
 [Royalty Free 4K HD Footage]フリー映像素材4K HD 

4K HD フリー映像素材(59.94fps/XAVC S)

●     空 (Sky) 
�❍     夕日／黄昏／サンセット 
�❍     日の出／サンライズ 
�❍     空【一般】 

●     山 (Mountain) 
�❍     富士山 
�❍     長野県 鉢伏山 
�❍     穂高連峰 
�❍     長野県 常念岳 
�❍     長野県 鹿島槍ヶ岳 
�❍     長野県 三才山 
�❍     長野県 乗鞍岳 
�❍     長野県 御嶽山 
�❍     長野県 大滝山 
�❍     長野県 蓮華岳 
�❍     長野県 燕岳 
�❍     長野県 横通岳 
�❍     北八ヶ岳 
�❍     南アルプス 
�❍     長野県 宝剣岳 
�❍     長野県 駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳 

●     滝 (Waterfall) 
�❍     長野県 番所大滝 
�❍     長野県 御寿山の滝 

●     海 (Sea) 
�❍     高知県　足摺岬 
�❍     沖縄県 石垣島 
�❍     沖縄県 かりゆしビーチ 
�❍     沖縄県 川平湾 
�❍     沖縄県　真栄田岬 
�❍     海【一般】 

●     湖 (Lake) 
�❍     長野県 諏訪湖 

●     川 (River) 
�❍     長野県 奈良井川 
�❍     高知県 四万十川 

●     高原 
�❍     長野県 霧ヶ峰高原 
�❍     長野県 霧ヶ峰高原：八島湿原 
�❍     長野県 高ボッチ高原 

●     樹木 (Tree) 
�❍     かつらの木 
�❍     樹木【一般】 

●     花 (Flower) 
�❍     花：桜【一般】 
�❍     蓮／ハス 
�❍     水芭蕉 
�❍     蕎麦／そば／ソバ 
�❍     花：八重桜 
�❍     花：あじさい／紫陽花 

●     市 (City) 

4K HD フリー映像素材 
[Royalty Free 4K HD 

Footage (XAVC S 
format)]

このページは4K HD サイズ (3840x2160, 

XAVC S) のフリーの映像を扱っています。素材

（加工含む）として販売する以外は、個人使用、
商用利用とも可能です。ただし、映像を利用して
生じたトラブル等においては一切の責任を追わな
いものとします。 
秒数は素材によって異なりますが、おおよそ15秒

以上となっています。また、撮影時のデータその
ままのため映像の前後は映像が揺れる場合があり
ます。ダウンロード可能な映像フォーマットは
XAVC S形式になっています。 
 
映像のサムネールをクリックするとサンプル映像
を確認できます。サンプル映像を見るにはApple

社のQuickTimeが必要です。コーデックはH.264

になっています。 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意
してあります。 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、30f)

●     ハイビジョン(1920×1080、24f)

●     ハイビジョン縦(1920×1080、60p)

●     3Dハイビジョン(1920×1080、60i)

 
サーバーの容量の関係で予告なく素材を削除した
り差し替えることがあります。また、順番も入れ

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/ (1/2) [14/11/25 16:34:32]

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/30f/
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 [Royalty Free 4K HD Footage]フリー映像素材4K HD 

�❍     長野県 塩尻市 
�❍     長野県 松本市 

●     村 (Village) 
�❍     長野県 木祖村 

●     駅 (Station) 
�❍     長野県　贄川駅 

●     橋 (Bridge) 
�❍     長野県 木曽の大橋 
�❍     徳島県/兵庫県 大鳴門橋 

●     観光地 
�❍     沖縄県 
�❍     沖縄県 竹富島 
�❍     沖縄県 万座毛 
�❍     長野県 木曽 

●     公園 (Parking) 
�❍     千葉県富津市 千葉県立富津公園 

●     温泉 (Spa) 
�❍     長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温

泉） 
●     寺社・神社 (Temple) 

�❍     長野県岡谷市 船魂神社 
�❍     長野県諏訪郡原村 深叢寺 

●     ヘリコプター (Helicopter) 
�❍     長野県警 やまびこ2号 

topページへ 

替えるためURLが変わることがあります。あらか

じめ、ご了承ください。トップページ（http://

www.openspc2.org/HDTV/）から閲覧してもら

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

画、プロモーション映像、CM (コマーシャル映

像)、電子書籍、展示会映像、電子看板／デジタ

ルサイネージ などで利用する場合でも特に連絡

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

ています。  

2005-2014 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)

