておりH264 (AVCHD) / 60p の都合上、特

定のフレーム細かい部分 (IBBPのBBフレーム) に関してはベタっと潰れた感じになってしまうこと

があります。特に暗部に関してはH.264は弱いのでブロックノイズが目立ってしまうことがありま

す。また、TM700/750とV600M/X900Mではカラーバランス／色温度が異なっています。

V600Mで撮影した映像で高倍率ズームしている映像の中には色収差が如実に発生しているものも

あります。 
 
サーバーの容量の関係で予告なく素材を削除したり差し替えることがあります。また、順番も入れ
替えるためURLが変わることがあります。あらかじめ、ご了承ください。トップページ（http://

www.openspc2.org/HDTV/）から閲覧してもらう方が安全です。 
 
全国ネットやBS/CATV、YouTube、ニコニコ動画、プロモーション映像、CM (コマーシャル映

像)、電子書籍、展示会映像、電子看板／デジタルサイネージ などで利用する場合でも特に連絡す
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ることなく利用しても問題ありません。 
 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いします。  
 
■更新情報 
 
 
＊更新情報はブログ [更新情報]でもアナウンスしています。  

2005-2014 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 ジャンダルム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県/石川県 白山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 樅沢岳（もみさわだけ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 中岳】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【西穂高】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 抜戸岳】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/岐阜県 大喰岳(おおばみたけ)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 大木場の辻】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県/富山県 鷲羽岳】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【浅間山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 榛名山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 妙義山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特殊／早回し／インターバル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山(一般)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡島 尖閣湾】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 夫婦浦】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【海】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 鵜戸港】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 大堂津港】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎港】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 油津港】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 天竜川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 高瀬川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 千曲川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 犀川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 金熊川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 西洞川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 白川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 黒川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 伊奈川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 二反田川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 王滝川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 小黒川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 小野川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 横川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 横河川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 中門川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 上川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 造蔵川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【糠沢川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小曽部川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 小大野川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大門沢川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市穂高 蓼川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 万水川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 烏川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 渋川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 宮川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 滑川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 坪川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 蘭川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 松川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 小渋川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 姫川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 松川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県 大淀川】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【川(一般)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県軽井沢町 白糸の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市小曽部 白滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市贄川 御寿山の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 親子滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 番所小滝(ばんどころこたき)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 番所大滝(ばんどころおおたき)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 善五郎の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 三本滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の平垂（ひらだる）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 床並の小滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上松町 小野の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県王滝村 清滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県王滝村 新滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 唐沢の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 尾ノ島の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 牛ヶ滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 大水沢の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 延命水】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 よきとぎの滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 霧降の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 乙女滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 うるう滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 雨現の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽ヶ沢滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 吉報の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 六段の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【男滝】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 男滝女滝【女滝】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 雷の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 霧ヶ滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 ねじだる】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 虹の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其渓谷の名前のない滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 奥木曽湖の横にある滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 井戸入沢の滝（桃里の滝）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 おしどり隠しの滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 一の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 三の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 八坂大滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 なめくりの滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 大滝八潭】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 桂好砥の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯大滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山村 雷滝（裏見の滝）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 竜頭の滝】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奥木曽湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 ならい湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖（早回し）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖（長尺）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖【御神渡り】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川浦湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【梓湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖(早回し)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 美鈴湖(長尺)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 御岳湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 自然湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 もみじ湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 白樺湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 女神湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 高遠湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 美和湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 木崎湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 中綱湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 青木湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 千代田湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 松川湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 小渋湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 犀川白鳥湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 聖湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 龍神湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県高崎市 榛名湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 赤城山大沼湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭池】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 生姜池】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 番場池】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出の泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 御射鹿池】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 池の平】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 あやめ公園池】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【池（一般）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雨上がり】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【豪雨】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雨】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【雪／Snow】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【氷／つらら】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市　屏風岩氷瀑】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市　霧降りの滝氷瀑】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町三岳　白川氷柱群】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹氷／霧氷／雨氷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［不動岩］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［箱淵］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［宝剣岩］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［かもしかかへり］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［犬が淵］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［亀石］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺渓谷［樽が沢］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 横川峡】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町 横川峡 [蛇石 (じゃいし)]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県筑北村 差切峡】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 高瀬渓谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 中萩谷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏寺断層】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 霧ヶ峰高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 