 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/ (2/2) [14/11/25 16:34:32]

http://www.openspc2.org/HDTV/
http://www.openspc2.org/HDTV/
mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://www.openspc2.org/blog/


【夕日／黄昏／サンセット】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【夕日／黄昏／サンセッ
ト】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

夕日／黄昏／サンセットの素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/sky/sunset/index.html (1/2) [14/11/25 16:34:37]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
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【夕日／黄昏／サンセット】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
 
【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/sky/sunset/index.html (2/2) [14/11/25 16:34:37]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【日の出／サンライズ】

4K HDフリー映像素材【日の出／サンライズ】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

日の出／サンライズの素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/sky/sunrise/index.html (1/2) [14/11/25 16:34:48]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【日の出／サンライズ】

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/sky/sunrise/index.html (2/2) [14/11/25 16:34:48]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【空【一般】】

4K HDフリー映像素材【空【一般】】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

空【一般】の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/sky/general/index.html (1/2) [14/11/25 16:34:51]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【空【一般】】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/sky/general/index.html (2/2) [14/11/25 16:34:51]



【富士山】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【富士山】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

富士山の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:01]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/0011/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


【富士山】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/fuji/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:01]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 鉢伏山】

4K HDフリー映像素材【長野県 鉢伏山】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 鉢伏山の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...p/XAVCS/mountain/hachibuseyama/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:04]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 鉢伏山】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...p/XAVCS/mountain/hachibuseyama/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:04]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 穂高連峰】

4K HDフリー映像素材【長野県 穂高連峰】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 穂高連峰の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/hotaka/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:07]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 穂高連峰】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/hotaka/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:07]



常念岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 常念岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 常念岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...60p/XAVCS/mountain/jyounendake/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:09]
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常念岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...60p/XAVCS/mountain/jyounendake/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:09]



鹿島槍ヶ岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 鹿島槍ヶ岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 鹿島槍ヶ岳の素材

     

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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鹿島槍ヶ岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...AVCS/mountain/kashimayarigatake/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:17]



三才山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 三才山】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 三才山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/misayama/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:21]
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三才山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/misayama/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:21]



乗鞍岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 乗鞍岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 乗鞍岳の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...60p/XAVCS/mountain/norikuradake/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:26]
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乗鞍岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...60p/XAVCS/mountain/norikuradake/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:26]



御嶽山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 御嶽山】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 御嶽山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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御嶽山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/ontakesan/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:29]



大滝山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 大滝山】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 大滝山の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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大滝山】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...60p/XAVCS/mountain/ouhtakiyama/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:31]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 蓮華岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 蓮華岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 蓮華岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/rengedake/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:34]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 蓮華岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/mountain/rengedake/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:34]



燕岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 燕岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 燕岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...p/XAVCS/mountain/tsubakurodake/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:36]
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燕岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage...p/XAVCS/mountain/tsubakurodake/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:36]



4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 横通岳】

4K HDフリー映像素材【長野県 横通岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 横通岳の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage.../XAVCS/mountain/yokodoushidake/index.html (1/2) [14/11/25 16:35:39]
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 横通岳】

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage.../XAVCS/mountain/yokodoushidake/index.html (2/2) [14/11/25 16:35:39]



北八ヶ岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 北八ヶ岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 北八ヶ岳の素材

     

     

     

     

     

     

  
 
質問と回答
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北八ヶ岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【南アルプス】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【南アルプス】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

南アルプスの素材

     

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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【南アルプス】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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宝剣岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 宝剣岳】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 宝剣岳の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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宝剣岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 駒ヶ岳／千畳敷
／宝剣岳】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳の素材
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駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
【回答】構いません。 
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駒ヶ岳／千畳敷／宝剣岳】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

【質問】直接映像素材があるURLにリンクして使用しても大丈夫ですか？ 

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 番所大滝】

4K HDフリー映像素材【長野県 番所大滝】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 番所大滝の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 番所大滝】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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御寿山の滝】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 御寿山の滝】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 御寿山の滝の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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御寿山の滝】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【高知県　足摺岬】

4K HDフリー映像素材【高知県　足摺岬】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

高知県　足摺岬の素材

     

     

     

   
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【高知県　足摺岬】

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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石垣島】 【沖縄県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【沖縄県 石垣島】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県 石垣島の素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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石垣島】 【沖縄県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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かりゆしビーチ】 【沖縄県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【沖縄県 かりゆしビー
チ】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県 かりゆしビーチの素材

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
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かりゆしビーチ】 【沖縄県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 石垣島 川平湾】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 石垣島 川平湾】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県 石垣島 川平湾の素材

     

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 石垣島 川平湾】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 真栄田岬】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 真栄田岬】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県 真栄田岬の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 真栄田岬】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【海（一般）】

4K HDフリー映像素材【海（一般）】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

海（一般）の素材

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【海（一般）】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 諏訪湖】

4K HDフリー映像素材【長野県 諏訪湖】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 諏訪湖の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 諏訪湖】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【長野県　奈良井川】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県　奈良井川】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県　奈良井川の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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【長野県　奈良井川】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【高知県　四万十川】

4K HDフリー映像素材【高知県　四万十川】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

高知県　四万十川の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【高知県　四万十川】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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霧ヶ峰高原】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 霧ヶ峰高原】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 霧ヶ峰高原の素材
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霧ヶ峰高原】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

     

   
 
質問と回答

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

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 霧ヶ峰高原：八島湿原】

4K HDフリー映像素材【長野県 霧ヶ峰高原：八
島湿原】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 霧ヶ峰高原：八島湿原の素材

     

     

     

     

     

    
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 霧ヶ峰高原：八島湿原】

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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高ボッチ高原】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 高ボッチ高原】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 高ボッチ高原の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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高ボッチ高原】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【かつらの木】

4K HDフリー映像素材【かつらの木】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

かつらの木の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【かつらの木】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【樹木【一般】】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【樹木【一般】】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

樹木【一般】の素材

   
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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【樹木【一般】】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【花：桜【一般】】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【花：桜【一般】】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

花：桜【一般】の素材

     

     

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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【花：桜【一般】】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：蓮／ハス】

4K HDフリー映像素材【花：蓮／ハス】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

花：蓮／ハスの素材

     

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：蓮／ハス】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：水芭蕉】

4K HDフリー映像素材【花：水芭蕉】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

花：水芭蕉の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【花：水芭蕉】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【花：蕎麦／そば／ソバ】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【花：蕎麦／そば／ソバ】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

花：蕎麦／そば／ソバの素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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【花：蕎麦／そば／ソバ】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【花：八重桜】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【花：八重桜】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

花：八重桜の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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【花：八重桜】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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【花：あじさい／紫陽花【一般】】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【花：あじさい／紫陽花
【一般】】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

花：あじさい／紫陽花【一般】の素材

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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【花：あじさい／紫陽花【一般】】)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 塩尻市】

4K HDフリー映像素材【長野県 塩尻市】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 塩尻市の素材

  
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 塩尻市】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 松本市】

4K HDフリー映像素材【長野県 松本市】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 松本市の素材

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県 松本市】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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木祖村】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 木祖村】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 木祖村の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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木祖村】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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贄川駅】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 贄川駅】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 贄川駅の素材

    
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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贄川駅】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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木曽の大橋】 塩尻市 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 塩尻市 木曽の大
橋】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 塩尻市 木曽の大橋の素材

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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木曽の大橋】 塩尻市 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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大鳴門橋】 兵庫県/【徳島県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【徳島県/兵庫県 大鳴門
橋】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

徳島県/兵庫県 大鳴門橋の素材

     

     

  
 
質問と回答

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

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

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

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

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/...AVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/index.html (1/2) [14/11/25 16:43:02]

mailto:openspc@alpha.ocn.ne.jp
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0001/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0002/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0003/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0004/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0005/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0006/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0007/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0008/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0009/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0010/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0011/index.html
http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/bridge/kouchi/oonarutokyou/0012/index.html
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/
http://www.openspc2.org/


大鳴門橋】 兵庫県/【徳島県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県】

4K HDフリー映像素材【沖縄県】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県の素材

     
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県】

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 竹富島】

4K HDフリー映像素材【沖縄県 竹富島】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県 竹富島の素材

     

     

     

     

 
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【沖縄県 竹富島】

 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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万座毛】 【沖縄県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【沖縄県 万座毛】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

沖縄県 万座毛の素材

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
 
【質問】印刷物（書籍、雑誌、広告等）に使用しても大丈夫ですか？ 
【回答】大丈夫です。 
 
【質問】コンテストなどの映像作品の一部として映像を挿入（または加工利用）しても構いま
せんか？ 
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万座毛】 【沖縄県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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木曽】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県 木曽】
このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県 木曽の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 
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木曽】 【長野県)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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千葉県立富津公園】 【千葉県富津市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【千葉県富津市 千葉県立
富津公園】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

千葉県富津市 千葉県立富津公園の素材

     

     

     

     

     

   
 
質問と回答

　ここに掲載している映像素材は単体で配布する以外は自由に利用できますが、気になる人の
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千葉県立富津公園】 【千葉県富津市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