霧ヶ峰高原【早回し】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 霧ヶ峰高原／八島湿原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 美ヶ原高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 美ヶ原高原【早回し】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓼科高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 居谷里湿原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 入笠高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 薮原高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 聖高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木曽駒高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 のぞきど高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 唐花見湿原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 塩嶺高原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 志賀高原 東館山ゴンドラリフト】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【奈川渡ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 奈良井ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牧尾ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：牛伏寺砂防ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市：美鈴湖ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【味噌川ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【箕輪ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【横川ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 黒沢ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 美和ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 高遠ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 片桐ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町/長野県上伊那郡中川村 小渋ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 内村ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 東條ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡麻績村 北山ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡筑北村 小仁熊ダム[富蔵ダム]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 木曽ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 王滝川ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 塩之入ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 須砂渡ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 滝川ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 常盤（大島）ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 読書ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大町ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【七倉ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 姫川第三ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 泰阜ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市／下高井郡野沢温泉村 西大滝ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市：日南ダム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【田光発電所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【須原発電所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 霞沢発電所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小黒発電所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳発電所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【風力発電】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 連岳橋／れんがくはし】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市乗鞍高原 鈴蘭橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南角大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 木曽の大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 片平橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 雲竜橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 中花見橋(なかけみはし)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 四ツ柱橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 曲渕橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 糠沢橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 栃窪橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 馬橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 沓沢橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 権現橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 宮川橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 かけはし】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 滑川橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 奥木曽大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 樽沢橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 赤岩巣橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 一の萱二号橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 渡合（とあい）橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺川橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 六段橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 臨川寺橋梁[鉄橋]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 樽が沢橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 阿寺第一号橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 桃介橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 新青木橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 柿其橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 あまもらず橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 恋路橋(新)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［小垂橋］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［溺石橋］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［大垂橋］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南木曽町 柿其渓谷［猿の谷渡り］】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 権現沢橋[35.555007,137.588278]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 堀切沢(ほりきりざわ)橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 田無橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 田無大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 いらざわ橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮城橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 さかい橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上野橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 紅葉橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 細窪橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 桃窪橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡松川町 鹿窪橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 御法田橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 等々力橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 等々力大橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 本沢橋】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ラーバ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【シーキーズドワーフ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【東雲】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白舞子】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【スノーフレーク】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホワイトダイアモンド】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホワイトウェーブ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【チボリ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【富士の滝】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【本あじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【城ヶ崎】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【江冠雪】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【未来】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【虹】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白花姫あじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【トカラあじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐のきら星】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【アリラン】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ブルーダイヤモンド】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フェアリーアイ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フェアリーアイ ピンク】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ホベラ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ジャパーニュミカコ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【マジカルガーネット】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【天城甘茶】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予の青絣】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予の薄墨】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【剣が舞】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重咲甘茶】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【カメレオン】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【フラウマリコ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ピラミッド】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐緑風】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ララ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【秋篠てまり】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【別子てまり】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【羽衣の舞】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【花吹雪】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【花てまり】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【日向青】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【日向紺青】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【伊予花火】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【子持ち七段花】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【こてまり】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【美方八重】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【武蔵野】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【小田虹】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【緑星】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【祖谷てまり】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【土佐神楽】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重白扇】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【楊貴妃】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【富士なでしこ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリーングローブ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【グリーンシャドー】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ヘイズスターベスト】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【金玲】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【清澄さわあじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【大虹】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【奥多摩こあじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【笹の舞】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【石化八重黒軸】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【セルマ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【シエラ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白富士】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白額あじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【白つるあじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【甘茶】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【紅剣】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【パッションブルー】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【パッションピンク】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【旭の舞姫】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【チャプリット】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【初恋】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ラブユーキッス】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【サブリナ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【横浪の月】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【水無月／ミナヅキ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【糊空木／ノリウツギ】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【雪さらし】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【玉あじさい】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【ピンクシャワー】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【八重咲き蝦夷紫陽花綾】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アセビ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【チューリップ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フクシア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コデマリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アオダモ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プリムラ／ジュリアン／ポリアンサ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サクラソウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ハナニラ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ローダンセ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒメオドリコ草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤツシロソウ／八代草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【芙蓉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アベリア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ガウラ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルスベリ／百日紅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バーベナ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【シモツケ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【フロックス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ストケシア】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茗荷／ミョウガ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【花（一般）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0001】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0002】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0003】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0004】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0005】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0006】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0007】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0008】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0009】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0010】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0011】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0012】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0013】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0014】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0015】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0016】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0017】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0018】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0019】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0020】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0021】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0022】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0023】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0024】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0025】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0026】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0027】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0028】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0029】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0030】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な花0031】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【みやざき フラワーフェスタ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蕨／わらび】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山葵／ワサビ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タバコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【キレンゲショウマ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【薄／ススキ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【コンフリー】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【碇草／イカリソウ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ひつじ草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【こごみ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【行者ニンニク】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねんぼろ／野蒜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【牛の毛草】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ネコジャラシ／ねこじゃらし】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ふきのとう】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【竹／竹林】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 青島亜熱帯植物園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0001】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0002】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明な植物0003】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白樺／しらかば】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紅葉／もみじ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【麻の葉楓／あさのはかえで】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【小葉団扇楓／こはうちわかえで】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【枝垂れ栗】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【合歓木／ネムノキ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【唐楓／トウカエデ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【杉／スギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【切り株】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヒトツバタゴ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【黒文字】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【錦木／ニシキギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【利休梅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【松】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【櫟／イチイ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柊／ヒイラギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【タラの芽／タラの木】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノリウツギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柳／ヤナギ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【グミ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プルーン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南天／ナンテン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【樹木一般】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木001】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木002】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木003】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【名前の分からない樹木004】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 専女のケヤキ（ドウメのケヤキ）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ジャガイモ／ポテト】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【アスパラガス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サニーレタス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トマト】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【加工用トマト】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【茄子／ナス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【南瓜／カボチャ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【人参／ニンジン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【トウモロコシ／コーン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【レタス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ねぎ／ネギ／葱】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ピーマン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【野沢菜】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【大根】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長いも／長芋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【洋梨】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【柿／Persimmon】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【グミ／茱萸】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【サルノコシカケ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【不明なキノコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猿／さる／モンキー】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蛙／カエル／おたまじゃくし】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【犬／ドッグ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【猫／キャット】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜘蛛／クモ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜂／ハチ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜂／ハチ：スズメバチ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヤギ／山羊】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鴨／カモ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【軽鴨／カルガモ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ノビタキ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【白鳥／スワン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ベニコンゴウインコ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【カラス／烏】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【すずめ／雀】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鳥（一般）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蟻／アリ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝶／バタフライ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【バッタ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【イナゴ／螽】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【毛虫】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蝉／セミ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜘蛛／クモ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【蜻蛉／トンボ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【虫／昆虫】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市 霧ヶ峰スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北佐久郡立科町 白樺湖2in1スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 開田高原マイアスキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 おんたけ2240スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 薮原高原スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県白馬村 白馬さのさかスキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬八方尾根スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 鹿島槍スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯温泉スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 