ために以下に質問と回答を載せておきます。どうしても無断使用が気になる場合にはhttp://

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

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

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

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）】 【長野県山ノ内町)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県山ノ内町 地獄谷
野猿公苑（地獄谷温泉）】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県山ノ内町 地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）の素材

     

 
 
質問と回答

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

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

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

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

【回答】できます。 
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地獄谷野猿公苑（地獄谷温泉）】 【長野県山ノ内町)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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船魂神社】 【長野県岡谷市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【長野県岡谷市 船魂神
社】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県岡谷市 船魂神社の素材

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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船魂神社】 【長野県岡谷市)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県諏訪郡原村 深叢寺】

4K HDフリー映像素材【長野県諏訪郡原村 深叢
寺】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

長野県諏訪郡原村 深叢寺の素材

     

     

    
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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4K HDフリー映像素材 (フリー4K HD素材)【長野県諏訪郡原村 深叢寺】

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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号寺】2やまびこ 【ヘリコプター：長野県警)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

4K HDフリー映像素材【ヘリコプター：長野県
警 やまびこ2号】

このページは4K HD サイズ (3840x2160) のフリーの映像を扱っています。素材（加工含

む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。秒数は素材によって異なりま
すが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータそのままのため映像の前後

は映像が揺れる場合があります。サンプル映像はQuickTime (H.264)で、ダウンロード可能

な映像フォーマットはXAVC S形式になっています。 

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

す。 

ヘリコプター：長野県警 やまびこ2号の素材

     

     

     
 
質問と回答

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

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

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

あります（この場合http://www.openspc2.org/にリンクしてもらう方が安全です）。 
 
【質問】展示会などで自社製品をアピールする際の映像に使用できますか？ 
【回答】できます。映像の加工を行って使用する事も問題ありません。 
 
【質問】自主制作映画などの映像に使用できますか？ 
【回答】できます。 
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号寺】2やまびこ 【ヘリコプター：長野県警)素材4K HDフリー (フリー映像素材4K HD

 
【質問】映像を加工して自主制作映画等やCMなどで使用できますか？ 

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

【回答】回線の容量が、あまり大きくないためできれば避けていただけると助かります。 
 
【質問】サイズや色合い、コントラストを調節したりフィルタ効果を適用したりして映像素材
集としたいのですが可能でしょうか？ 
【回答】素材集として販売や配布するのは駄目です。 
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4K HD フリー映像素材 
[Royalty Free 4K HD Footage (XAVC S 

format)]

このページは4K HD サイズ (3840x2160, XAVC S) のフリーの映像を扱っています。素材（加工

含む）として販売する以外は、個人使用、商用利用とも可能です。ただし、映像を利用して生じた
トラブル等においては一切の責任を追わないものとします。 
秒数は素材によって異なりますが、おおよそ15秒以上となっています。また、撮影時のデータその

ままのため映像の前後は映像が揺れる場合があります。ダウンロード可能な映像フォーマットは
XAVC S形式になっています。 
 
映像のサムネールをクリックするとサンプル映像を確認できます。サンプル映像を見るにはApple

社のQuickTimeが必要です。コーデックはH.264になっています。 
 
その他の映像素材に関しては以下のページに用意してあります。 

●     4K HD Raw(3840x2160、30f)

●     4K HD XAVC S(3840x2160、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60i)

●     ハイビジョン(1920×1080、60p)

●     ハイビジョン(1920×1080、30f)

●     ハイビジョン(1920×1080、24f)

●     ハイビジョン縦(1920×1080、60p)

●     3Dハイビジョン(1920×1080、60i)

 
サーバーの容量の関係で予告なく素材を削除したり差し替えることがあります。また、順番も入れ
替えるためURLが変わることがあります。あらかじめ、ご了承ください。トップページ（http://

www.openspc2.org/HDTV/）から閲覧してもらう方が安全です。 
 
全国ネットやBS/CATV、YouTube、ニコニコ動画、プロモーション映像、CM (コマーシャル映

像)、電子書籍、展示会映像、電子看板／デジタルサイネージ などで利用する場合でも特に連絡す

http://footage3.openspc2.org/HDTV/footage/4K/60p/XAVCS/title.html (1/2) [14/11/25 16:45:51]
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ることなく利用しても問題ありません。 
 
ミスや間違い、リンクエラーなどがありましたらopenspc@alpha.ocn.ne.jpまでお願いします。  
 
■更新情報 
 
 
＊更新情報はブログ [更新情報]でもアナウンスしています。  

2005-2014 By 古籏一浩(KaZuhiro FuRuhata)
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