蓼科ピラタスロープウェー】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 新穂高ロープウェー】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 釜口水門】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【麦畑／小麦／大麦】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水田／田んぼ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【畑】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市豊平】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市高遠】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 （旧 油津町）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 飫肥】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡 下諏訪町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県辰野町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県箕輪町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡 富士見町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 木曽町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 南木曽町】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 大桑村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 朝日村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 木祖村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 王滝村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡 青木村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡 麻績村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 開田（旧開田村）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡 白馬村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡 南牧村】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市役所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市役所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市役所】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県旧岡谷市役所(消防本部)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県富士見町役場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木祖村役場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 牛伏寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 法船寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 桃昌寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 常楽寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蓮華寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 弘長寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 千鹿頭神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県小県郡青木村 大宝寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 池生神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 小野神社 御柱祭】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 無量寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡 定勝寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 八剣神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 足形大明神】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 元善光寺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 麻績神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市 駒嶽神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 仁科神社】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 鵜戸神宮】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 日南振徳堂】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 宮崎神宮】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県宮崎市 青島神宮】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 平出遺跡】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 三九郎】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 フランス式階段工（ダム）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 武石峠茶屋跡】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡下諏訪町 島木赤彦 生家】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県前橋市 エネルギー資料館】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 贄川宿】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 奈良井宿】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 二本木の湯】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 みどり湖温泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 田川浦温泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 桟温泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 奥蓼科温泉郷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 四徳温泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 葛温泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県高山市 平湯温泉】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道 美瑛】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 千代田の丘】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 三愛の丘】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 四季彩の丘】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 青い池】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 マイルドセブンの丘】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 パッチワークの路】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道上川郡美瑛町 セブンスターの木】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道留萌市 黄金岬】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 フラワーランドかみふらの】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 富良野スキー場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【北海道富良野 ファーム富田 ラベンダー園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 大王わさび農場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 寝覚ノ床】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 赤沢自然休養林】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県茅野市 蓼科】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県静岡市 三保の松原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 飛騨大鍾乳洞[手持ち撮影]】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 白川郷】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県 五箇山の合掌造り集落】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県　西湖いやしの里根場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【群馬県 鬼押出し園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県 奥日光 金精峠】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 湯の湖】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【栃木県日光市 戦場ヶ原】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県佐渡市 佐渡金山】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 サンメッセ】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 上横川排水施設】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 カノラホール】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 岡谷絹工房】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 アスティ片丘】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 やまびこドーム】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ビニールハウス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 諏訪湖スタジアム】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 浅間温泉国際スケートセンター】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【紫陽花／あじさい【小坂あじさい公園】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県岡谷市 塩嶺御野立公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県諏訪郡原村 原村自然文化園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木祖村 柳沢尾根公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【東京都台東区 上野公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【宮崎県日南市 平和台公園】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡中川村 桑原オートキャンプ場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 入笠牧場】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道19号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道143号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道148号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道153号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道158号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【国道254号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道1号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道26号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道55号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道59号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道191号線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 県道210号線】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 善知鳥峠】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 九蔵峠】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 恋路峠】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県佐久市 大河原峠】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【静岡県 薩埵峠（さった峠）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県青木村 明通トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 新賤母トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県伊那市高遠 白山トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 蛭窪隧道】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 箕輪沢トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 氷ヶ瀬隧道】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市丸子町 笠岩トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 高瀬トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県八坂村 相川トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県東筑摩郡生坂村 生坂トンネル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市(旧八坂村) 大滝洞門】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 樽沢のバス停】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 清滝のバス停】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡王滝村 新滝のバス停】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 中山口のバス亭】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県 岡谷ジャンクション】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県塩尻市 広丘駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 村井駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 平田駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 南松本駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 田沢駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 明科駅周辺】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木祖村 薮原駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡木曽町 宮ノ越駅周辺】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡上松町 倉本駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 須原駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 大桑駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡大桑村 野尻駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 十二兼駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 南木曽駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県木曽郡南木曽町 田立駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【岐阜県中津川市 坂下駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北松本駅周辺】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 梓橋駅周辺】
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	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 中萱駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 南豊科駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 豊科駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 柏矢町駅駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 穂高駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 有明駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県安曇野市 安曇追分駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 細野駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 北細野駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡松川村 信濃松川駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 安曇沓掛駅周辺（旧名：常盤沓掛駅）】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃常盤駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 南大町駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃大町駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 北大町駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 信濃木崎駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 稲生駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 海ノ口駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 簗場駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 ヤナバスキー場前駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 南神城駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 神城駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 飯森駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 白馬駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡白馬村 信濃森上駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 白馬大池駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 千国駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 南小谷駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 中土駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県北安曇郡小谷村 北小谷駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県糸魚川市 平岩駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 宮木駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 伊那新町駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡辰野町 羽場駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 沢駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 伊那松島駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡箕輪町 木ノ下駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 北殿駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡南箕輪村 田畑駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県駒ヶ根市 大田切駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上伊那郡飯島町 七久保駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 元善光寺駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 天竜峡駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯田市 金野駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 唐笠駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 門島駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 田本駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡泰阜村 温田駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 為栗駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下伊那郡天龍村 平岡駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 鶯巣駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 伊那小沢駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県天龍村 中井侍駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 西松本駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 渚駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 信濃荒井駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 大庭駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 下新駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 北新・松本大学前駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 新村駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 三溝駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 森口駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 下島駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 波田駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 渕東駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 新島々駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県松本市 旧島々駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 屋代駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 東屋代駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県千曲市 雨宮駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 岩野駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 象山口駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 松代駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 金井山駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 大室駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 信濃川田駅駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 若穂駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県長野市 綿内駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県須坂市 井上駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県須坂市 須坂駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 神畑駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 大学前駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 下之郷駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 中塩田駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 塩田町駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 中野駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 舞田駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 八木沢駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上田市 別所温泉駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 小海駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡小海町 松原湖駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 海尻駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久海ノ口駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 佐久広瀬駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県南佐久郡南牧村 野辺山駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 清里駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 甲斐大泉駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【山梨県北杜市 甲斐小泉駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県中野市 上今井駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県中野市 替佐駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 蓮駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 飯山駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 信濃平駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 戸狩野沢温泉駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 上境駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 上桑名川駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 桑名川駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県飯山市 西大滝駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 信濃白鳥駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 平滝駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県下水内郡栄村 森宮野原駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡飯綱町 牟礼駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 古間駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県上水内郡信濃町 黒姫駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 妙高高原駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 関山駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県上越市 二本木駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 新井駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【新潟県妙高市 北新井駅】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【普通電車】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【特急しなの】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【C12】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【D51】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【123系】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄橋】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JR小海線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【JR中央西線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 枝垂れ栗】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 雨沢】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県辰野町 城前】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県塩尻市 奈良井道】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県塩尻市 床尾】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 稲生駅周辺】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【長野県大町市 中綱踏切】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県安曇野市 梓橋松本線】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県安曇野市 島高松】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【踏切：長野県駒ヶ根市 大田切】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【水車】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【クレーン】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【ヘリコプター】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【救急車】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電波塔】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【鉄塔】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【電柱／電信柱】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【火の見櫓】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【金星／宵の明星／明けの明星／ヴィーナス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【木星／ジュピター】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オリオン座／ベテルギウス】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【オリオン座／リゲル】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【プレアデス星団／すばる／昴】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月【特殊・早回し】】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月食(2011/12/10)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月食(2014/10/8)】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢0.9】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢1.2】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢1.8】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.5】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.7】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢2.8】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.3】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.7】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢3.8】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.4】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.7】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢4.9】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢6.3】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢7.3】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.3】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.7】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.8】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢8.4】
	ハイビジョン フリー映像素材 (フリーHD素材)【月齢9.3】
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